Se préparer à vivre
dans un pays
francophone

Se préparer à vivre
dans un pays francophone

現地で直面する様々なシチュエーションに即したフランス語や、役立つ知識を事前に身につけます。
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お食事の際に

様々なシチュエーションにど
う対応すればいいものか、事
前に知ってから旅立つと現地
での安心感が違います。
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QUI SOMMES-NOUS ?

学校紹介

「黒板と教科書のみを道具にフランス語を教えるのには飽き足らない！ もっとク

à l’école

リエイティブに、能動的に、フランス文化に浸りながら、和気あいあいとした雰囲
気の中でフランス語を修得する、そんな学びの場を提供することはできないだろう
か？」

学校で

この想いが原動力となり、1995年に当時の自宅を開放してフランス家庭料理とフ
ランス語のレッスンを始めました。「うちの中に入った以上、いらして下さった方
には、最良の授業を提供し、徹底的にもてなす。」これが私達が一貫して持ち続け
ているエスプリ（精神）です。 創立以来、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。当校の授業の特色は、文化的な豊かさにあるのです。
また、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

フランス語圏へ旅立つ前に
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Se préparer à vivre
dans un pays francophone

Le français dans plusieurs situations

CICで最善の出発準備

フランス語圏への駐在、留学、サヴァティカルが決まり、
家族を連れて行くことになったけれど・・・
どう準備していけばいいんだろう？

→当校ではご家族全員が安心してフランス語圏に旅立てるよう
最適なプログラムをご用意しております。
★ 出発前のご両親向け、お子様向けのフランス語プログラム
★ お子様向けの講座では、コミュニケーション力だけでなく、
現地校での勉強の支えとなる読み書きをしっかりと教えます。
★ CICではフランス語圏からの帰国生向け講座が充実。出発前に
この講座にご参加いただき、現地校の雰囲気に慣れることも可能です。
★ 大人向けの講座ではフランス語に加え、ビジネスフランス語、
フランスの文化的側面を学ぶことが可能です。
★ 大人も子供も、グループレッスンだけでなく、当校やご自宅での
プライベートレッスンが可能です。
★ 1ヶ月だけ、半年間、お子様だけ等、短期間で、目的に沿った
最適なオーダーメイドのプログラムをご提供致します。
★ 数多くのお子様が当校で出発準備をし、現地校に入る際の衝撃を
軽減することができました。帰国後も多くの方が通って下さっています。

とも、私達の大切な使命であると考えております。より多くの方々のニーズと予算
に合致するよう、日々授業内容や日程の選択肢の幅を広げる努力をしております。

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

18年間大人と子供にフランス語を教えてきた実績。現在も約120名の
東急大井町線上野毛駅徒歩７分

子供達と50名の大人が当校でフランス語を勉強されています。

www.culture-francaise-tokyo.co.jp

Culture International Club
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

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

Les cours pour enfants
TYPE DE COURS

授業形態

Les cours pour adultes

子供向けクラス

LES AVANTAGES

TYPE DE COURS

利点

1h30 / semaine

フランス語で自己表現できる子供向けの授業

Terakoya

週に2時間

寺子屋

月に4回

授業形態

フランスの学校で実際に使用する教科書を用いた授業
帰国生のフランス語維持に、日仏家庭のお子さんの補習に最適

Randonnée

4 cours + un
repas par mois

ランドネ

週に1時間半
月4回＋お食事会

フランス語を流暢に話す子供のグループレッスン

大人向けクラス

LES AVANTAGES

利点

フランス語初心者向けの、半年間の授業
初めての方も、1度やったけれどすっかり忘れたという方も可能
週1回1時間半＋月1回フランス語でお食事会
授業には軽食とコーヒー付

月8時間
出発前に現地校の疑似体験ができ、環境に慣れることが可能

F.TGV

フランス語初心者向けのクラス

Cours
en
groupes

Colonie

週に3時間

コロニー

月に2回

グループ

外国人としてフランス語を学ぶ人のための教授法、F.L.Eを使用
毎回フランス語の授業1時間半、料理、創作活動等アクティビティ1時間半

Cours
en
groupes

レッスン

テージェーベー

グループ

フランス語にゆるやかに慣れることが可能

月に6時間

エフ

レッスン

お子さんがフランスやフランス語に対して好印象がもてる環境

Salon
d’Alain

2h / semaine

初級〜中級クラスが充実。クラス数も豊富。

(cours et repas)

フランス語をしっかり、早く学んでいく講座

週に2時間
（食事付の授業）

3h de cours avec
repas
6 ou 16 cours
食事付き

サロン・ダラン

フランス語初心〜上級者まで、それぞれに対応したプログラム

Cours
intensifs

1日5時間

読み書きの基本を学ぶ＋コミュニケーション力を高める

4日間連続

数日に渡るプログラムのため上達が非常に速い

集中講座

長期休暇に開催

記憶力を刺激する、手を用いたアクティビティ

16時間

à notre
école
Cours
privé
個人
レッスン

当校にて

sur mesure
オーダーメイド

食事や公園に行く時間も含め、完全にフランス語に浸る

主にコミュニケーションと
フランス語の読み書きを学ぶ

プライベート
レッスンと

3時間の授業

Etudiez en même
temps que vos
enfants !
お子さんが学んでいる
間に勉強できます

ご家庭にて
（世田谷区近辺の
場合）

オーダーメイド

主にコミュニケーションと
フランス語の読み書きを学ぶ

お問い合わせください

集中講座

準備中

à notre
école 当校で

sur mesure
オーダーメイド

Cours
privé

1時間フランス語＋1時間フランス料理＋1時間フランス語でお食事
フランス人シェフがお教えするため、料理だけでなく、フランス料理の用
語、日本では馴染みの薄い食材の使い方も身に付きます
料理から食卓での作法まで、フランスでのおもてなしの際に役立ちます

初級者が知るべき最低限の語彙やフレーズを集中的に学習

フランスでの生活をスムーズで充実させたものにするために
ご要望やご都合に応じて計画致します

ご都合に応じて計画致します

フランス語

à domicile

sur mesure

ご家庭にて

オーダーメイド

しなさる
おもてな
適
奥様に最

フランス語だけでなく、フランスの文化的知識が身に付く授業

職業上必要不可欠なボキャブラリーや表現の習得
ビジネス

組み合わせも可能です

sur mesure

à décider au
cas par cas

毎回講師と共に食事し、フランス語で会話

français des
affaires

グループレッスンとの

à domicile

Cours
intensifs

読む、書く、話す、聴くのバランスが良い

ご要望やご都合に応じて計画致します

