
もう一度フランス語 《作文》 ★～ Jun

インターネット時代のフランス語
★

Jun

フランス語入門 ☆ お問い合わせください

中級からのステップアップ！

総合会話

★★ Jun

お問い合わせください

祝祭日の授業はありません （下記の日程で振り替えます） 

10:30～12:00

13:00～14:30

総合会話
試験対策（仏検2級/DELF B1）
フランス語で話そう
上級からのステップアップ！
Actualités

☆

★★
★★～★★★
★★～
★★★～★★★★
★★★★

フランス語入門 ☆ Cécile

フランス語入門 ☆ お問い合わせください

Laurent
PierrePierre

お問い合わせください
Pierre
Laurent

18:20～19:50
上級からのステップアップ！ ★★★～★★★★ Jun

■ 　月　曜　日

10:30～12:00

13:00～14:30

速習フランス語
フランス語で話そう

総合会話
試験対策（仏検2級/DELF B1）

★～★★
★～★★

★★
★★～★★★

Jun

フランス語で話そう ★★★ Laurent
Chris

Chris

Jun

フランス語入門 ☆ Ludovic

18:20～19:50

19:55～21:25 語彙・表現を増やそう
総合会話

★★～
★★

試験対策（仏検2級/DELF B1） ★★～★★★ お問い合わせください
口語表現力を高めよう ★★～★★★ Pierre
フランス語らしく発音しよう ★～

Jun
レシピを読もう ★～ Cécile

Pierre

■ 　木　曜　日

■ 　金　曜　日

■ 　土　曜　日

10:30～12:00

13:00～14:30

15:30～17:00

語彙・表現を増やそう ★★～
試験対策（仏検準１級/DELF B２） ★★★～★★★★ Jun

フランス語入門 ☆ お問い合わせください
お問い合わせください

フランス語で歌おう ★～ Jun

試験対策（仏検2級/DELF B1）
Actualités

Actualités

★★～★★★

★★～

★★★

★★★

Jun
お問い合わせください

18:20～19:50

19:55～21:25
映画の中のフランス語

フランス語入門 ☆

★★～★★★

総合会話 ★★ Ludovic
レシピを読もう ★～ Pierre

フランス語で書こう ★★～ Jun

速習フランス語 ★～★★ Pierre
Jun

10:30～12:00

13:00～14:30

14:40～16:10

Pierre

18:20～19:50

19:55～21:25 フランス語で書こう
上級からのステップアップ！

★★
★★★～★★★★

会話力アップ ★★★～★★★★ Kévin

ネイティブと話そう（隔週講座） 7/4～ ★～★★ Pierre + Mélanie

試験対策（仏検準2級～2級/DELF B1） ★★～★★★ Jun

Histoire de France ★★★★ Laurent

お問い合わせください

総合会話 ★ Laurent

Jun

■ 　火　曜　日

■ 　水　曜　日

14:40～16:1014:40～16:10
ネイティブと話そう
総合会話

★～
★～

Kévin

お問い合わせください

18:30～20:00
総合会話 ★★ Ludovic

20:05～21:35 話すための《中級文法》 ★★ Jun

総合会話 ★★～★★★ Cécile

★★～★★★ Ludovicフランス語で話そう

総合会話 ★ Cécile

試験対策（仏検準1級/DELF B2） ★★★～★★★★ Jun

10:30～12:0010:30～12:00
試験対策（仏検2級/DELF B1）
口語表現力を高めよう

★★～★★★
★★～★★★

お問い合わせください
Ludovic

13:00～14:30
フランス語で書こう
Actualités

★★
★★★～★★★★

Pierre

お問い合わせください
Jun

16:20～17:50
語彙・表現を増やそう ★★
試験対策（仏検2級/DELF B1） ★★～★★★ Jun

お問い合わせください

10:30～12:00

13:00～14:30

フランス語を使おう
フランス語入門

フランス語入門
総合会話

★★
☆

☆
★～★★

Jun

レシピを読もう ★★ Cécile

 お問い合わせください

お問い合わせください

上級からのステップアップ！ ★★★～★★★★ Jun

Laurent F

14:40～16:10
総合会話
総合会話

★★
★★

試験対策（仏検準1級/DELF B2） ★★★～★★★★ Jun+α

Laurent F+Jun
Cécile

時　間 ク ラ ス 名 レ ベ ル 講　師 時　間 ク ラ ス 名 レ ベ ル 講　師

速習フランス語
試験対策（仏検2級/DELF B1）

★★～
★★～★★★

19:55～21:25
お問い合わせください
Jun

☆ ＝ レベル ０　（A０）
★ ＝ レベル １　（A１）

★★ ＝ レベル ２　（A２）
★★★ ＝ レベル ３　（B１）

★★★★ ＝ レベル ４　（B２）

フランス語学習は初めて。
テレビ・ラジオ講座で学習した、第二外国語でフランス語を選択していた方から語学学校で数ヶ月勉強した方まで。
語学学校で1年以上学習した、旅行会話はなんとなく話せる、文法を考え文を組み立てられる方。
旅行では全く不自由しない。文法は理解しているがうまく口頭で自分の意見を表現できない方。
複文を使い話せる。ネイティブと笑いながら「え～と」を交えず議論ができる。

※講師、教材は変更する場合がございます。予めご了承ください。

le Ciel フランス語教室

お友達とグループレッスンを
始めてみませんか？

7/16・9/17・9/24 → 7/30・10/1 に振り替えますattention!
attention!
attention!

２０１8年 夏学期プログラム （7/2 ～ 9/29）２０１8年 夏学期プログラム （7/2 ～ 9/29）

Coup de Cœur
Coup de Cœur

18:30～20:00

お問い合わせください

♪ 詳しくはお問合せください ♪

⚠夏季休暇（7/31 ～ 8/18）


