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曜日と時間

コミュニケーション力を
重視し、

フランス語圏に
いらした際や

フランス語圏の方 と々
の交流を目指す方

のための授業

基礎的な語彙と
文法知識があり、

話すことを沢山
実践し、

スピーキング能力を改
善したい方

のための授業

フランス語初心者
で早くフランス語を

習得したい方

仏検5級、4級、Delf 
A1に挑戦する基礎

をつくる

木曜日　 
9h30-
11h30

木曜日　 
12h-14h

初心者 中級者
Delf A2

〜
Delf 

B1への
橋渡し

授業名
レベル 教材

対象
講師

どんな実力を目指すのか？

 Sophie Baccaro

フランス語の会話に参
加して、

基礎的なコミュニケー
ションをこなし、

メールでのやりとりがで
きて、

簡単な記事が楽しむ
読める

Delf A2 取得を
目指す方

のための授業

基礎的なことを
流暢に話せることを目指す。

印象派の画家達についてやさしく紹介されている
本も併用し、フランス語で絵画も学びます。

フランス文化に触れながら養成する実力 ：

自分の意見も交えながら、
過去形で、起こったことや見たことを

生き生きと相手に伝えることができる。

仕事を求める際に便利な文や語彙が
流暢に使える。

招待したり、提案したりできる。

希望や恐れ、後悔、非難、などを表現することが
できる。

スピーキングを実践しながら、

フランスの日常
フランスにおける教育
フランスにおける余暇

などをテーマに、

読解力とヒアリング力も改善

基礎的な動詞と基礎ボキャブラリーを習得し、
最初の600センテンスを自力で
作れるようになることを目指す。

Yoriko Magallon

曜日と時間授業名
レベル 教材 講師

どんな実力を目指すのか？対象

Calendrier 
FTGV

Menu FTGV

ランチやディナーの時間帯のFTGVの
メニューは、メインディッシュと副
菜、ワイン、パン、デザート、コーヒー

フランス家庭料理、郷土料理が登場

Témoignage des amis de FTGV
☆　語学をゼロから学ぶ楽しさをCICで教えて頂いています。聡明な講師の忍耐強い教えのお陰で、フ
ランス語に慣れてきたように思います。今の課題はだんだん覚えるものが増え、スピードについて行ける
ように復習をして、今までの事を忘れないようにすること。後は、やはり、ランチの時のフリートークの時間
にもう少し話せるようになりたいと思っています。本当に楽しいひとときをいつも有り難うございます！

☆　FTGVの役に立つ点は、毎回の内容が明確で、予習・復習がしやすいことです。１週間に１回という
のも私には効果的です。

☆　全くの初心者でフランス語に触れたい、学びたいと思い、様々なフランス語学校をのぞきました。そ
の中でも一番雰囲気が良く、のびのびとフランス語に触れられる感じがして、ここに通おうと決めました。
始めはついていけるかどうか不安でしたが、先生が理解できるまで説明して下さいます。主婦をしていた
毎日の生活にメリハリができました。授業の後にはとっても美味しいランチタイムがあるので、より頑張れ
ます。日常の出来事などもフランス語で話し、ランチも大切な時間になっています。FTGVを頑張って行け
ば、日記をフランス語で書く夢も叶う気がするので、これからも頑張ります。

通って下さっている生徒の皆様より感想を頂きました。皆様、ありがとうございます。

F.TGV
実践的に

フランス語を
学びたい方

フランス文化に触れた
い方のための授業

初級者
仏検4級

程度

中級者 
Delf 

A2程度 日曜日　 
12h10
-14h10

水曜日　 
11h30
-13h30

  Lauriane  Bedin

水曜日　 
19h30
-21h30

Gilles Landucci

中級者
Delf A2

〜
Delf B1

クラスで発表した近況を作文化し、
添削を受ける。

口頭表現を伸ばすこと によって、
会話力の流暢さを磨く

語彙と知識を増やし、応用力をつlける

  Miki Iida

F.TGV
土曜日　 
12h15-
14h15

中級者
Delf A2

〜
Delf B1

Gilles Landucci

会話力を強化し、

フランス文化にも
興味を拡げ、

Delf B1 に相当する
実力を養成する

ための授業

文法の基礎の定着をはかる
ことで、会話力の流暢さを磨く

文化的な読み物で、読解力を改善し、
語彙と知識を増やす



Français à Très Grande Vitesse
F.TGV フランス語T.G.V. (T.G.V.のごとく）猛スピードのフランス語 

 入学金
永久会員；全授業共通: ¥ 16,200　
 年会雑費；全授業共通:   ¥ 5,400
(CD、教科書等実費)

当日キャンセル不可。キャンセル料100%.
事前にご連絡頂いた場合には、別授業にて振
替可能。
振替希望のキャンセルは前日20時まで受付

説明会・モデルレッスン：無料
基礎料金 : 1サイクル毎にお支払頂いた場合
授業料割引: 第1サイクルと第２サイクルを同時にお支払い頂いた場合：８％
継続割引: 第1サイクル終了後に第２サイクルをお支払い頂いた場合：５％

授業料 週1回2時間。30週連続。1冊のテキストを仕上げます。1レッス
ンの時間の流れは
☆10’音楽を聞いて聴覚活性
(フランス語の周波数にあったバロック音楽)
☆35’テキストに沿って学習
☆30’ 食事中フランス語で会話
☆30’ テキストに沿って学習 (ロールプレイング中心)
☆10’ フランス語で歌

★ レッスンのリズム 

★ 理想の集結としての授業形態
テキストの選択
フランス語の習得方法を研究する応用言語学・フランス語教
授法(FLE: Français Langue Etrangère)で開発された最新の
テキストを使用。明快でダイナミックなプログラムが、話す、書
く、聞く、読む:言語の4能力のバランスの良い発達を保障し
ます。

リラックス
ただ教科書と黒板だけに向かい、自分を追い詰めても、学習
を早めることはできません。「リラックス+楽しさ」が能力を全
開にするための基本条件。音楽を聞いて気分を一新。途中
で出されるおいしい食事が(本当にTGVの中で食べるみた
い!)コミュニケーションを促進する和気あいあいとした雰囲
気を作ります。

会話&カルチャー
教科書に沿うだけでなく、食事中自由な会話の時間も確
保。フランス語実践の場で講師を通して、直にフランス文化
に触れることもできます。

★ 講師の役割

コンセプト
Concept FTGV

1つの言語の習得には時間がかかります。気が遠く
なってしまう程です。
でも、子供の時、お月様を指差して、「あれが欲し
い!」と言った経験はありませんか? F.TGVは「フラ
ンス語力を今すぐ身につけたい!」という想いを叶
えるレッスンです。毎週2時間、時速300キロで、フ
ランス語学習のプロセスを駆ける方法を御紹介し
ます。

リラックス 効率性

既習内容の定着の確認

最高のプログラムにおいて学
習を初めても、計画倒れにな
ってしまってはいけません。
４レッスン毎に既習内容の実
践授業を行い、プログラム通
り学習が進んでいることをチ
ェックします。
小テスト実施。

食事

「一緒に食べて、話す」のは
コミュニケーションにおいて
最良の条件。和気あいあいと
した雰囲気、参加者の方々同
士、また講師との交流がさら
に学習意欲、コミュニケーシ
ョン意欲を高めます。

学習の場

代表者Magallon 宅で行われる
レッスンなので、東京でミニ
ホームステイ気分。蛍光灯の
下、大教室で行われる大人数
の授業にはない、家庭的でう
ちとけた雰囲気が、リラック
スし、のびのびと学習に集中
することを可能にします。

音楽

人間の声に相当する周波数
（メガヘルツによって測られ
る）音楽をあらかじめ聞くこ
とによって、記憶が容易にな
ることが、科学的に研究され
ています。
バロック音楽の名曲を聞いて
スタート。

Delfへの対応

どのFTGVコースもフランス文
部省主催のフランス語検定試
験Delfのいずれかのレベルに対
応しています。
ご自分の培った実力がフラン
ス現地レベルで通用すること
を客観的に確認できます。

テキストとプログラム

応用言語学において開発され
た最新テキストを、その威力
が十分に発揮される日程にお
いて利用。

周到なシラバスとダイナミッ
クな計画が進歩を確実なもの
にします。

フランス語を駆ける最高の授業

担任制。一人の講師が30授業を担当。グループの学習開
始当初の実力を把握し、それを目標までに引き上げるた
めの指導を一貫して行ないます。
授業をするだけでなく、それぞれの方のフランス語の健や
かな成長を見守ります。

ここ

☎ : 03-5758-3875 
www.culture-francaise-tokyo.co.jp

◎小田急線の方は、
千歳船橋→田園調布駅　明神坂上　下車　徒歩２分
成城学園前駅南口→等々力操車所　終点下車　徒歩５分
成城学園前駅南口→二子玉川駅　終点下車　徒歩15分
向ヶ丘遊園駅東口→二子玉川駅　終点下車　徒歩15分
◎京王線の方は、
調布駅南口→二子玉川駅　終点下車　徒歩10分
◎目黒通り沿いにお住まいの方は、
目黒駅→二子玉川駅　上野毛駅下車　徒歩６分

Culture International Club
キュルチュール・インターナショナル・クラブ

ようこそ！

Welcome!
Bienvenue!

◎電車でいらっしゃる方は、
大井町線の上野毛駅から7分

〒158-0092
東京都世田谷区野毛3-10-16

東京都世田谷区野毛3-10-16				☎ : 03-5758-3875 : cic@culture-francaise-tokyo.co.jp   www.culture-francaise-tokyo.o.co.jp

しっかりしたシラバス+質の高い講師+文化的要素+実践の場+おいしいごはん

2時間授業に可能な理想を追求・実現したのがFTGVの授業形態です。

Miki IIDA
(飯田　美樹)
早稲田大学商学部卒業、京都大学人間・環境学研究科
修了。学生時代にパリに留学し、その後パリのカフェ文
化を専門として研究。TV番組「パリで逢いましょう」の字
幕制作にも関わる。初心者にわかりやすくフランス語を
教えるのが得意。

学習に付き添う講師達

Gilles Landucci
(ジル・ランドゥッチ)
モンペリエのポール・ヴァレリー文科大学にて、映像芸
術としての映画を研究。(修士課程終了)パリ生まれ。
現在も友人と共同で映画制作中。FTGV授業を第１期
より担当

NOMBRE		
DE	COURS

	基本料金
1  授業 支払金額

 初めての1cycle   15 Cours /30時間 ¥		7,398 ¥ 110,970
継続受講1cycle  15 Cours/30時間 ¥		7,020 ¥		110,970-5%=¥105,300

2cycles    Cours 30/60時間 ¥		6,804 ¥		221,940-8%	=	¥204,180

お月謝でのお支払 ¥		7,500 ￥32400

1セッション 
(3時間)当りの授業料内訳（税抜）
授業料 (1時間)　¥ 3150
1レッスン代
¥ /h 3150x 2 = ¥6300
食事代 :¥ 1200
合計 (1セッション)¥7500
料理1品+デザート+　ワイン(お好
きなだけ)

Culture International Club
キュルチュール・インターナショナル・クラブ

フランス語部門
Division françaisCcI

上智大学外国語学科フランス語学科卒業。旧DelfDafl全
レベル終了。1997年よりサロン・ダランの料理並びにフラ
ン語レッスン担当。現在、サロン・ダランを中心に、子供フ
ランス料理アトリエなど多数のレッスンを担当。検定試験
DelfDalf対策担当。チーズの一日、中世の料理の一日、クリ
スマスの一日、フランス地方の一日など特別集中レッスン
の企画並びにテキスト執筆、授業担当。

Yoriko Magallon
(マガロン 依子)

Sophie Baccaro
(ソフィー・バッカロ)
北フランス出身。ピカルディー大学で造形芸術（絵画と
彫刻）修士取得。外国人の子供にフランス語を教えた
経験豊富。

お得な割引料金あり

Lauriane Bedin
(ロリアン・ブダン)
ブルターニュ地方レンヌ出身。グランゼコールのリヨン政治
学院にて、修士号取得。4年前から日本でフランス語の教師
経験があり、Zoo phonics Academy という英語の学校で英
語も教えていました。趣味は音楽で、ギターを弾きます。


