
テキスト   各クラス共、教科書は現在未定。いずれも開講日の授業開始時に販
売いたしますので、教科書代として、約 6,000 円ほどご用意下さい。

担　当　者 初級Ⅰ M.Pérez（Saint Roch 中学教諭）
 初級Ⅱ Mme Pérignon（Saint Roch 中学教諭）
 中級Ⅰ Mme Lévêque（元国家教育視察官）
 中級Ⅱ Mme Gortana（Montpellier 大学元教授）
受　講　料 全期間　70,000 円（テキスト代は別）
 （受講料は原則として返金いたしません）
会　　　場 神戸松蔭女子学院大学

 （阪急六甲駅より徒歩 15 分、市バスも利用できます。１時限目の授
業に限り、JR六甲道発、阪急六甲経由で直通バスを運行します。）

申 込 方 法    本学ホームページの「公開講座」から申込書（2ページ）をダウン
ロードし、ご記入後 e-mail に添付の上、下記アドレスにご送信くだ
さい。郵送でも可。ダウンロード出来ない場合は郵送させて頂きま
すのでご連絡ください。

申 込 期 間    2017 年 6 月 1 日（木）～ 6月 30 日（金）まで（郵送申込は 5/31（水）
消印有効）

クラス決定 申込書内容を考慮の上、クラス分けされます。希望制ではありません。

 クラスは 7月 3日（月）より順次お知らせいたします。
注　　　意   クラス決定後のキャンセルには、キャンセル料として 2000 円かかり

ます。
 受講料は原則として返金いたしません。
申　込　先 〒 657-0015 神戸市灘区篠原伯母野山町 1-2-1 
 神戸松蔭女子学院大学　フランス語集中講座係
 e-mail: intensif@mb.shoin.ac.jp
 ※  住所・年齢等は本学の事務関係以外に流用されることはありません。

そ　の　他
・第１日目は LLの授業は行いません。
・  ８月７日（月）の開講日には、午前９時３０分か
ら全般的ガイダンスを行います。ガイダンス会場
は当日掲示にてお知らせします。
・  昼食は大学の食堂を開放いたしますが、８月 11
日～ 17 日は大学全体が盛夏休暇となり、食堂は
開いていません。昼食の持参が必要です。
・  教室には冷房設備があります。
・  授業内容、クラスレベル等について質問がおあり
の場合には、木谷（☎ 882 － 8760）、または外国
語教育センター（☎ 882 － 6542 月・水・木・金
の 13 時 30 分から 17 時、 intensif@mb.shoin.
ac.jp）までお問い合わせ下さい。

　　　　　　　　・  阪急六甲駅より徒歩 15 分

　　　　　　　　・  阪急六甲、JR 六甲道、阪神御影の各

駅より市バス36系統鶴甲団地行乗車、

六甲台南口下車徒歩５分

　　　　　　　　・  １時限目に限り、通学用バスあり

主　催　神戸松蔭女子学院大学
フランス語教室 木　谷　吉　克（神戸松蔭女子学院大学教授）

打　田　素　之（　　同　　　上　　　教授）
〒657－ 0015　神戸市灘区篠原伯母野山町１丁目２番１号　TEL（078）882－ 6542

神戸松蔭女子学院大学夏季公開講座

第 36 回フランス語集中講座
　1982 年に始まりましたこのフランス語集中講座は、今年 36 回目を迎えます。
この講座がこれほど長く続いているのは、フランス人講師のフランス語教育へ
の情熱、教え方のうまさゆえであると思います。フランス人講師は外国人にフ
ランス語を教える専門家で、そのための訓練を受けてきておりますし、経験も
豊富です。さらには、何度もこの講座の講師を務めることによって、生徒であ
る日本人の心もよく理解しているということも言えるでしょう。受講生が違和
感なく、楽しい思いで授業を受けられるのはそのためであると思います。
　昨年は下の 2クラスと、上の 2クラスで人数の偏りがありました。その偏り
を解消するために、クラス名称や申込方法など少し変更させていただきました。
どんなやり方をしても、これで完璧ということはないと思いますが、少しでも
改善できればと考えています。
　初級Ⅰは初来日の若い男性のペレーズ先生が担当します。どのような授業を
見せてくれるか楽しみです。初級Ⅱは陽気で快活、いつも楽しい授業をされる
ペリニョン先生、中級Ⅰは 2年ぶりの、ベテランのレベック先生、中級Ⅱはこ
れまたベテランのゴルタナ先生が担当します。
　今年もクラス変更は初めの一両日のみ受け付けます。講座開催中は各クラス
に日本人アシスタントを配します。神戸松蔭の夏季フランス語集中講座は他に
例のない充実したフランス語講座として高い評価を受けております。ぜひ奮っ
てお申込みください。

募 集 要 項
　期　　　間 2017 年 8 月 7 日（月）～ 8月 25 日（金）
 （土・日曜日は除く。8月7日は開講式（午前9時30分より）のあと授業を開始します。）

　授業時間  10:00 11:15 12:15 13:15 14:30 15:30

　　　　　　　　　　　毎日４時間全 60 時間の講習となります。LLは時間帯が変わることがあります。
　　　　　　　　　　　  LL は CALL 教室（コンピューター援用学習室）での発音、聞き取り、スピーチ力強

化の授業です。

　クラス及び 初級Ⅰ 約 16 名（4ケ月以上のフランス語学習者）
　クラス人数 初級Ⅱ 約 16 名（1～ 3年位のフランス語学習者、仏検 4級程度）
 中級Ⅰ 約 16 名（  仏検 3 級、準 2級程度、DELF・A2 以上かそれと

同等の学習者）
 中級Ⅱ 約 16 名（  仏検準 2級以上、DELF・B1 以上かそれと同等の

学習者）
　参加資格 ☆初めてフランス語を習う方はご遠慮下さい。
　制　　　限 ☆高校 1年生以上の年齢にある方しか受講できません。
 ☆自家用車での来校は、ご遠慮願います。
 

初級Ⅰ
　M.Pérez 講義 講義

昼

食

LL 講義

初級Ⅱ
　Mme Pérignon 講義 講義 LL 講義

中級Ⅰ
　Mme Lévêque LL 講義 講義 講義

中級Ⅱ
　Mme Gortana 講義 講義 講義 LL

１時限と２
時限、３時
限と４時限
の間は15分
間の休憩
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