CCI FRANCE JAPON TRAINING
<オンライン研修>

フランス語の基礎とビジネス表現（初級）
2020年9月1日～25日（週2回）8:30-10:00 または 18:00-19:30
言語：日本語
スケジュール
9月1日(火), 4日(金), 8日(火), 11日(金), 15日(火), 18日(金),
23日(水), 25日(金)
◆9月1日（火）から25日（金）週2回/全8回
◆時間は8:30-10:00 または 18:00-19:30 (ご都合に応じて）

セミナーの目的
フランス語の基礎を学び、フランス人とのコミュニケーションを
円滑にする
ビジネスで使われるフランス語表現を身に付ける
フランス語を学ぶことでフランス人をよりよく理解する

研修方法

対象者
フランス語を初めて学ぶ日本人の方
フランス語を使って同僚や取引先のフ
ランス人とのコミュニケーションを円
滑にしたい方

講師
エスパス・ラング東京

2020年9月1日～25日（週2回）

少人数のグループレッスン（オンライン）

プログラムの詳細
1.フランス語の基礎
発音
基礎文法
挨拶・自己紹介
質問/依頼する・Oui/Nonで答える
意見を言う
... etc
2. ビジネス表現
ビジネスで使われる語彙・表現
丁寧な表現
電話・Eメール
...etc

8:30-10:00 または 18:00-19:30

プログラムのメリット
オンライン
日本語
会員 ：55,000円（税別）
非会員：82,000円（税別）

少人数クラスならではの細やかな指導を受けられる
始業前や終業後の時間にレッスンを受けられる
フランス語の基礎を学びながら、ビジネスに応用できる表現を同
時に学ぶことができる

エスパス・ラング東京について
エスパス・ラング東京は、フランス語を学ぶ私たちと日本語を学ぶ
フランス語圏の人とが共に集まる空間（エスパス）として、お互い
が刺激を受け合いながら言葉 の上達と文化の吸収を目指すために
1998年につくられた日本で初めてのEcole bilingue（フランス語と
日本語のバイリンガル学校）です。

CCI FRANCE JAPON TRAINING

<Online Training>

Basics of French - Start communicating
in French with your collaborators -

Date: September 1 - 25 (twice a week) 8:30-10:00 or 18:00-19:30
Language: Japanese
Schedule

September 1 (Tue), 4 (Fri), 8 (Tue), 11(Fri), 15 (Tue), 18 (Fri),
23 (Wed), 25 (Fri)
Twice a week / 8 days
8:30-10:00 or 18:00-19:30 (according to your availability)

Objectives

Learn the basics of French to facilitate communication
with French people
Learn French expressions in business

Target participants

Japanese working with French speakers
Anyone who wishes to acquire the basics
and keypoints of communication in French
**Level: Complete Beginner

Facilitator

Espace Langue Tokyo

September 1 - 25
(twice a week)
8:30-10:00 or 18:00-19:30
Online
Japanese
Members: 55,000 JPY
Non-members: 82,000 JPY
(tax excluded)

Methodology

Interactive group lesson (small class)

Program details

Basics of French
Phonetic and pronunciation
Basic grammar rules : « être » and « avoir » auxiliaries,
masculine & feminine words, articles
Colloquial expressions (asking : « je voudrais », close future « je
vais faire quelque chose », expressions with « prendre »
Numbers, hours
Adjectives
Present, present perfect, past tense
French for business
How to greet colleagues, clients, friends
Polite and familiar forms « tu » et « vous »
Vocabulary used at work: company structure, departments’
names, job titles
- Emailing / Telephone

Strong points

You can take classes before or after work
You can practice in a small class
You can learn basics and business expressions at the same time
20

