Soar to the World!

YIS 通信

■ 今、自宅でできる外国語学習法！(その①)
YIS では、英語に加えて全生徒が６つの第２外国語（ド
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神奈川県立横浜国際高等学校

〇本間仁先生（フランス語）
【１年次】
Bonjour(ボンジュール)! Ça va (サヴァ) ?

イツ語、フランス語、スペイン語、中国語、ハングル、

①教科書 «Maestro»の準拠 HP を利用し、どんどん予習を

アラビア語）から一言語を必ず履修することになってい

してみよう！その際、(インターネットの)仏和辞典も使

ます。多くの生徒が校外のスピーチコンテストで入賞し

い、単語の意味を調べてみよう！

たり、外部検定試験を受験したり、留学したり、外務省

②YouTube の動画サイトを利用してみよう！特に入門者

職員などの高い語学力が求められる職業に就いたりと、

/初級者向けのものが主流。「フランス語の発音」、「フラ

YIS だけでなく YIS を卒業した後の人生の幅を広げる一

ンス語のアルファベ(ット)」、「フランス語の数字(1～

助となっています。臨時休業中はコミュニカティブな授

20)」で検索し、生のフランス語の音声を聴き、フランス

業を教室で行うことができませんが、各語学担当の先生

語の発音に挑戦してください。

方に、１年次生と２、３年次生別に今、自宅でできる語

③NHK テレビ「旅するフランス語」(放送：E テレ毎週木

学学習法を伺いました。毎週提示されている学習課題に

曜日 PM11:30～11:55,再放送

加えて、是非、大きな声を出してトライしてください。

～6:25)で簡単な会話表現、地理や文化も学習できます。

翌週・毎週月曜日 AM6:00

【２、３年次】

〇出羽由紀先生（ドイツ語）
【１年次】
クラスルームに週に 1 回学習スライド（音声付き・音声

Bonjour,tout le monde ! Comment allez-vous ? Moi,
je vais très bien. Aujourd’hui, je vous présente
comment on peut étudier le français à la maison. Voici

なし）をアップしています。繰り返し見て、自宅でドイ

quelques méthodes à vous proposer.

ツ語にふれてもらえると嬉しいです。第２回から、ミニ

① Utiliser le site vidéo You Tube

課題もつけます。東京外国語大学の言語学習サイト

J’ai trouvé un site pratique pour comprendre

（http://www.coelang.tufs.ac.jp/mt/de/）でも、手軽

facilement la grammaire de la langue fançaise.C’est

に学習できるのでぜひ試してみてください。

ma recommandation. Il s’appelle « ししおどしの語

【２、３年次】

学 »[フランス語文法講座].C’est une série qui se

“LearnGerman”(https://learngerman.dw.com/en/fortgesc

compose en ce moment d’ une quarantaine de

hrittene/c-36519718) von DW könnte für euer Lernen

séances.Surtout pour les élèves de troisième année,je

daheim sehr nützlich sein. Wer Lust zur App hat, kann

vous propose de regarder les séances de #40 à #43

auch „Duolingo“ herunterladen.

( concernant 関係代名詞 et 過去分詞の一致 ).
② Utiliser les cours de radio ou/et de télé de NHK

〇神山譲先生（中国語）

Comme je vous dis toujours,ces cours sont très

【１年次】

commodes et très intéressants. Je vous conseille de

〇中国語は発音がとても大事。ピンインや声調について

les écouter ou/et les regarder le plus possible.

教科書で基礎的なことを学び、音声教材で練習しましょ

③ Regarder des films français

う。YouTube 等で口の開け方、発音の仕方等動画でわか

Cela

va

sans

dire

que

regarder

des

films

りやすく説明されているものがありますので、活用をお

français,c’est une des meilleures méthodes pour

勧めします。あいさつ等基本会話の練習ができる動画も

apprendre non seulement la langue française mais

あります。積極的にチャレンジしてみてください。

aussi la culture française. Voici les titres de film

【２、３年次】

que je vous recommande de regarder; Les Choristes-

〇你好! 利用本次机会，把语序语法等好好复习一下吧。

コ ー ラ ス , Le Petit Nicolas- プ チ 二 コ ラ , Les

有效地利用 YouTube 是个好办法。推荐使用 kaeru-life 的

Visiteurs- お か し な お か し な 訪 問 者 , Le fabuleux

「ビジュアル中国語」。请用「中国語中級文法講座」检索。

destin d’Amélie Poulain-アメリ,Intouchables-最強の

能够有节奏地进行复习。加油啊!!

ふたり

Essayez de les trouver et amusez-vous bien !

