Les bénéﬁces

Parler à table

Après le cours de
français théorique,
place à la pratique !

食卓での会話

Une heure de repas à une belle table dressée,
autour de laquelle on discute comme à un repas familial

Racontez vos souvenirs, donnez votre
opinion sur un sujet
d’actualité,...

セッティングされたテーブルで、家庭での食事のように、
皆さんでお話しながら頂きます。
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Exprimez-vous !

Discutez avec des
français en partageant
un repas typique.
Parlez des plats familiaux, des coutumes
françaises,..
Découvrez une autre
facette de la France et
du français !

ご自宅

典型的なフランス家庭料理
をフランス人と囲むことで、
フランスの習慣や家での料理
に話が及ぶこともあります。
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サロン・ダラン 講師紹介

Yoriko Magallon
マガロン依子

Kaori Takahashi
高橋 かおり

キュルチュール・インターナショナル・クラブ
代表。上智大学外国語学部フランス語学科卒
業。仏検1級（文部科学大臣賞授賞）、DALF
C2取得。DELF A1とA2の試験官・採点官資格
取得。土曜日のサロン・ダラン、料理のフラン
ス語担当。

学生時代から料理一筋で特にフランス料理、ビストロ
などに長年関わる。栄養士、調理師、パリのリッツ・
エスコフィエ菓子料理ディプロマ取得。サロン・ダラン
のメニュー考案、料理指導担当。

Valéry Bacou
ヴァレリー・バクー

Christophe Gigan
クリストフ・ジガン

フランスのトゥルーズ出身。アメリカやブラジルにも移
住経験あり。英語とフランス語のバイリンガル。サロ
ン・ダランのフランス語授業、料理のフランス語担当。

北フランスのピカルディ出身。フランス国立
東洋言語文化研究所（INALCO）の日本語・
日本文化学科卒業。サロン・ダランのフラン
ス語授業、料理のフランス語担当。

授業料

入学金 16200円

他の授業と併用*

支払方法による割引
支払金額

Système «Menu du mois» & «Menu santé»

1授業当り

授業毎の支払い

￥ 12,000 + 税

¥ 12,000 + 税

4回前納

¥ 45,600 + 税

¥ 11,400 + 税

支払金額1授業当り

¥ 10,800 + 税

メイン料理1品+副菜+サラダ+パン+チーズとワイン+デザート
+コーヒー付き

5％引

スペシャルコース3授業 Bouquet 3 cours
Salon 2回 + FTGV 1回 又は Salon 1回+ FTGV2回
スペシャルコース4授業 Bouquet 4 cours
Salon 2回 + FTGV2回

下記期限内でのご連絡で振替可、それ以降のキャンセル料100％。
水曜、木曜の授業→ その前の日曜日まで
金曜、土曜の授業→ その前の水曜日まで

¥ 29,100 + 税

4回分授業の8％引

¥ 33,672 + 税

* Pour les élèves désireux de prendre un autre cours, privé ou cours à deux, un programme adapté à
leur niveau sera spécialement conçu.
* 月に１回のサロンとプライベートやセミプライベートレッスンを併用なさる場合には、両授
業を加味した学習プログラムを作成いたします。

158-0092
東京都世田谷区野毛 3 -10 -16
Noge 3-10-16, Setagaya-ku ,
158-0092 TOKYO Japon

Apprendre
la cuisine
en français
フランス語で
料理を学ぶ

et

Partager le repas
en français

et

フランス語で食事を共にする

Apprendre
le français

フランス語を学ぶ

Au cœur de la culture et de la
gastronomie familiale françaises
フランス家庭の食文化の核心に触れる

年会費 5400円
基本料金

コース

体験レッスンはお食事代のみ 1800円 (税込)
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フランスとフランス語の新

Les professeurs

Tarifs

知識として学んだフランス
語を実践する機会です。
思い出を話すことも、最近
の出来事についてでも、フラ
ンス語で表現しましょう。

ス語レシピ

う、フラン

て頂けるよ
で料理をし

利点と効果

Phone : 81-3-5758-3875,
Fax : 81-3-5758-3876
Email : cic@culture-francaise-tokyo.co.jp
Site : www.culture-francaise-tokyo.co.jp

3h de voyage en France
préparé par l’équipe de notre école : Kaori Takahashi, professeur
de cuisine et un professeur français(e).
料理講師、高橋かおりとフランス人講師のチームで行う3時間。
まるでフランス旅行のような授業です。

Dans un cadre chaleureux,
Découvrez des plats typiques, des traditions familiales, une culture
和気あいあいとした雰囲気の中で、伝統的、典型的なフランス家庭
料理を習得できます。

Faites des progrès en français
grâce au cours de français et à la conversation à table.
フランス語授業と食卓を囲んでのフランス語会話に
よって、フランス語が上達します。

Cuisine

@

当校シェフ
高橋かおり
＋
フランス語講師

Faisons la cuisine en français !

Le cours

料理授業

Menu du mois 毎月のメニュー

Menu santé 健康のメニュー

フランス語授業はA1, A2, B1のいずれか

フランス語授業はA1レベル

En travail d’équipe avec le professeur français et sous l’orientation de la cuisinière Kaori, vous
réaliserez 3 à 4 plats en 1h.
Une cuisine certifiée bonne pour la santé, avec des légumes bio.
当校シェフ、高橋かおりとフランス人講師の指導のもと、生徒の皆様と一緒に
フランス語で料理を行い、 1時間で2-3品仕上げます。
有機野菜も使用した身体に良い料理です。

10月

Fête des vendanges
ブドウ収穫祭

Vaincre le stress
ストレスに勝つ

Coq au Riesling

Poulet aux châtaignes
marinées au Cognac

コック・オ・リースリング

鶏と栗のコニャックマリネ

〈鶏肉の白ワイン煮込み〉

Tarte au vin blanc

Gâteau aux marrons
et à l'huile d'olive

白ワインのタルト

マロンとオリーブオイルのケーキ

novembre
11月

Beaujolais
ボジョレー

Prévenir lʼostéoporose
骨粗しょう症予防に

Rillon

Fricassé de saumon
en feuilleté

リヨン
〈豚肉とレンズ豆の煮込み〉

壷焼きサーモンのフリカッセ

Rigodon

Clafoutis de poires

リゴドン
〈ブルゴーニュ パンプディング〉

décembre
12月

Noël
ノエル

洋梨のクラフティ

Vaincre la maladie
grâce aux épices
スパイスで体調不良を撃退

Baeckeoffe

Rôti de poulet aux épices

ベッコフ
〈アルザス地方の冬の煮込み〉

丸鶏のロースト

Kougelhopf chocolat

1月

スパイス風味

Christstollen
シュトーレン

クグロフ・ショコラ

janvier

フランス文化に関連する主題について学ぶ

à venir
(12月以降にお知らせいたします)

«Menu santé»
ヘルシーメニュー

«Menu du mois» : 6 NIVEAUX
毎月のメニュー ; 6レベル

2つのコース

第1水曜日 10h30-13h30 開催

octobre

フランス語授業

Etudions un sujet spécifique en lien avec la culture française !

フランス語で料理をする

2 systèmes différents

Français

第
2
金
曜
日
第
3
水
曜
日
第
3
水
曜
日
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2
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曜
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4
金
曜
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grands débutants -A1
初心者
2ème vendredi
10h-13h

A1
初級者
3ème mercredi
11h-14h

A1-A2
初〜中級レベル
3ème mercredi
11h-14h

A2
中級レベル
2ème vendredi
10h-13h

B1
中〜上級レベル
4ème vendredi
10h-13h

Français du vin

第
第
2
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2
水
土
2ème samedi15h-18h
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ou
2ème mercredi.
日
日
18h15-21h15
第
1
水
曜
日

A1
初級者
1er mercredi
10h30-13h30

10月Octobre
11月Novembre
12月Décembre
1月Janvier

Au marché
On déjeune ici?
On va chez ma copine
Chez Susana

U3,L9, pages 54-56
U3,L10, pages 58-60
U3,L11, pages 62-64
U3,L12, pages 66-68

10月Octobre
11月Novembre
12月Décembre
1月Janvier

Paris en bateau-mouche
Premier jour à la fac
Je la connais, cʼest Léna
Coup de foudre sur lʼautoroute

U1,L1, pages 10-12
U1,L2, pages 14-16
U1,L3, pages 18-20
U1,L4, pages 22-24

10月Octobre
11月Novembre
12月Décembre
1月Janvier

Vous savez ce quiʼ sʼest passé?
Devine qui jʼai vu?
En direct de ...
La Palme dʼor est ...

U4,L13, pages 70-72
U4,L14, pages 74-76
U4,L15, pages 78-80
U4,L16, pages 82-84

10月Octobre
Vous savez ce quiʼ sʼest passé?
11月Novembre
Devine qui jʼai vu?
En direct de ...
12月Décembre
La Palme dʼor est ...
1月Janvier

U4,L13, pages 70-72
U4,L14, pages 74-76
U4,L15, pages 78-80
U4,L16, pages 82-84

10月Octobre
F3 : le bonheur, une idée neuve
U6,L24, page 123
11月Novembre
F3 : Les fleurs fragiles de ... Vers le delf B1, page 128
12月Décembre Les français et lʼenvironnement F3, exercices page 32
Banlieue : lʼhistoire dʼune image F3, exercices page 84
1月Janvier
10月Octobre
11月Novembre
12月Décembre
1月Janvier

Vin dʼune région de France
Vin dʼune région de France
Vin dʼune région de France
Vin dʼune région de France

10月Octobre
11月Novembre
12月Décembre
1月Janvier

Retour des antilles
Au voleur! Au voleur!
Le métro parisien ...
Les grands magasins ...

U6,L24, pages 122-124
U6,L23, pages 126-128
Civi, pages 44-45
Civi, pages 48-49

Super bouquet A2

A2を目指すスペシャルコース
Combinez Salon(cuisine+cours+ repas) et F.TGV(cours + repas) pour obtenir Delf A2 en 2019 !
サロン(料理＋授業＋食事）とF.TGV(授業＋食事）を組み合わせて、 2019年DelfA2を取得しよう！
10h30-13h30 サロン ヘルシーメニュー
11h-13h30 FTGV
第1水曜日
第2水曜日
初級者A1〜A2
1er mercredi SALON Santé
2ème mercredi
レベル
初級者 A1 Festival 1

11h-14h
毎月メニュー
第3水曜日 サロン
SALON A1 débutants
3ème
初級者 A1 Festival 2
mercredi

11h-13h30
第4水曜日
4ème mercredi

Initial 2

FTGV

