
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)　
モンペリエ出身。

フランスのトゥルーズ出身。インターナショナ
ル・マネンジメントのMBA取得。アメリカやブ
ラジルにも在住経験あり。英語とフランス語の
バイリンガル。

Valéry Bacou
(バレリー・バクー)

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％
スペジャルコース割引：4授業をご選択頂いた場合：4回分授業料の8％

 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%.

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。Paris7大学院で外国語としてフ
ランス語教授法(FLE)を学ぶ。

Christophe Gigan
(クリストフ・ジガン)

Yoriko Magallon
(マガロン 依子)

キュルチュール・インターナショナル・クラブ
校長
有限会社キュルチュール・フランセーズ　代表
上智大学外国語学部フランス語学科卒業
仏検１級取得（文部科学大臣賞受賞）
Dalf C2 取得
HJD A1-A2 ：Delf A1とA2の試験官・採点官の
資格取得

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 

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

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

Concept FTGV
コンセプト

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、月を指差して、「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、フランスの新幹線 TGVの如く、速く、
確実にフランス語学習のプロセスを駆けぬけ
ましょう。

テキスト
フランス語の習得方法を研究するフランス語教授法
(FLE: Français Langue Etrangère)にて開発されたのテ
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。
楽しさ
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。「リラックスと
楽しさ」が能力を全開にするための基本条件。おいし
い食事が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。
会話や文化との接点
教科書に沿うだけでなく、食事中に自由な会話の時間
も確保。フランス語実践の場で、講師がご紹介する記
事や動画を通して、フランス文化に触れることもでき
ます。

週1回基本2時間。1レッスンの時間の流れは

☆教科書に添った学習。
☆講師が勉強をしているテーマに関係する歌や映画
や記事などをご紹介します。
☆食事しながら自由な会話。

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、生徒の皆様それぞれのフラ
ンス語進歩を見守り、適切なご提案をいたします。

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+おいしい料理

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

★ 理想の集結としての授業形態
★ レッスンのリズム 

★ 講師の役割

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

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

大井町線の上野毛駅から9分

ようこそ！

Bienvenue!

Welcome!

お得な割引制度あり授業料

 初めての 1cycle   15 Cours /30時間

継続受講 1cycle  15 Cours/30時間

2 cycles   30 Cours/60時間

月謝でのお支払 4 Cours/8時間

スペシャルコース３授業　Bouquet ３ 
　 cours　 F.TGV 2回 + Salon 1回
  F.TGV 1回 + Salon 2回

                                          

スペシャルコース４授業  Bouquet ４
 cours  F.TGV 2回 + Salon 2回

1授業 支払金額

¥6,850 + 税

¥6,500 + 税

¥6,300 + 税

¥7,500 + 税

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

¥102,750 + 税

割引5%         ¥97,500 + 税

割引8%       ¥189,000 + 税

¥30,000 + 税

¥29,100 + 税

Plat principal
メイン

Dessert
デザート

Vin
ワイン

Toujours accompagné de :
いつもお食事付き

www.culture-francaise-tokyo.co.jp

割引8% 　　¥33,672 + 税
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Destiné à qui ?
 誰に向けられた授業？

Quelles sont les compétences visées ? 
どんな実力を目指すのか？

☆　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。

Menu FTGV

Le menu FTGV est composé dʼun plat principal et de sa garniture, de vin, de pain, dʼun 
dessert et dʼun café.

Cʼest une cuisine familiale et authentique qui vous est délivrée.

FTGVのランチメニューは、メインディッシュと副菜、ワイン、パン、

デザート、コーヒーから成っています。

本物のフランス家庭料理です。

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！

Bouquet spécial A2
A2を目指すスペシャルコース

サロン 毎月メニュー
SALON A1 débutants

初級者  A1 Festival 2

FTGV

FTGV

11h-13h30
第2水曜日2ème mercredi

11h-13h30
第4水曜日4ème mercredi

初級者A1～A2  レベル
Initial 2

サロン ヘルシーメニュー
SALON Santé

10h30-13h30
第1水曜日1er mercredi

初級者 A1 Festival 1

☆　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。

Témoignage des amis de FTGV

Pouvoir parler sur des sujets familiers et habituels, 
par exemple : sa famille, sa formation et son activité 
professionnelle. 
Pouvoir faire un échange dʼinformations simples, par 
exemple : organiser un pique-nique ou une fête avec 
des amis, indiquer le chemin, donner son avis sur 
des problèmes pratiques, parler du futur proche. 

家族や自分の学歴や仕事など、身近な話題について話せ
る。
ピクニックやパーティーを開くために友達と相談したり、
迷っている人に道案内をしたり、実際的な問題について自
分の意見を言ったり、近い未来について話せる。

Pouvoir prendre part à une conversation sans 
préparation, concernant les sujets de la vie 
quotidienne, par exemple : famille, loisir, travail, 
voyage ou actualité. 
Pouvoir faire face à la majorité des situations au 
cours dʼun voyage dans un pays francophone. 
Pouvoi r raconter des expér iences et des 
événements, des rêves, des espoirs ou des buts.

家族や趣味、仕事、旅行、ニュースの出来事など、
日常生活に関する主題や自分が興味があることにつ
いて、準備なしで会話に参加できる。
フランス語圏の国を旅行した際、大概の状況に対応
することができる。
自分の経験や出来事、夢、希望、目的など語ること
ができる。

Pouvoir communiquer avec un degré de spontanéité 
et dʼaisance avec des locuteurs natifs. Pouvoir 
participer activement à une conversation sur des 
sujets familiers, présenter et défendre ses opinions.
Pouvoir sʼexprimer de façon claire et détaillée sur 
une grande gamme de sujets relatifs à ses centres 
dʼintérêt. 
Pouvoir développer un point de vue sur un sujet 
dʼactualité et dʼexpliquer les avantages et les 
inconvénients de différentes possibilités.

ネイティヴスピーカーと流暢かつ当意即妙の会話が
できる。身近な人々との会話に積極的に参加して、
自分の意見を紹介したり、擁護したりできる。
自分の興味のある様々な幅広い主題について、詳細
かつ明快に話しをすることができる。
時事問題ついて、様々な可能性についての利点と欠
点を説明することができる。

Ceux qui visent Delf  
A2

Delf A2 を目指す方

Ceux qui ont le 
niveau B1

B1程度の実力の方

Ceux qui visent Delf  
B2, Dapf (Futsuken) 
pré 1,  le dîplome de 

guide-interprète

Delf B2、仏検準１

級、通訳案内士 を目

指す方

第2第４　水曜日
11h-13h30

日曜日
12h10-14h10

土曜日
12h15-14h15

木曜日
09h30-11h30

11h-14h
第3水曜日3ème mercredi

初級者A1～A2  レベル
Initial 2


