
Apprendre le français à 
Culture International Club

キュルチュール・インターナショナル・クラブでフランス語を学ぶ
東京都世田谷区野毛3-10-16　03-5758-3875　cic@culture-francaise-tokyo.co.jp　http://www.culture-francaise-tokyo.co.jp/

Culture française
フランス文化

1995年の創業より当校は、言語を実際に使う
状況を作り、生徒の方々に生き生きと学習し
て頂くことを目指して参りました。
料理すること、食事を一緒に取ること、映画
を見たり、音楽を聴いたりすることは、その
工夫の一環です。

より多くの方々のニーズと予算に合致するよ
う、現在、授業内容と日程の選択肢の幅を広
げる努力をしております。

生徒の方々が充実した学習を貫徹できるよ
う、アドバイスを差し上げることも、私達の
大切な使命であると考えております。

言語だけでなく、食文化など文化を発見する
ことが1つの国を知ることにつながります。当
校の授業の特色は、その文化的な豊かさにあ
ります。

言語とアクティブ・メソッドと美食と文化の
交わるところに位置する当校の授業は、最も
恵まれた条件において、豊かな学習をして頂く
ことを可能にします。

Nom du cours 
講座名

Présentation du cours 
講座紹介

Tarifs

講座料金
（月謝以外は税抜きで表示）

上
野
毛

二
子
玉
川

Randonnée
ランドネ

初心者向けの講座。全12回、週1-2回の早い
ペースでフランス語の基礎を俯瞰し、身につけ
ます。スープ付。

全12回　80352円
6200円/1授業 　2800円/1時間
スープ代　600円/1授業　
体験レッスン    1200円

◯

Brain 
Melody

ブレイン・メロディ

英語を使ってフランス語を学ぶ講座。
週1回、1時間。担任制。
お茶（ハーブティ、紅茶、コーヒー）付

月謝12960円（税込）
3000円 / 1授業　　3000円/1時間
体験レッスン　3000円

◯

F.TGV
エフ　

テージェーベー

フランス語をしっかり、早く学ぶ。読む、書
く、話す、聴くのバランスがとれた授業。
フランス料理付。メイン、ワイン、パン、デ
ザート、コーヒー。
週1回、2時間、担任制。

7500円/1授業　
3150円/1時間　食事代 1200円/1回
15回分前払い　110970円 （税込）
月謝制支払い　32400円（税込）　 
継続割引制度有り。
体験レッスン　1200円

◯

Croisière
クロワジエール

時間確保が難しい方のための縮小F.TGV。 
月2回、1回2時間
食事内容はF.TGVと同様。担任制

月謝16200円（税込）/2時間授業
食事代1200円/回
体験レッスン　1200円

◯

Salon d’Alain
サロン・ダラン

当校の看板授業。1時間シェフとフランス語を
使ってフランス料理+1時間フランス語学習+1
時間食卓を囲んでフランス語会話。
メイン、ワイン、副菜、サラダ、チーズ、パン
デザート、コーヒー。
月1回/2回/4回選択可能、1回3時間

12960円/1授業
3400円/1時間  食事代 1800円/回
割引制度有り。 
体験レッスン　1800円

◯

Préparation
フランス語
速習講座

数日間集中して一気に勉強したい方のための
Delf,フランス語検定講座、初心者向けフラン
ス語速習講座。1回3時間。コーヒー、お茶
付。

月謝9720円（税込）
3000円/1授業

◯

droit d’entrée入学金16200円　frais annuels 年会費5400円droit d’entrée入学金16200円　frais annuels 年会費5400円droit d’entrée入学金16200円　frais annuels 年会費5400円droit d’entrée入学金16200円　frais annuels 年会費5400円droit d’entrée入学金16200円　frais annuels 年会費5400円

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　http://www.culture-francaise-tokyo.co.jp/  cic@culture-francaise-tokyo.co.jp

Vous êtes bienvenu(e). Venez prendre un cours d’essai !  入校随時　体験レッスン受付中

東急大井町線上野毛駅徒歩７分

Langue française
フランス語

Notre philosophie

上野毛本校 : 東京都世田谷区野毛3-10-16 田園都市線二子玉川駅より徒歩４分二子玉川分室 : 東京都世田谷区玉川2-26-17 
                         富士ビューマンション 501号室

Depuis 1995, nous rendons plus vivant 
notre enseignement en mettant les 
étudiants en situation d'utilisation :
Faire la cuisine, prendre un repas en 
commun, regarder un film, écouter de la 
musique, etc. 
Cette approche est efficace, car nos élèves 
nous sont fidèles et ont de bons résultats.

Notre ambition est de proposer un choix 
très large de cours, d'activités et d'horaires 
de manière à correspondre aux besoins et 
au budget du plus grand nombre. 

Une part importante de notre mission 
consiste à guider nos étudiants dans leur 
apprentissage.

Découvrir un pays, ce n'est pas seulement 
parler la langue, mais aussi connaître sa 
gastronomie et ses richesses culturelles. 
C'est sans doute l'aspect le plus important 
de notre enseignement.

Les quatre axes de notre école : langue, 
méthodes actives, gastronomie et culture 
permettent dʼapprendre le français dʼune 
manière enrichissante et privilégiée.

Gastronomie
美食

Méthodes actives
アクティヴ・メソッド
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フランス語レベル Débutant 
初心者

A1-1 A1-2 A2-1 A2-2 B1-1 B1-2

Randonnée
フランス語初心者講座。  週
2回、2時間。スープ付。

毎週水、金曜
12時～14時

土曜
13時～15時

Randonnée
フランス語初心者講座。  週
2回、2時間。スープ付。

木曜
18時～20時

Brain Melody
英語を使ってフランス語を
学ぶ。お茶とお菓子付き。

応相談

F.TGV
週1回、2時間でフランス語
を早く身につける。
30週連続で、1冊のテキスト
を仕上げます。 
フランス料理付。メイン、
副菜、デザート、ワイン。

初級者　毎週水曜　
19時半～21時半

初級者　毎週水曜　
11時半～13時

中級者　 毎週日曜
12時10分～14時10分

F.TGV
週1回、2時間でフランス語
を早く身につける。
30週連続で、1冊のテキスト
を仕上げます。 
フランス料理付。メイン、
副菜、デザート、ワイン。

中級者　毎週木曜
12時～14時

F.TGV
週1回、2時間でフランス語
を早く身につける。
30週連続で、1冊のテキスト
を仕上げます。 
フランス料理付。メイン、
副菜、デザート、ワイン。

中級者　毎週木曜
9時～11時

中級者　毎週土曜
12時15分～14時15分

Croisière
月1-2回のフランス語授業。
食事内容はFTGV同様。

第1、第3水曜
19時半～21時半

Salon d’Alain
シェフとフランス料理授業
＋フランス語授業＋食卓で
フランス語会話。メイン、
副菜、サラダー、チーズ、ワ
イン、デザート、コーヒー。
レシピは毎回２品。

日曜　月１回
11時～14時

第1、第3水曜
10時～13時

日曜　不定期　月２回　
11時～14時

第2、第4金曜
10時～13時

Salon d’Alain
シェフとフランス料理授業
＋フランス語授業＋食卓で
フランス語会話。メイン、
副菜、サラダー、チーズ、ワ
イン、デザート、コーヒー。
レシピは毎回２品。

第2、第4水曜
11時～14時

日曜　月２回
不定期　11時～14時

水曜夜
不定期

Salon d’Alain
シェフとフランス料理授業
＋フランス語授業＋食卓で
フランス語会話。メイン、
副菜、サラダー、チーズ、ワ
イン、デザート、コーヒー。
レシピは毎回２品。

第2金曜
10時～13時

Préparation
初心者向け
フランス語速習講座

第1土曜　
15時～18時

Préparation
初心者向け
フランス語速習講座

第1水曜　10時～12時

Tous les cours de français de notre école                    Culture International Clubのフランス語講座

Avec notre école, vous pouvez créer un style de vie ! 　当校ライフを楽しんで下さい!
Concerts baroques
バロック・コンサート

les avantages de notre école 
Culture International Clubのメリット
フランス語の読み物プリントの配布
食材の栄養価や歴史、教育分野の興味深いトピッ
ク、フランスの伝統行事などをテーマにした当校
オリジナル仏文プリントで、文化的知識も読解力
も充実します。
プロのフランス料理を味わう
該当する授業においては、当校専任シェフが若き
才能を発揮する料理をお楽しみ頂けます。
西洋風の邸宅内での授業　
上野毛本校はフランスを感じさせるインテリア。
くつろいだ雰囲気の中で学習に集中できます。
講座は振替可能　
欠席の場合は前日夜8時までのご連絡にて、原則
的に後日同レベル別授業に振り替え可能です。
授業は少人数制
授業はどれも1～3人程度の少人数制。密度が高
く、話す機会の豊富な授業が可能です。
カフェ
お食事の付かない授業にも美味しいコーヒーや
ハーブティーをお出ししております。
生徒様専用ブログ
お食事やお茶の際にフランス語で近況報告するの
が、当校の伝統。《Nouvelles》(ニュース)の原稿
はご希望に応じて添削します。完成した作文は記
事として生徒様専用ブログにて記事として公表可
能。日常的に表現力を磨くことができます。

年に6回当校サロンでバロック・コンサー
トを開催。バロック界の著名な音楽家が
渾身のプログラムを披露します。目の前
で聴く、本物のサロンコンサート。演奏
会後、音楽家を囲んでのお食事会有り。

年に一度、フランスへ旅立つ。当校講師の
知己より選りすぐりの家庭に滞在。フラン
ス流アール・ド・ヴィーヴルを満喫し、家
庭の生活とフランス語に浸ります。子供、
ティーンのための滞在も同時開催。

Voyage en France
フランス旅行

年間のテーマに沿った創意工夫
の料理をお楽しみ下さい。

Qu’est-ce que c’est «A1, A2, B1, etc»?

二子玉川分室開講授業

Fêtes
パーティー

夏のパーティー、ボジョレー・ヌー
ボー、ノエル・パーティーなどを開催。
多彩な出し物とお料理でお迎えし、講師
や他の生徒の方々との交流の機会をご提
供いたします。

A1～B2という表記はフランス語の検定試験
DELFにおけるレベルの目安です。
目安として、A1は仏語基礎レベル、簡単なコ
ミュニケーションが可能。
A2は仏語の初歩をマスター。身近な分野の単
文を理解できる。
B1は中級で、身近な分野の明快で標準的な表
現なら理解可能、というレベル。
それぞれ後ろの1と2はその段階の上または下
を表しています。

二子玉川分室開講授業

Bienvenue!


