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21 - 22 juillet 7月21日-22日

2e session

9 - 12 août 8月9日-12日

3e session

23 - 24 août 8月23日-24日

(目安）

du mardi au mercredi 火-水 14h-17h

14h-15h30

1

11才以上のために開発された教材で、
コミュニケー
ション能力に重点を置きつつ、文法も体系形的に学
ぶ。

フランス語の単語を読み方の法則に従って、読める
ようになる。
コミュニケーションの授業で学んだ言葉
を書けるようになる。

仏検5級 仏検4級

基礎の語彙と文法をマスターする

2

蓄積した基礎知識を、話す、聞く、読む、書くという４
つの能力において自由に発揮できるようになる。

基礎の語彙と文法を確認、整理する。仏検４級で
は、条件法、単純未来、半過去などより複雑な文の
仕組みを理解する。

仏検3級 仏検準２級

Delf Junior A2

フランス語圏の日常を切り抜ける能力を持つ

12-15

C

文法力の確立と長文読解の基礎

3

手紙、広告、
お知らせ説明書などが読解でき、友人へ
の手紙などが書ける。
自分自身の日常について話し
たり、与えられた状況で役割を演じることができる。

複合過去、半過去、比較、語順単純未来、条件法、代
名詞、冠詞、非人称構文、
ジェロンディフ等、文法力
の精度を上げ、易しい長文読解に挑戦。

仏検2級

Delf Junior B1

フランス語中級者になる

13-16

13-16

D

読解力、作文力、聞き取り能力、会話力のいずれにお
いても中級者へ脱皮が要求される。
フランス語の習
得、
フランス語受験の可否の試金石となる段階。

E

フランス語上級者になる

語彙を豊富にし、読解力をつける

4

文法知識をテコに、分析しながら、長文読解をする
ことを学ぶ。長文に多く触れることで、語彙増やす。

仏検準1級

Delf Junior B2

文法力、読解力の精度を高める

5

フランス語圏での複数年の学校生活経験者、現在フ
ランス語圏の中学に通う生徒が、バランスよく、
フラン
ス語力に磨きをかけるための講座。

文法知識の応用力の精度を上げる。
より高度な読
解力をつけるために語彙を増やす。

à photocopier コピー ------------------------------------------------------------------入学金不要授業
cours ponctuels sans paiement de droits d’entrée
réduction
7月8月の3セッションに全てご参加 - 3 sessions complètes, au total : 15%割引
ご兄弟、姉妹でのご参加 - frères et soeurs, pour la famille entière :
5% 割引
3セッションの内2つに参加 - 2 sessions complètes, au total :
5% 割引

CIC所属クラス （会員のみ）classe CIC

お名前 Nom :

le 21, le 22 juillet 7/21, 22
le 9-12 août 8/9-12
le 23, 24 août 8/23, 24
participation partielle 部分的参加

これまでの学習の経緯
（非会員の方のみ）expérience

時間数／日

1日

4日

3日

2日

¥2.100

3h

-

-

-

¥12.600

¥2.100

3h

-

-

-

¥12.600

¥2.520

3h
3h

¥7.560

お振込先 みずほ銀行 笹塚支店 普通預金 2155271
有限会社キュルチュール・フランセーズ お申込・お支払期限：2010年7月4日(月)
（内部生の優先受付）定員になり次第〆切り お振込を以て予約完了
注：食事込、教材費別途
クラス選択にお迷いの方は、電話あるいはメールにてご相談下さい。

¥25.200
¥30.240

-

-

1日

-

¥22.680 ¥15.120 ¥7.560

C’est un moment de relax pour les
adolescents et leurs professeurs.

du français
ご希望クラス

Fête des adolescents
le 12 août : 8/12

17h10-19h30(授業後）

ご住所 （非会員の方のみ）adresse

1時間

¥2.100

G.Landucci

読み書きの基礎を学ぶ

Delf Junior A1

B

S. Baccaro S.Bach

15h40-17h10

基礎を実践する能力を持つ

11-14

Y.Magallon Y.Moreau M.Manea

Sami et Julie

Pause

Ami et compagnie 1
A

講師チーム

du mardi au vendredi 火-金 14h-17h

コミュニケーションのフランス語の基礎を学ぶ

11-16

L’équipe des professeurs

du jeudi au vendredi 木-金 14h-17h

Classe

âge

年齢

Classe

1ère session

ご希望受講日

-

Virement Mizuho banque Sasazuka compte normal 2155271
Culture Française YK. ㈲キュルチュール・フランセーズ
Délai d’inscription et de paiement ：le lundi 4 Juillet (date limite de
priorité pour les membres. Attention les places sont limitées)
Remarque：repas compris mais matériaux de cours non-compris

この日は講師も含め、みんなで遊びます。
Programmeプログラム
- Repas 食事
- Petits feux d’artifice (Senko-hanabi)
花火（線香花火等）＠CIC
- Jeux de plein air
玉川野毛町公園にて泥警 など
- retour à CIC CICにて解散
Participation 参加費 1000¥
（à apporter le jour même当日持参）

