
2019年度フランス語フランス文学コース カリキュラム編成 

 
必修 選択 

春期 秋期 春期／秋期 

2 年次 

6 6  8 

演習１ 

演習２ 

演習３ 

演習４ 

演習５ 

演習６ 

 

選択講義Ⅱ類 

ﾌﾗﾝｽ語学概論 

ﾌﾗﾝｽ語史 

ﾌﾗﾝｽ文学の現在 

ﾌﾗﾝｽの映画・映像論 

ﾌﾗﾝｽ比較文化論 

 

 

選択外国語 

ﾌﾗﾝｽ語を読む 1～12 

ﾌﾗﾝｽ語で表現する 1～10 

ﾌﾗﾝｽ文化を知る 1～12 

2 2 

ﾌﾗﾝｽ文学史１ ﾌﾗﾝｽ文学史２ 

3 年次 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 4 

演習 7～16 

 

選択講義Ⅰ類 

ﾌﾗﾝｽ中世・ﾙﾈｻﾝｽ  

文学（2 年次～） 

ﾌﾗﾝｽ詩 

ﾌﾗﾝｽ小説 

ﾌﾗﾝｽ思想 

 
4 年次 

2 2 

演習（卒論） 演習（卒論） 

小計 10 10 10 4 8 

計 42 

 

◇必修演習科目 

科目名      配当年次   学期 曜日・時限 担当者 

フランス語フランス文学演習１（フランス語１）  2年以上   春期 木１  M. シュヴァリエ 

フランス語フランス文学演習２（フランス文学１）  2年以上   春期 水２  佐々木 匠  

フランス語フランス文学演習３（フランス文化１）  2年以上   春期 金４  鈴木 雅雄 

フランス語フランス文学演習４（フランス語２）  2年以上   秋期 木１  M. シュヴァリエ 

フランス語フランス文学演習５（フランス文学２）  2年以上   秋期 水２  川瀬 武夫 

フランス語フランス文学演習６（フランス文化２）  2年以上   秋期 金４  瀬戸 直彦 

フランス語フランス文学演習７（フランス文学３）   3年以上    春期 火５ 森井 良 

フランス語フランス文学演習８（フランス文学５）   3年以上    春期 木３ 瀬戸 直彦 

フランス語フランス文学演習10（フランス語学３）   3年以上    春期 火３ 酒井 智宏 

フランス語フランス文学演習11（フランス文化３）   3年以上    春期 月４ 鈴木 雅雄 

フランス語フランス文学演習12（フランス文学４）   3年以上    秋期 火５ 森井 良 

フランス語フランス文学演習13（フランス文学６）   3年以上    秋期 金３ 川瀬 武夫 

フランス語フランス文学演習15（フランス語学４）   3年以上    秋期 火３ 酒井 智宏 

フランス語フランス文学演習16（フランス文化４）   3年以上    秋期 月４ 鈴木 雅雄 
 

◇講義科目 

科目名         配当年次    学期  曜日・時限    担当者 

＜必修講義科目＞ 

フランス文学史１    2年以上   春期 火３  瀬戸直彦／久保田静香／川瀬武夫 

フランス文学史２    2年以上   秋期 火３ 佐々木匠／鈴木雅雄／藤本一勇 

＜選択必修講義科目＞ 

選択講義Ⅰ類 

フランス詩     3年以上    春期 金４ 川瀬 武夫 

フランス思想     3年以上    秋期 月３ 藤本 一勇 

フランス小説     3年以上    春期 木２ 芳川 泰久 

フランス中世・ルネサンス文学   3年以上 秋期 金５ 瀬戸 直彦 

選択講義Ⅱ類 

フランス語学概論    2年以上   春期 木３  酒井 智宏 

フランス文学の現在    2年以上   春期 月５  梶田 裕 

フランス比較文化論    2年以上   春期 火６  佐々木 匠 

フランス語史     2年以上   春期 金５  瀬戸 直彦 

フランスの映画・映像論    2年以上   秋期 火２  北村 陽子 

フランスの歴史と社会 (*)   1年以上   秋期 火６  佐々木 匠 

フランス表象文化論 (*)    1年以上   秋期 木４  鈴木 雅雄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



 

◇選択外国語科目〈春期・秋期〉 

＜選択必修外国語科目＞ 

フランス語を読む フランス語で表現する 

 1・6 （文学１） 水６ 福山  1A・6A （会話初級） 木４ クーショ 

 2・7 （哲学） 火６ 立花  1B・6B （会話初級） 水５ ヴィエル 

 3・8 （芸術・文化） 火３ 中島  1C・6C （会話初級） 金６ オジュロ 

 4・9 （現代文明） 月６ 梶田  2A・7A （会話中級） 木３ ｳﾞｧﾝｼﾝﾃﾔﾝ 

 5・10 （大学院受験） 火４ 小出石  2B・7B （会話中級） 木５ クーショ 

11・12 （文学２） 金３ 福山  3A・8A （作文初級） 火５ 小倉 

フランス文化を知る  3B・8B （作文初級） 水６ 中野 

 1・6 （時事フランス語） 水５ 熊木  4・9 （作文中級） 木４ ｳﾞｧﾝｼﾝﾃﾔﾝ 

 2・7 （旅行，パリと地方） 月５ 家山  5・10 （会話・作文総合） 木５ 梶田 

 3・8 （映画・演劇） 水５ キヨタ 11・12 （ﾒﾃﾞｨｱｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ） 金３ 明石 

 4・9 （美術・音楽） 水２ ﾍﾞﾙﾅｰﾙ=ﾐﾙﾃｨﾙ    

 5・10 （歴史・社会） 月２ 斎藤    

11・12（ファッション･料理） 水４ ヴァリエーヌ     

   

 

＜それ以外の選択外国語科目＞ 

フランス語の資格をめざす フランス語力を強化する 

 1A・3A （初級） 木６ 家山  1・5（留学準備，語彙） 金４ 明石 

 1B・3B （初級） 土 2 小幡  2・4 （文法） 土 3 小幡 

 2A・4A （中級） 金５ オジュロ  3・6 （発音，聞き取り） 火３ 小出石 

 2B・4B （中級） 木２ ｳﾞｧﾝｼﾝﾃﾔﾝ     

 

第三外国語としてのフランス語 1A・2A 水５ 福山 

第三外国語としてのフランス語 1B・2B 火５ 立花 

速習フランス語 A・B 月５/金５ 松村 

 

 

補足 ・各科目の内容は Webシラバスを参照してください。 

・登録方法および登録上の注意については「科目登録の手引き」を熟読してください。 

 

 

(*) 「フランスの歴史と社会」と「フランス表象文化論」（前頁下）は、2012 年度以降の入学者に関しては、コース    

専門卒業要件単位数に含まれなくなりました。ご注意ください。 

 

 


