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1. アンスティチュ・フランセ 
関西―大阪 リニューアル！

通学いただいている受講生の皆様に感謝を込めて、 より快適に勉強していただけるよう、この度、アンスティ チュ・フランセ関西―大阪は大改装を行いました。新しい環境をますます気に入っていただけることを願っています。

2. 新しいスタイル
の集中講座

この秋は、週に2回、各2時間のレッスン

で学ぶ、新しいスタイルの集中講座をご

用意しました。フランスへの留学をお考え

の方や、早いテンポでフランス語を学びた

い方、是非ご参加下さい。（→p.10、20 ）

7.  
読書の秋

フランスの文学、バンドデシネの
フェスティバル。 

注目のBD作家ゼイナ・アビラシェドとヤマ
ザキマリの 

対談など、豪華なラインナップ！（
→p.40）

3. いつでも充実の 
レッスンとアトリエ

通常のグループレッスン開講期間以外（10月3日～ 6日、12月19日～22日）にも、初心者集中講座や、聴解や文法など、特定の目的を強化するための多数のアトリエを実施します。（→p.3 ）

5. ニュイ・ブランシュ
KYOTO

パリ発祥の現代アートの祭典「ニュ
イ・ 

ブランシュ」。京都での開催は7年目を 

迎え、日仏アーティストのダンスや音
楽、 

プロジェクション･マッピングなど、
 

魅力的なプログラムを市内30会場で 

お楽しみいただけます。（→p.34）

6. 創立 
90周年！

アンスティチュ・フランセ関西は今年、90周年を迎えます。1927年秋の開館から、現在地への移転、戦争中の活動など、シンポジウムや展覧会で90年の歩みを振り返ります。（→p.38）

4. クリアファイル 
プレゼント

秋講座へのご登録先着100名様には 

アンスティチュ特製のクリアファイル
、 

秋バージョンをプレゼント！
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秋の初心者集中講座
初めての方、迷わずスタート！　1学期分の授業を短期間で！

CONCOURS DE SKETCHES DE L'OUEST DU JAPON POUR LES LYCÉENS 
第15回  西日本高校スケッチコンクール

CONCOURS DE RÉCITATION DE L'INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON – KANSAI
第16回  アンスティチュ・フランセ関西暗唱大会

アンスティチュ・フランセ関西―京都

10月3日（火）～6日（金）
申込締切 9月30日（土）

アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール

11月18日（土） 13:30～
申込締切 11月4日（土）

アンスティチュ・フランセ関西―大阪

12月2日（土） 決勝大会  14:00～
申込締切 11月18日（土）

アンスティチュ・フランセ関西―大阪

12月19日（火）～22日（金）
申込締切 12月16日（土）

受講時間 各日5時間　10 :00 -12 :30、13 :30 -16 :00

受講料 34,000円 （別途テキスト購入費：3 ,400円）

年会費 4,600円 （学生証のご提示により3 ,600円）

詳細
www.institutfrancais.jp/ 
                    kansai/edition2017

お問合せ kansai@institutfrancais.jp

主催 在日フランス大使館、アンスティチュ・フランセ関西、日本フランス語教育学会

参加費 無料

詳細 www.institutfrancais.jp

お問合せ kansai.osaka@institutfrancais.jp

主催 アンスティチュ・フランセ関西

後援 在日フランス大使館

10% 
OFF

● 上記期間中、特別講座もご用意します ●

詳しいプログラムは、ホームページやちらしをご覧下さい。

www.institutfrancais.jp

参加資格

大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌山県
にある大学・専門学校の1～4年生、アンスティチュ・
フランセ関西の秋学期受講生で、A1～B1レベルの 
クラスに在籍している受講生。但し、以下の条件に 
該当する方はご参加いただけません。
・  6ヶ月以上フランス語圏に滞在経験がある方。
・  両親のいずれかがフランス語を母語とする方。
・   過去の暗唱大会もしくは弁論大会で、賞品として航空券また
はフランスでの研修を授与された方。
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15:00-15:30 
秋学期説明会

アンスティチュ・フランセ関西が提供して
いるサービスやイベントをご案内します。

アンスティチュ・フランセ関西の 
魅力を発見して下さい。

15:30-18:00 
カウンセリング・受講相談
自分に合ったクラスを決めましょう！
予約がなくでもご利用いただけます。

会場 ： アンスティチュ・フランセ関西－大阪 会場 ： アンスティチュ・フランセ関西－京都

JAPANESE LESSONS !

日本語のレッスン
Do you want to learn Japanese or improve your 
Japanese skills?  We have the perfect teacher for you! 
We offer individual or group lessons. Please contact us 
for more information.

プライベートレッスン、日本語のレッスンともに、キャンセルはレッスン前
日（前日が閉館日にあたる場合は前 日々）の17:00までに必ずお電話で
お申し出下さい。それ以降のキャンセルは予定されていたレッスン料を
全額お支払いいただくことになりますので、ご了承下さい。

A book of 10 hour tickets : 50,000 yen

1 student :  5,500 yen 
2 students :  7,500 yen
3 students :  9,000 yen

Hourly fee

COURS PRIVÉS

プライベートレッスン
自分のペースや目的に合わせ、受講内容や日時をフレキシ
ブルに設定できます。
● 弱点を集中的に克服したい 
● 留学や旅行前に会話の練習をしたい 
● DELF・DALFや仏検の面接対策
1名～ 3名まで、1時間～ 30分単位

お得なカルネもご利用下さい！ 10時間分：70,000円 
レッスン時間帯： 
学期期間中の火曜日～金曜日  10:00-19:00 
（土・日については可能な場合もありますのでご相談下さい）

1名の場合：7,200円  
2名の場合：8,200円  
3名の場合：9,300円（1時間、税込）

レッスン料金

気軽にチャレンジ！ 

BIENVENUE À 

L'INSTITUT !
アンスティチュ・フランセ 

関西へようこそ！

フランス語が初めての方に フランス語が初めての方に
9月28日（木） 19 :00 -19 :50
10月3日（火） 11 :00 -11 :50
10月7日（土）* 14 :00 -14 :50

9月27日（水） 14 :00 -14 :50
9月28日（木） 19 :00 -19 :50
9月30日（土） 14 :00 -14 :50
9月10日（日）* 13 :00 -13 :50 / 14 :00 -14 :50 
11月12日（日）* 13 :00 -13 :50 / 14 :00 -14 :50
12月17日（日）* 13 :00 -13 :50 / 14 :00 -14 :50

● いろんな講座もお試しください
10月3日（火） 11 :00 -11 :50 Nouveau Rond-Point B1 .2
10月6日（金） 11 :00 -11 :50 Nouveau départ B1 Totem 3
10月8日（日） 11 :00 -11 :50 フランス語圏のメディア

9月24日（日） 14 :00 -14 :50 シネマで学ぶフランス語
9月26日（火） 19 :00 -19 :50 楽しみながら学ぶフランス語   
  哲学カフェ
9月27日（水） 18 :30 -19 :20 実務のフランス語
9月29日（金） 14 :00 -14 :50 ポエジー入門
10月7日（土）* 14 :00 -14 :50 ラジオ・フランセーズ 

● いろんな講座もお試しください

 デモンストレーション

14:00-14:50 
入門・初級・中級・上級の
4つのレベルの無料体験レッスン

PORTES 
OUVERTES 
DU KANSAI

10月7日（土）
アンスティチュ・フランセ関西

フランス語オープンデー

OSAKA KYOTO 

＊ 事前に予約されている方が優先となりますので、多少お待ちいただく場合がございます
＊ 京都のみ「フランス語留学サポート」のカウンセリングやメディアテークの紹介もあります（予約不要）

＊ 大阪のみ「ラジオ・フランセーズ（中級）があります。
＊ どのレッスンに参加すればよいか等、お気軽にご相談ください。

  *フランス語オープンデーの日（大阪）   *ル・マルシェの日（p.43）

※6ヶ月間有効
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SERVICES

サービス

 ╚ ネットフォローで、授業内容概要とどのような宿題が出さ
れたのか確認しましょう。http://cours.institutfrancais.
jpにアクセスして、ログイン画面でKansaiを選択後、クラ
ス記号とパスワードを入力してください。ネットフォローを
参照することによってよりよいコンディションで振替授業に
臨んでいただくことができます。

授業を休んでしまった、授業中に出された宿題を書き留めなかった、2週間前に
習った範囲が思い出せない、勉強の進め方で効果的なアドバイスを受けたい！

TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT

翻訳・通訳アテンドサービス
アンスティチュ・フランセ関西は翻訳サービスを行っています。

● 志望動機書を書く 

RÉDUCTIONS

特別割引
●  グループレッスンを2講座以上受講される場合で、かつ、同
時にお申込みされる場合は、2講座目以降の受講料につい
てそれぞれ2,000円、少人数クラスの場合は3,000円割
引となります。

●  学生はさらに受講料が5%OFFになります。但し、日本国
内の高校、専門学校、大学・大学院に在籍の25歳以下の
方に限ります。通信制、夜間大学は除きます。

●  仏検1級合格者の会（ALFI）会員の皆様には、アンスティ
チュ・フランセ関西の講座を5％OFFでご登録いただけます
（プライベートレッスン等一部コースを除く）。

●  初心者クラスへのご登録は、10％OFFになります。

●  在校生のご紹介により新規でご登録いただいた方（1年以
上アンスティチュ・フランセでの授業を休学されている方も
含みます）は受講料を10％OFF!ご紹介いただいた在校生
の方には来学期の受講料が10％OFFになります。たくさん
のお友達を紹介して下さった方にはさらに割引！

●  割引チラシをご持参いただいた新規ご登録者には5％の
割引！

• 各種割引の併用はできません。詳細は事務局へお尋ね下さい。

留学準備にもぜひご活用ください。 お見積はこちらまで：kansai@institutfrancais.jp

お知らせ
2018年フランス語講座冬学期（予定）   2018年1月7日（日）－3月18日（日）

有効に 活用しよう！

割引

● 学校へ入学申込をする 

ネットフォロー・振替・学習相談

• 各種割引は、1学期登録の方に適用されます。

● 論文をチェックする

 ╚ 振替制度を利用して、欠席した授業分を補いましょう。欠席した日か
ら2週間以内、一学期に3回まで、同じレベルの別クラスを受講でき
ます。A1レベルの総合フランス語講座は何度でも振替可能です。振
替ご希望の場合は、希望クラスの授業日の前日までに必ずご予約く
ださい。

 ╚ アンスティチュ・フランセ関西の学習アドバイザーに、学習相談しよう！

クラス選択やクラス変更など、授業のことならお気軽にご相談ください。ご希望の方は、受付にてご予約ください。

＊ 事前に予約されている方が優先となりますので、多少お待ちいただく場合がございます
＊ 京都のみ「フランス語留学サポート」のカウンセリングやメディアテークの紹介もあります（予約不要）
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

受講手続
 2017年秋学期

2017年 10月10日（火）− 12月17日（日）
＊ 11月3日（金）、23日（木）の祝日は、授業を行います。

 受付時間
   KYOTO

火曜日～金曜日 9:30-21:30 （*10:00-19:00）

土曜日 9:30-19:00（*10:00-19:00）

日曜日 9:30-16:00（*10:00-16:00）

   OSAKA

火曜日～金曜日 9:30-21:30 （*10:00-19:00）

土曜日 9:30-19:30  （*10:00-19:00）

日曜日 9:30-16:00  （*10:00-16:00）

月曜日は休館日です。  
10月1日（日）は大阪休館です。

 登録受付期間

10月15日（日）まで

  登録方法
講座（グループレッスン、集中講座）ご登録には年会費が必要です。

年会費 フランス語講座　受講生  4,600円
＊ 学生証のご提示により、学生の方は1,000円割引いたします。

有効期間：受付日より1年間。ただし、フランス語講座については、 
登録学期から継続して4学期有効。

（例）2017年秋学期に登録された場合 
5学期目となる2018年秋学期の講座を受講するには新たな年会費が
必要です。

自動的にクラブ・フランスのメンバーとなり、特典をご利用頂けます 
（詳しくはp.50をご覧下さい）。

新規ご登録について
グループレッスン入学資格：中学卒業以上の方。アンスティチュ・フラン
セ関西の授業に初めて登録される方は、年会費、受講料、テキスト
代を登録受付期間内に直接受付にお持ち下さい。

継続ご登録について
以前より引き続き登録手続きをされる方は、有効なクラブ・フランス会員
証をご提示の上、受講料を受付でお支払下さい。

銀行振込を希望される場合は、クラブ・フランス会員番号と有効期限・
氏名・登録クラス・電話番号・ファックス番号をお知らせ下さい。折り返
しファックスにてご案内いたします。尚、テキストは別途受付でご購入
下さい。

お申し込みの際の注意事項
 ╚ ご登録は申し込み順で、年会費・受講料をお支払いいただいた時
点で登録受付となります。予約はお受けできません。クラスは定員
制で、満員になり次第締め切らせていただきます。ご希望のクラス
が満席の場合、キャンセル待ちのシステムがあります。受付へお申
し出下さい。

 ╚ 学期第1週目は、ご登録者数にかかわらずすべてのクラスの授業を
行います。2週目以降は、登録者数等によってはクラスが中止され
る場合があります。中止されたクラスのご登録者には相応しいクラ
スをご案内いたします。変更を希望されるクラスがない場合は、返
金いたします。

 ╚ クラス変更は一度だけお受けします。なお、差額は返金できませ
ん。また、満席のクラスへは変更できません。

 ╚ 一旦納入された年会費・受講料は、クラスが中止された場合を除
いては払い戻しいたしません。また、クラスが中止された場合に、ク
ラス変更をお選びいただいた場合は、以降払い戻しはいたしませ
ん。但し、当該学期に疾病の理由で受講できなくなった場合は、
医師の診断書を提出していただければその限りではありません。こ
の場合、20％の事務手数料を申し受けます。

 ╚ 教師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお
断りすることがあります。

 ╚ 台風の接近に伴う授業の実施について

 ╚ 台風等の影響により京都府南部と大阪府下に暴風警報が発令さ
れた場合、授業開始2時間前までに警報が解除されなければ休
講とさせていただきます。その場合の補講については別途振替日を
ご案内いたします。

カウンセリングや 
見学のご予約・お問い合わせ

OSAKA

kansai.osaka@institutfrancais.jp
Tel. 06-6358-7391

KYOTO

kansai@institutfrancais.jp
Tel. 075-761-2105

クラスの選択
様々なレベルのクラスを体験していただける機会を設
けています。p.4をご覧下さい。

フランス語が初めての方
フランス語を今期より初めて始められる方は初心者クラス 
（ 初心者マーク）の中から、ご都合に合うクラスをお選びく
ださい。

COMMENT CHOISIR MA CLASSE?

＊ 10月1日（日）～8日（日）
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フランス語を習ったことがある方
＜カウンセリング＞
フランス語をすでに学習されたことのある方で初めて当館で受
講される方、あるいは1年以上休学されたことのある方は、カ
ウンセリング（約30分）を受けていただきます。
予約制ですので、あらかじめお電話またはメール（件名にカウ
ンセリング希望と明記）で予約して下さい。カウンセリングで
は、筆記・口述の小テストを行います。ご来館いただけない場
合は、スカイプでの実施が可能です。

 クラスの見学
 
開講中のグループレッスンを無料で見学していただけます。

 ╚ 原則としてご見学の前にカウンセリングを受けて頂き、それにより
ご見学クラスをお選びいただきます。

 ╚ 学期第1週目は、授業に参加していただけます。

 ╚ それ以外の期間の見学は聴講のみで見学時間も最初の1時間のみ
となります。また、新規申込の方に限らせていただきます。

 ╚ お一人、京都・大阪とも2クラスまでとさせていただきます。

お願い
満席のクラスと会話プラスなどの少人数制クラスへの見学は
できません。ご登録のご意思が全くないなど、ご見学の目的が
明らかでない場合はお断りすることがあります。
また、学期第一週目のご見学については見学直後に登録のご
意思をお聞かせいただく場合がありますのでご協力をお願い
いたします。

LES TYPES DE COURS

講座の種類
総合フランス語
テキストを使用し、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの
能力を総合的に学ぶ講座です。

補足強化
聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力のうち、1つも
しくは2つに目的を絞って学ぶ、あるいは「話す」「書く」「語
彙力」「文法」「発音」などの1つを集中的に学ぶ講座です。

テーマ別
フランス文化の発見といった視点から、とあるテーマを基に、
総合的に能力を高める講座です。

DESCRIPTIF DES NIVEAUX

講座レベル
授業は言語に関する欧州共通基準（C.E.C.R.L）に則って構
成されております。各レベルでは以下のコミュニケーション行為
（読み、書き、聞き、話す）を学習します。

 A1 / Débutant 入門
フランス語の基礎レベル。日常生活での単純で具体的な
状況を理解できる。相手がゆっくり話すなら、簡単なコ
ミュニケーションが可能。

  A2 / Élémentaire  初級
フランス語の初歩をマスター。身近な分野の単文を理解
できる。慣れた状況でならコミュニケーションが可能。自
分に関する問題を単純な手段で表現できる。

  B1 / Intermédiaire  中級
フランス語を効果的にマスターしているが限界がある。身
近な分野での明快で標準的な表現であれば理解できる。
旅行先で会話をこなし、自分に興味のあることを話すこ
とができる。計画やアイデアに関して短く説明することも
可能。

  B2 / Avancé  上級
フランス語を全般に渡って自主的に運用できる。複雑なテ
キストの要点を理解すると同時に、一般的あるいは専門
的な内容の会話に参加し、筋道の通った意見を明確に
詳細に述べることができる。

  C1 / Supérieur  準マスター
フランス語の優れた運用能力を持つ。含みのある難解な
長文テキストであっても、その殆どを理解し、自分の社
会的立場や仕事、学問との関わり、あるいは他の複雑な
テーマについて、流暢かつ理論的に述べることができる。

  C2 / Maîtrise  マスター
非常に優れたフランス語の運用能力を持つ。読むもの、聞
くものの全てを即座に理解し、的確に要約することができ
る。複雑なテーマについても、様々な形でニュアンスを交
えつつ流暢に意見を述べることができる。

クラスアイコン

少人数制 
4名まで限定の少人数クラス。 
もっとしゃべれる！

Nouveau 
今学期新設されたクラス

初心者 
フランス語が全く初めての方のためのクラス
ご登録は10%OFFになります。

COMMENT CHOISIR MA CLASSE?
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CERTIFICATIONS ET EXAMENS
資格試験
DELF • DALF 
フランスが認定する日本で唯一のディプロム！
DELF（Diplôme d'études en langue française）・DALF 
（Diplôme approfondi de langue française）はフランス
国民教育省認定の、国際基準・統一規格の外国語としての
フランス語資格試験です。1度取得すれば更新の必要のない
この資格試験は、現在、世界 160カ国以上で行われ、日本で
も1991年より実施されています。言語に関する欧州共通基準
（CECRL）の6段階に対応しており、聴解・読解・文書作成・
口頭表現の4つの能力が評価されます。アンスティチュ・フラ
ンセ関西の授業は、DELF・DALFのレベルとも対応しており、
受験することで、実際に受講された授業のレベルに達したかど
うかを確認して頂くことも可能です。

TCF 
フランス政府・フランス大使館認定！フランス語能力テスト
TCF（Test de Connaissance du Français）は、フランス
国民教育省が認定した総合的なフランス語学力レベルを測る
テストです。点数に応じて受験者のレベルを、言語に関する欧
州共通基準 (CECRL)の6段階で判断します。TCFは、自分
のフランス語能力を、英語のTOEICのように素早く確実に測
ることを望む、16歳以上の方全てを対象としています。また、
DELF・DALF受験に際し、どのレベルを受験するべきかの判
断基準にもなります。受験者にはテストの成績を記載した証
明書（有効期間2年）が発行されます。
また、TCF必須試験と文書作成試験はオンラインでも受験で
きます。詳しくはお問い合わせ下さい。

受験料 
TCF 必須試験  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000円
TCF SO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13,000円
補足試験（口頭表現または文書作成のみ）  . . .各8,000円
 （口頭表現と文書作成とも）  . . . . . . . 12,000円
TCF DAP .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20,000円
一度納入された受験料は返金できません。

2017年度試験日程

受験料
DELF A1・A2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ,000円
DELF B1・B2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 ,000円
DALF C1・C2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *17,000円

* 2017年1月より改定いたしました。

試験日 必須試験時間 出願締切日

KYOTO 12月8日（金） 10:30-11 :55 11月8日（水）

詳細はDELF・DALFのパンフレットまたは 
www.delfdalf.jp をご覧下さい。

必須試験： 聴解・文法・読解
補足試験： 文書作成試験・口頭表現試験

出願方法
願書（受付カウンターにて配布、またはサイトよりダウンロード
可）をご記入の上、受験料を添えて直接カウンターにてお申し
込み下さい。現金書留による郵送での出願もお受けしています
（出願受付最終日必着。消印有効ではありません）。銀行振
り込みをご希望の場合はご相談下さい。

*  過去30日以内にTCFをご出願または受験されたことがある方は受
験できません。

2017年  秋季試験日程  
出願受付期間：7月8日（土）～ 9月2日（土）

筆記試験 10月8日（日） 10月15日（日）
OSAKA

A1J / B1J / A1 / B1 / C1 A2J / B2J / A2 / B2 / C2
KYOTO

 ╚ 口頭表現試験日程は、京都・大阪で異なります。日程の詳細は、試験管
理センターホームページ（www.delfdalf.jp）でご確認ください。

 ╚ DELF ジュニアは、A1J 、A2J 、B1J 、B2J です。
 ╚ 京都では DELF ジュニアは実施いたしません。
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フランス政府給費留学生として 
フランスで勉強しませんか？
フランス語力を証明するTC F またはD E L F/DA L Fの証明書があれば、 
どなたでも応募できます。

文学、言語学、哲学、法学の分野ではＢ2レベルが、人文社会科学、 
経済学、経営学、政治学、芸術の分野では、Ｂ1レベルが要求されます。

フランス語力が不安な方は、アンスティチュ・フランセ日本のフランス 
語講座を受講して自信をつけましょう。

2018年度の出願締切は9月30日です。たくさんのご応募お待ちしております。

science-japon.org/bgf/

各試験レベル対照表

※ オンライン・レベルチェックは、http://www.institutfrancais.jp/kansai/cours/test-de-niveau/よりアクセスしていただけます。

※ DELF・DALFと仏検は異なる試験ですので、上記表による比較はあくまでも目安であることをご了承下さい。

言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・
フランセ関西の
授業のレベル

※コンピュータの
レベルチェック

TCF
DELF
DALF

運用レベル
※DAPF
（仏検定）

A1 入門 A1
レベル1

100～ 199点
DELF A1

よく使われる表現やごく簡単な言い回しな
ら、対処できる。日常の場面で相手がゆっく
り話すなら、簡単な受け答えは可能。

3級

A2 初級 A2
レベル2
200～
299点

DELF A2
フランス語の初歩をマスター。慣れた状況で
なら、身近で日常的な話題に関して簡単な
文章でコミュニケーションが可能。

準2級

B1 中級 B1
レベル3
300～
399点

DELF B1 
DELF Pro B1

身近な分野の明快で標準的な表現なら理
解できる。身の回りの関心のある話題につい
ては、簡単だがまとまりのあることが言える。

2級

B2 上級 B2
レベル4
400～
499点

DELF B2
DELF Pro B2

複雑な文章でも要点を理解し、筋の通った
意見を明解かつ詳細に述べられる。緊張せ
ずネイティヴスピーカーと自然かつ流暢にや
り取りができる。

準1級

C1 準マスター C1
レベル5
500～
599点

DALF C1

フランス語の優れた運用能力をもつ。
専門的で含みのある難解な長文でも、言外
の意味を把握でき、ニュアンスを交えて効果
的で柔軟な言葉遣いができる。

1級

C2 マスター C2
レベル6
600～
699点

DALF C2

非常に優れたフランス語の運用 能力を持
つ。読んだり、聞いたりする全てのものを
完全に理解し、的確に要約できる。複雑な
テーマについても、自然にとても流暢に、か
つ正確に自己表現 できる。

アンスティチュ・フランセ関西 9

さらに便利に、さらに効果的に、合格のチャンスを広げましょう！
少人数制で、口頭表現試験に特化したDELF・DALF 試験対策講座を開講します。
詳しくは、大阪・京都講座各レベルページの、「DELF・DALF フレックス」をご覧下さい。



INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI 10

A1 DÉBUTANT  
入門

総合フランス語 
A1.1レベル
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

1G40IN1-o Interactions 1 エクスプレス leçons 0/6 Mme Malvina Lecomte 
Mme Alexandra Bousquet 水・金 19:00-21:00 40h ¥64,000

1G20IN1a-o Interactions 1 leçons 0/3 M. Xavier Gillard 火 10:00-12:00 20h ¥34,000

1G20IN1b-o Interactions 1 leçons 0/3 Mme Pélaggy Vergnon 木 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN1c-o Interactions 1 leçons 0/3 Mme Malvina Lecomte 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

1G20IN2a-o Interactions 1 leçons 4/6 Mme Alexandra Bousquet 水 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN2b-o Interactions 1 leçons 4/6 M. Xavier Gillard 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

1G20IN3a-o Interactions 1 leçons 7/9 M. Baligh Sohbani 火 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN3b-o Interactions 1 leçons 7/9 M. Sylvain Mokhtari 木 10:00-12:00 20h ¥34,000

1G20IN4a-o Interactions 1 leçons 10/12 M. Ludovic Helme 水 10:00-12:00 20h ¥34,000

1G20IN4b-o Interactions 1 leçons 10/12 M. Cédric Belec 木 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN4c-o Interactions 1 leçons 10/12 M. Gilles Fernandez 土 10:00-12:00 20h ¥34,000

A1.2レベル
1G20IN21a-o Interactions 2 leçons 1/3 Mme Pélaggy Vergnon 水 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN21b-o Interactions 2 leçons 1/3 M. Cédric Belec 金 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN21c-o Interactions 2 leçons 1/3 M. Baligh Sohbani 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

1G20IN22-o Interactions 2 leçons 4/6 M. Baligh Sohbani 日 10:30-12:30 20h ¥34,000

1G20IN24-o Interactions 2 leçons 10/12 M. Cédric Belec 水 19:00-21:00 20h ¥34,000

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL
総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよい手段です。 
コミュニケーションに必要なすべての能力～話す、書く、聞く、読む、発音、 
文化～を身につけることができます。

より早くフランス語でのコミュニケーションが取れるように学習者の脳にアプロー
チしながら学ぶ新しい方法を用いた総合教材を使用します。日常的なシチュエー
ションに則したダイアローグを用い、実際に使えるフランス語を身につけます。

• Interactions 1

• Interactions 2
使用教材：

振 替
何度でも
京都もOK

大阪講座
OSAKA 迷わずスタート！

いつでも行ける、
とっても便利！

 Interactions 1 エクスプレス
 -  週2回の授業なので、テンポ良く無理なく受講できます。
 -  先生が2名なので、より深く学習できます。 
 -  通常クラスの倍のスピードで語学力をアップできます。
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A

 講
座

試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス    
DELF・DALF FLEX

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試
験における口頭表現試験対策を効果的に行います。採
点のポイントといった有効なアドバイスによってみなさん
の合格のチャンスを広げます。

• Interactions 1

• Interactions 2

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

実務のフランス語（A1 .2）  
Français professionnel
実務に必要なフランス語（語彙、使い方、敬譲語等）を
身につけたいとお考えのA1 .2～ A2レベルの方対象
です。フランス語の基礎をテンポ良く学習しましょう。

秋のアトリエ . . . . . . . . . . 30 ページ 
ワイン、パーティー . . . . .  32 ページ

ATELIERS

秋の初心者集中講座
初めての方、迷わずスタート！1 学期分の授業を短期間で！
日常的なシチュエーションに適したダイアローグを用いながら、発音や筆記も強化します。
文法の基礎もしっかり習得しながら、実際に使えるフランス語を身につけましょう。

 講座日程  12 月 19 日（火）～ 22 日（金）
登録受付締切 12 月 16 日（土）

10% OFF

会場：アンスティチュ・フランセ関西－大阪 
授業料：34,000円　テキスト：3,400円　年会費：4,600円（学生証のご提示により学生の方は3,600円）

*10月10日（火）開講の秋学期には、週2回のエクスプレスコースもあります。

10:00-12:30 
13:30-16:00

各日 
5 時間

試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

1S10KDDF-o DELF・DALF フレックス
火～金曜13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30                                                        

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

テーマ別
クラスコード 講座名 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

1T20FP-o 実務のフランス語 unité 5 M. Julien Bogaers 水 19:00-21:00 20h ¥34,000
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総合フランス語 
A2.1
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2G40IN2-o Interactions 3エクスプレス leçons 7/12 M. Baligh Sohbani 
M. Louis-René Béziers 土 10:30-12:30 

13:30-15:30 40h ¥64,000

2G20IN1-o Interactions 3 leçons 1/3 Mme Alexandra Bousquet 火 10:00-12:00 20h ¥34,000

2G20IN2-o Interactions 3 leçons 4/6 M. Sylvain Mokhtari 土 10:00-12:00 20h ¥34,000

2G20IN3-o Interactions 3 leçons 7/9 M. Cédric Belec 火 19:00-21:00 20h ¥34,000

2G20IN4a-o Interactions 3 leçons 10/12 M. Sylvain Mokhtari 金 10:00-12:00 20h ¥34,000

2G20IN4b-o Interactions 3 leçons 10/12 M. Sylvain Mokhtari 金 13:30-15:30 20h ¥34,000

A2.2
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2G20IN6a-o Interactions 3 leçons 16/18 Mme Alexandra Bousquet 木 10:00-12:00 20h ¥34,000

2G20IN6b-o Interactions 3 leçons 21/24 M. Pierre Turlur 水 19:00-21:00 20h ¥34,000

• Interactions 3

A2 ÉLÉMENTAIRE  
初級

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL
総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよい手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力～話す、書く、聞く、読む、 
発音、文化～を身につけることができます。

使用教材：

 Interactions 3 エクスプレス
 -  週 1回4時間授業なので、集中して受講できます。
 -  先生が2名なので、より深く学習できます。
 -  通常クラスの倍のスピードで語学力をアップできます。
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 講
座試験対策

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2S10KDDF-o DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2S10KPFL-o 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

2S25ND-o やりなおしのフランス語 M. Kévin Tortissier 木  18:30-21:00 25h ¥39,500

2S20NDc-o やりなおしのフランス語 M. Sébastien Delbes 土 16:00-18:00 20h ¥31,500

2S20NDa-o やりなおしのフランス語 Mme Pélaggy Vergnon 金 13:30-15:30 20h ¥31,500

2S20NDb-o やりなおしのフランス語 M. Ludovic Helme 土 10:00-12:00 20h ¥31,500

2S10CV-o 会話プラス M. Kévin Tortissier 金 10:30-11:30 10h ¥29,000

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
2T20CH-o シャンソンで学ぶフランス語 Mme Yuki Takaoka 水 13:30 -15:30 20h ¥31,500

試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス   
DELF・DALF FLEX

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試
験における口頭表現試験対策を効果的に行います。採
点のポイントといった有効なアドバイスによってみなさん
の合格のチャンスを広げます。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

会話プラス  フレックス     Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さら
にフレキシブルになりました！
火曜日から金曜日は13 :30 -14 :30、14 :45 -15 :45、
16 :00 -17 :00、17 :30 -18 :30、土曜日は 16 :00 -
17:00、17 :30 -18 :30の時間帯で、受講可能な時間
帯をお知らせ下さい。カウンセリングの結果と合わせて、
2名揃えば成立。学期途中からのスタートももちろん可
能です。その場合は実施回数に対応した受講料となりま
す。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談くだ
さい。

やりなおしのフランス語（A2）   

Nouveau départ

自信を持って中級へ進むため、A2レベルの重要ポイ
ントを見直しながら、弱点を克服し、フランス語をより
自然に使えることを目指します。ご希望の方は、レベル
チェックを受けてください（要予約）。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

シャンソンで学ぶフランス語
Chanson française

シャンソンを軸にフランス語をより楽しく学びます。正確
に発音し歌い、歌詞をフランス語で読み、歌の背景とな
る文化や状況にも触れます。最新のヒット曲や歌手も紹
介します。

秋のアトリエ . . . . . . . . . . 30 ページ 
ワイン、パーティー . . . . .  32 ページ

ATELIERS
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試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス   
DELF・DALF FLEX

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試験における
口頭表現試験対策を効果的に行います。採点のポイントといった
有効なアドバイスによってみなさんの合格のチャンスを広げます。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

会話プラス  フレックス     
Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さらにフレキシ
ブルになりました！受講可能な時間帯でご相談ください。カウンセリ
ングの結果と合わせて、2名揃えば成立。受付にご相談ください。

楽しみながら学ぶフランス語   
Apprendre en s'amusant

コミュニケーション力を高めたい方対象の講座
です。文書作成力や語彙力を養い、身振りやロー
ルプレイングでコミュニケーション力・表現力を
強化し、ゲームやクイズで文化を学びましょう。

やりなおしのフランス語（B1）
Nouveau départ

自信を持って上級クラスへ進むため、B1レベル
の重要ポイントをすべて見直しながら自分の弱
点を克服し、フランス語をより自然に使える こと
を目指します。

総合フランス語 
B1.1
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

3G25N11-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 1 M. Sylvain Mokhtari 火 10:00-12:30 25h ¥39,500

3G20N11-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 1 M. Xavier Gillard 木 10:00-12:00 20h ¥34,000

3G25N12-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 2 M. Julien Bogaers 水 10:00-12:30 25h ¥39,500

3G20N12-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 2 M. Marc Petit 土 16:30-18:30 20h ¥31,500

3G20N13a-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 3 Mme Pélaggy Vergnon 火 13:30-15:30 20h ¥31,500

3G20N13b-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 3 Mme Pélaggy Vergnon 金 19:00-21:00 20h ¥31,500

3G20N13c-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 3 M. Jean-Noël Polet 土 10:00-12:00 20h ¥31,500

3G20N13d-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 3 M. Gilles Fernandez 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

3G25N14-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 4 M. Kévin Tortissier 火 10:00-12:30 25h ¥39,500

3G25N15-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 5 Mme Malvina Lecomte 金 18:30-21:00 25h ¥39,500

3G20N15-o Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 5 M. Cédric Belec 土 10:00 -12:00 20h ¥31,500

B1.2
3G20TM1-o Totem 3 dossier 1 Mme Alexandra Bousquet 金 13:30-15:30 20h ¥31,500

3G20N22-o Nouveau Rond-Point B1.2 unité 2 M. Ludovic Helme 水 19:00-21:00 20h ¥31,500

3G20N23-o Nouveau Rond-Point B1.2 unité 3 Mme Alexandra Bousquet 火 18:30 -20:30 20h ¥31,500

3G20N25-o Nouveau Rond-Point B1.2 unité 5 M. Ludovic Helme 金 10:00 -12:00 20h ¥31,500

B1 INTERMÉDIAIRE  
中級

• Nouveau Rond-Point B1.1
• Nouveau Rond-Point B1.2
• TOTEM 3

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL
総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよ
い手段です。コミュニケーションに必要なすべての能力～
話す、書く、聞く、読む、発音、文化～を身につけることが
できます。 使用教材：
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読解プラス    
Compréhension écrite plus

B1の方対象、4名限定クラス。短編小説やエッセイ等を
読みます。事前配布の質問が理解を深めます。朗読し、発
音・音声表現を学び、作品についての会話を展開します。

発音 
Phonétique

正しく話すためには、音の違いや特徴、イントネーション等
正しい知識が必要です。段階毎に様 な々練習をこなします。

会話力基礎固め講座   
Coup de pouce

発音の間違いや文法の抜けているところを改善していく
ことを目的とします。弱点を集中的に強化しましょう。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

シネマで学ぶフランス語（B1） 
Ciné FLE

映画愛好家の皆様対象の新講座です。選りすぐりのフラ
ンス映画の抜粋を通して、フランス語力と映画の教養を、
毎学期向上させましょう。

絵画で学ぶフランス語
Le français par la peinture

19世紀のフランスの社会的側面が表れている絵画を観
ます。様々な絵画や作者、フランス人やフランスについて
知り、表現できるようになるでしょう。

ニュースで学ぼう！
Apprenons avec l'actualité

授業の前半は、クイズを通してニュースを理解していきます。 
後半はテキストを使って、口頭表現力・文書作成力と文
法を強化していきます。

ポエジー入門   
Poésie

有名作家、現代作家、詩法の諸規則を学びます。様々
な授業内容で詩を読む練習をします。

ニュースでフランス語
Médias-Actualités

マスメディアの情報を基に、読むこと・見たことを理解す
ること・討論に展開することを目的とします。

ラジオ・フランセーズ 
Radio France Internationale

このクラスでは、フランスや世界の時事ニュースにより語彙
力を増やすと共に、様々なテーマについて討論することで、
聞き取りと口頭表現力を強化します。

試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

3S10KDDF-o DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化

3S10KPFL-o 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

3S20SA-o 楽しみながら学ぶフランス語 M. Jean Lamare 火 19:00-21:00 20h ¥34,000

3S10CV-o 会話プラス M. Cédric Belec 金 13:30-14:30 10h ¥29,000

3S10PL-o 読解プラス M. Cédric Belec 金 14:40-15:40 10h ¥29,000

3S10CP-o 会話力基礎固め講座 M. Sébastien Delbes 金 10:00 -11 :00 10h ¥29,000

3S20NDｄ-o やりなおしのフランス語 M. Franck Fauconnier 水 10:00 -12:00 20h ¥31,500

3S20NDa-o やりなおしのフランス語 M. Xavier Gillard 火 18:30 -20:30 20h ¥31,500

3S20NDb-o やりなおしのフランス語 Mme Pélaggy Vergnon 水 10:00 -12:00 20h ¥31,500

3S20NDc-o やりなおしのフランス語 M. Kévin Tortissier 水 13:30 -15:30 20h ¥31,500

3S10PH-o 発音 Mme Pélaggy Vergnon 金 17:50 -18:50 10h ¥18,000

テーマ別
3T20CI-o シネマで学ぶフランス語 M. Baligh Sohbani 日 13:30 -15:30 20h ¥34,000

3T20TB-o 絵画で学ぶフランス語 Mme Emilie Devaux 水 14:00-16:00 20h ¥31,500

3T20AA-o ニュースで学ぼう！ M. Florent Kernen 木 14:30-16:30 20h ¥31,500

3T15P-o ポエジー入門 Mme Malvina Lecomte 金 14:30-16:00 15h ¥25,500

3T20MA-o ニュースでフランス語 M. Florent Kernen 金 19:10 -21:10 20h ¥31,500

3T20RF-o ラジオ・フランセーズ M. Ludovic Helme 土 13:30 -15:30 20h ¥34,000



INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI 16

試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス   DELF・DALF FLEX

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試験
における口頭表現試験対策を効果的に行います。採点の
ポイントといった有効なアドバイスによってみなさんの合
格のチャンスを広げます。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

会話プラス  フレックス     Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さら
にフレキシブルになりました！
火曜日から金曜日は 13 :30 -14 :30、14 :45 -15 :45、
16 :00 -17 :00、17 :30 -18 :30、土 曜 日は 16 :00 -
17:00、17 :30 -18 :30の時間帯で、受講可能な時間帯
をお知らせ下さい。カウンセリングの結果と合わせて、2
名揃えば成立。学期途中からのスタートももちろん可能
です。その場合は実施回数に対応した受講料となります。
上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談ください。

聞き取り
Compréhension orale

この講座の目的は、聞き取る力を向上させ、ボキャブラ
リーを豊かにしていくことにあります。

書く・話す
Parler-Écrire

一学期に数回各受講者が選んだテーマについてフランス
語で発表し、内容や表現について皆で意見を述べ合いま
す。講師がそのテキストを添削し、翌週に表現上の問題
点（見解のプレゼンテーションや語彙の選択等）を再検
討し、他の解決策も考えます。皆さんが心魅かれたことが
テーマになります。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

ニュースでフランス語
Médias-Actualités

様々な分野から選ばれた日頃から気になるテーマについ
て述べ合います。ニュース映像や記事等のテキストを基
に、理解を深め、ディスカッションへ展開します。語彙力や
表現力が豊かになり、語学力も高まっていきます。

• Nouveau Rond-Point 3

• Edito B2

総合フランス語
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4G20NRP1a-o Nouveau Rond-Point 3 unité 1 M. Louis-René Béziers 土 10:00 -12:00 20h ¥31,500

4G20NRP1b-o Nouveau Rond-Point 3 unité 1 M. Sébastien Delbes 土 13:30 -15:30 20h ¥31,500

4G20NRP4-o Nouveau Rond-Point 3 unité 4 M. Xavier Gillard 水 10:00 -12:00 20h ¥31,500

4G20NRP5-o Nouveau Rond-Point 3 unité 5 M. Xavier Gillard 水 13:30 -15:30 20h ¥31,500

4G20NRP9a-o Nouveau Rond-Point 3 unité 9 M. Baligh Sohbani 水 19:00-21:00 20h ¥31,500

4G20NRP9b-o Nouveau Rond-Point 3 unité 9 M. Jean-Noël Polet 土 13:30-15:30 20h ¥31,500

4G20E4-o Edito B2 unité 4 M. Cédric Belec 火 10:00 -12:00 20h ¥31,500

4G20E7-o Edito B2 unité 7 M. Marc Petit 土 14:00-16:00 20h ¥31,500

4G20E8-o Edito B2 unité 8 M. Marc Petit 土 10:00-12:00 20h ¥31,500

B2 AVANCÉ 
上級

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL
総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。コミュニケーションに必要なすべての能力～話す、
書く、聞く、読む、発音、文化～を身につけることができます。

使用教材：
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試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4S10KDDF-o DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4S10 KPFL-o 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

4S15PE-o 書く・話す M. Olivier Birmann 火 19:30 -21:00 15h ¥25,500

4S15CO-o 聞き取り M. Sébastien Delbes 水 18:30 -20:00 15h ¥25,500

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4T20TRa-o ニュースでフランス語 M. Xavier Gillard 火 13:30-15:30 20h ¥31,500

4T20TRd-o ニュースでフランス語 M. Sébastien Delbes 水 10:00 -12:00 20h ¥31,500

4T20TRb-o ニュースでフランス語 M. Xavier Gillard 土 10:00 -12:00 20h ¥31,500

4T20TRc-o ニュースでフランス語 M. Cédric Belec 土 13:30 -15:30 20h ¥31,500

4T20TA-o フランス語で読む現代社会 M. Baligh Sohbani 木 19:00-21:00 20h ¥31,500

4T20BL-o ブログを楽しもう！ M. Sébastien Delbes 土 10:00 -12:00 20h ¥31,500

4T20FA-o 今日のフランス M. Louis-René Béziers 土 17:20-19:20 20h ¥31,500

フランス語で読む現代社会
Textes d'actualité

ニュース等のテキスト（400文字程度）を読み、内容を要約
し、クラスで発表し、討論へ展開する練習をします。このクラス
は、問題を提起し、情報を明確に表現し直すを目的とします。

ブログを楽しもう！
Bloguons ensemble !

ブログを作って、日頃から気になるテーマをフランス語で紹
介する講座です。B1の力を強化し、B2を目指し、フランス
語圏の人 と々コミュニケーションできるフランス語を実際に 
使ってみます。一緒にブログを楽しみましょう！

今日のフランス
La France d'aujourd'hui

ヴェルサイユ宮殿での現代アート、移民、スト、ヨーロッパ、
核、差別用語、インテリ、教育など、芸術、政治、文化、社会
といった今日のテーマを、今のフランスを知る手掛かりとなる
ヴィデオやフランスの新聞などの豊富な資料を通して分析し
てみましょう。

秋のアトリエ . . . . . . . . . . 30 ページ 
ワイン、パーティー . . . . .  32 ページ

ATELIERS
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C1/C2 SUPÉRIEUR
準マスター/マスター

試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

5S10KDDF-o DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

6S10KDDF-o DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化

5S10 KPFL-o 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

5S15TR-o 訳しながらフランス語を考える M. Olivier Birmann 木 19:30 -21:00 15h ¥25,500

テーマ別
5T20CP-o 哲学カフェ M. Pierre Turlur 火 19:00-21:00 20h ¥31,500

5T20LT-o フランス文学に親しむ M. Olivier Birmann 木 13:30 -15:30 20h ¥31,500

5T20PO-o フランスの文化・政治・社会を知ろう M. Baligh Sohbani 木 15:00 -17:00 20h ¥31,500

試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス    DELF・DALF FLEX

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試験
における口頭表現試験対策を効果的に行います。採点
のポイントといった有効なアドバイスによってみなさんの
合格のチャンスを広げます。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

会話プラス  フレックス     Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さら
にフレキシブルになりました！
火曜日から金曜日は 13 :30 -14 :30、14 :45 -15 :45、
16 :00 -17 :00、17 :30 -18 :30、土 曜日は 16 :00 -
17:00、17:30-18 :30の時間帯で、受講可能な時間帯
をお知らせ下さい。カウンセリングの結果と合わせて、2
名揃えば成立。学期途中からのスタートももちろん可能
です。その場合は実施回数に対応した受講料となります。
上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談ください。

訳しながらフランス語を考える
Traduction japonais-français

一学期に、良質で異なるジャンルの2、3つのテキストを仏
訳します。具体的に一定の内容を表現する文章を自ら作
成することにより、基礎的な文法等を復習し、物事を理解
し構築する力を養います。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

哲学カフェ 
Café Philo

哲学の始まりであるギリシャ哲学から現代哲学の西洋哲
学、仏教・道教・ヒンドゥ教といった東洋哲学の偉大な思
想家と出会いましょう。哲学とその厳格さについて学びます。

フランス文学に親しむ
Littérature

文学作品を一緒に読むことを目的とします。美しく重要な
作品でも、文体や時代背景によっては時として読みづら
いこともありますが、作品を通して過去の作家たちと出会
い、文学的な空間を探索してみましょう。

フランスの文化・政治・社会を知ろう
La France culturelle, politique et sociale

多岐に渡るテーマに関する記事を読み、「フランスの社会
的・政治的文化的学習」、「テーマに関する日仏の比較」、
「EU諸国・世界の国 と々フランスとの関係」の3つの目
的に基づいて学習します。DALF（聴解・読解・口頭表現
試験）にも有効です。
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来年の留学準備はこの秋から！

留学のための情報を集めよう！
Campus France - フランス政府留学局・日本支局は、この秋も各大学での留学
フェアへ出展します。フェアの参加予定などはホームページに掲載されています。
その他にも、ホームページやSNSを通してフランス留学に関する総合的な情
報提供をしています。また、ホームページ内には33.000を超えるプログラム
の中から学びたいコースを探していただける検索エンジンも設けています。

フランスの国立大学正規課程へ進学を希望する方は、Campus Franceの
サイトからオンラインにて応募申請をする必要があります。このオンライン申
請の手続きに関しての説明会を12月に東京・京都・福岡にて開催いたしま
す。フランスの大学へ進学したい、修士号をフランスで取りたいみなさん、
ぜひご参加ください！ それぞれの課程の申請期日についてはHPから
→www.japon.campusfrance.org

11月15日、国立大学へのオンライン応募申請スタート ！

Campus France - フランス政府留学局・日本支局

www.japon.campusfrance.org
フランス留学に関する情報はCampus Franceのホームページをご覧ください！
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京都講座
KYOTO
A1

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL
総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよ
い手段です。コミュニケーションに必要なすべての能力～
話す、書く、聞く、読む、発音、文化～を身につけることが
できます。

より早くフランス語でのコミュニケーションが取れるように
学習者の脳にアプローチしながら学ぶ新しい方法を用い
た総合教材を使用します。日常的なシチュエー ションに則
したダイアローグを用い、発音や筆記にも留意し、また文
法の基礎もしっかり習得しながら、実際に使えるフランス
語を身につけます。A1 .2からは、現実的な場面から実践
的に学べるよう構成されたテキストで、文法事項もしっか
り学びながら、筆記・口頭両面で使えるフランス語を身に
つけていきます。

• Interactions 1

• Interactions 2

総合フランス語 
A1.1レベル
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

1G20IN1a Interactions 1 leçons 0/3 Mme Emilie Pichard 水 13:30-15:30 20h ¥34,000

1G20IN1b Interactions 1 leçons 0/3 M. Corentin Pieters 木 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN1c Interactions 1 leçons 0/3 M. Corentin Pieters 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

1G40IN1 Interactions 1 エクスプレス leçons 0/6 M. Corentin Pieters 
M. Gilles Fernandez 火・木 19:00-21:00 40h ¥64,000

1G20IN2a Interactions 1 leçons 4/6 M. Raphaël Lafitte 水 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN2b Interactions 1 leçons 4/6 M. Julien Bogaers 土 10:00-12:00 20h ¥34,000

1G20IN3 Interactions 1 leçons 7/9 Mme Emilie Pichard 金 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN4a Interactions 1 leçons 10/12 Mme Emilie Pichard 火 10:00-12:00 20h ¥34,000

1G20IN4b Interactions 1 leçons 10/12 Mme Yamina Laieb 土 10:00-12:00 20h ¥34,000

A1.2レベル
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

1G20IN22 Interactions 2 leçons 4/6 M. Romain Chaulet 水 19:00-21:00 20h ¥34,000

1G20IN23a Interactions 2 leçons 7/9 M. Olivier Rouaud 水 10:00-12:00 20h ¥34,000

1G20IN23b Interactions 2 leçons 7/9 M. Kévin Tortissier 土 10:00-12:00 20h ¥34,000

1G20IN24 Interactions 2 leçons 10/12 M. Raphaël Lafitte 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

DÉBUTANT  
入門

使用教材：

迷わずスタート！
いつでも行ける、
とっても便利！

振 替
何度でも
大阪もOK

 Interactions 1 エクスプレス
 -   週2回の授業なので、テンポ良く無理なく受講で
きます。

 -  先生が2名なので、より深く学習できます。 
 -   通常クラスの倍のスピードで語学力をアップでき
ます。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI 20
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試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス    
DELF・DALF FLEX  

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試
験における口頭表現試験対策を効果的に行います。採
点のポイントといった有効なアドバイスによってみなさん
の合格のチャンスを広げます。

試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

1S10KDDF DELF・DALFフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30                                                        

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

秋の初心者集中講座
初めての方、迷わずスタート！1 学期分の授業を短期間で！
日常的なシチュエーションに適したダイアローグを用いながら、発音や筆記も強化します。
文法の基礎もしっかり習得しながら、実際に使えるフランス語を身につけましょう。

 講座日程  10 月 3 日（火）～ 6 日（金）
登録受付締切 9 月 30 日（土）

10% OFF

会場：アンスティチュ・フランセ関西－京都 
授業料：34,000円　テキスト：3,400円　年会費：4,600円（学生証のご提示により学生の方は3,600円）

*10月10日（火）開講の秋学期には、週2回のエクスプレスコースもあります。

10:00-12:30 
13:30-16:00

各日 
5 時間

アンスティチュ・フランセ関西 21

K
YO

T
O

 講
座



試験対策
PRÉPARATION AUX 
CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス    DELF・DALF FLEX 

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・
DALF試験における口頭表現試験対策を効果
的に行います。採点のポイントといった有効なア
ドバイスによってみなさんの合格のチャンスを広げ
ます。

• Interactions 3

A2 ÉLÉMENTAIRE
初級

使用教材：

総合フランス語 
A2.1レベル
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2G20IN1a Interactions 3 leçons 1/3 M. Romain Chaulet 火 19:00-21:00 20h ¥34,000

2G20IN1b Interactions 3 leçons 1/3 Mme Emilie Pichard 水 10:00-12:00 20h ¥34,000

2G20IN3a Interactions 3 leçons 7/9 M. Raphaël Lafitte 火 19:00-21:00 20h ¥34,000

2G20IN3b Interactions 3 leçons 7/9 M. Jean-François Simonnet 木 19:00-21:00 20h ¥34,000

2G20IN3c Interactions 3 leçons 7/9 M. Michel Davy　 金 13:30-15:30 20h ¥34,000

A2.2レベル
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2G25IN6a Interactions 3 leçons 21/24 M. Raphaël Lafitte 火 10:00-12:30 25h ¥39,500

2G25IN6b Interactions 3 leçons 21/24 Mme Emilie Pichard 木 19:00-21:30 25h ¥39,500

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI 22

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよい手段で
す。コミュニケーションに必要なすべての能力～話す、書く、聞く、読
む、発音、文化～を身につけることができます。

より早くフランス語でのコミュニケーションが取れるように学習者の脳
にアプローチしながら学ぶ新しい方法を用いた総合教材を使用しま
す。日常的なシチュエーションに則したダイアローグを用い、発音や筆
記にも留意し、また文法の基礎もしっかり習得しながら、実際に使える
フランス語を身につけます。現実的な場面から実践的に学べるよう構
成されたテキストで、文法事項もしっかり学びながら、筆記・口頭両面
で使えるフランス語を身につけていきます。



補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

マイペースのフランス語
Le Français à son rythme

受講生が自身のレベルや志向に合わせて le français 
tous azimuts（全方位フランス語）を学ぶことのできる
教室を目指します。フランス語学習歴や到達レベルは問
いません。発音が美しいと言われるフランス語。音声を
おざなりにすることはもったいないですから、音声指導に
も力をいれます。
視 聴 覚 教 材として 実 際 の 資 料 document 
authentiqueを使って、楽しく、ためになる授業を心が
けます。

会話プラス  フレックス     Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さら
にフレキシブルになりました！
火曜日から金曜日は13 :30 -14 :30、14 :45 -15 :45、
16 :00 -17 :00、17 :30 -18 :30、土曜日は 16 :00 -
17:00、17 :30 -18 :30の時間帯で、受講可能な時間
帯をお知らせ下さい。カウンセリングの結果と合わせて、
2名揃えば成立。学期途中からのスタートももちろん可
能です。その場合は実施回数に対応した受講料となりま
す。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談くだ
さい。

試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2S10KDDF DELF・DALFフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30                                                        

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2S15FS マイペースのフランス語 M. Toshimasa Wada 火 10:30-12:00 15h ¥25,500

2S10KPFL 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

2S20ND やりなおしのフランス語 Mme Emilie Pichard 木 10:00-12:00 20h ¥34,000

2S10LP 読解プラス M. Louis-René Béziers 水 14:00-15:00 10h ¥29,000

2S15PH 口頭表現のための発音演習 M. Romaric Roynette 土 14:00-15:30 15h ¥25,500

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
2T20MD モードを語ろう！ M. Louis-René Béziers 日 14:00-16:00 20h ¥34,000

やりなおしのフランス語（A2） 
Nouveau départ 
態勢を立て直し再スタートするための講座です。昔やっ
たけどほとんど忘れた、今、煙に巻かれている、音にも慣
れない、そんな方々、是非どうぞ。ご希望の方は、必ずカ
ウンセリングを受けてください（要予約）。

読解プラス 
Compréhension écrite plus

短編小説やエッセイから読書を始めましょう。作品と共
に事前配布する質問がテキストの理解を深め、朗読を
しながら、発音・音声表現を学び、作品についての会話
の場を設けます。

口頭表現のための発音演習（A2 .2 ~）
Phonétique pour l'expression orale
『話すこと』それは声と体を使うことです。この授業では、
自然にフランス語で表現できるように口や体のトレーニ
ングをし、演劇のテクニックを用いて声の使い方を練習
します。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

モードを語ろう！  
Parlons mode ! 

イヴ・サン＝ローラン、ルイ・ヴィトン、クリスチャン・ディ
オール、エルメスからデニム、パンク、パルファンまで…
ファッションの世界にひたり、フランス語のヴァリエー
ションを広げながら、フランスをはじめ世界のモード界
の著名人の歴史を学びましょう。

秋のアトリエ . . . . . . . . . . 30 ページ 
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総合フランス語 
B1.1レベル
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
3G25RP1 Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 1 M. Jean-François Simonnet 土 10:00-12:30 25h ¥39,500

3G40RP1 Nouveau Rond-Point エクスプレス unités 1-2 M. Michel Davy 
M. Romain Chaulet 土 10:30-12:30 

13:30-15:30 40h ¥64,000

3G20RP2a Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 2 Mme Emilie Pichard 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

3G20RP2b Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 2 M. Julien Bogaers 土 13:30-15:30 20h ¥34,000

3G25RP3a Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 3 M. Romain Chaulet 木 10:00-12:30 25h ¥39,500

3G25RP3b Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 3 M. Jacques Perno 日 10:00-12:30 25h ¥39,500

3G20RP4 Nouveau Rond-Point B1 .1 unité 4 M. Jacques Perno 日 13:30-15:30 20h ¥34,000

B1.2レベル
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
3G25TM1a Totem 3 dossier 1 M. Louis-René Béziers 火 10:30-13:00 25h ¥39,500

3G25TM1b Totem 3 dossier 1 M. Kévin Tortissier 土 13:30-16:00 25h ¥39,500

3G25RP23 Nouveau Rond-Point B1 .2 unité 3 M. Romain Chaulet 土 10:00-12:30 25h ¥39,500

3G25RP24 Nouveau Rond-Point B1 .2 unité 4 M. Romain Chaulet 火 10:00-12:30 25h ¥39,500

B1 INTERMÉDIAIRE  
中級

試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス    DELF・DALF FLEX 

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試験
における口頭表現試験対策を効果的に行います。採点の
ポイントといった有効なアドバイスによってみなさんの合格
のチャンスを広げます。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

会話プラス  フレックス     Kaiwa Plus Flex
今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さら
にフレキシブルになりました！
火曜日から金曜日は 13 :30 -14 :30、14 :45 -15 :45、
16 :00 -17 :00、17 :30 -18 :30、土 曜日は 16 :00 -
17:00、17 :30 -18 :30の時間帯で、受講可能な時間帯
をお知らせ下さい。カウンセリングの結果と合わせて、2
名揃えば成立。学期途中からのスタートももちろん可能
です。その場合は実施回数に対応した受講料となります。
上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談ください。

• Nouveau Rond-Point B1.1

• Nouveau Rond-Point B1.2

• Totem 3

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。コミュニケーションに必要なすべての能力～話す、
書く、聞く、読む、発音、文化～を身につけることができます。

使用教材：

 Nouveau Rond-Point エクスプレス
 -  週 1回4時間授業なので、集中して受講できます。
 -  先生が2名なので、より深く学習できます。
 -  通常クラスの倍のスピードで語学力をアップできます。

秋のアトリエ . . . . . . . . . . 30 ページ 
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会話プラス「食文化を巡る」     Kaiwa Plus  autour de la gastronomie

日仏食文化を巡り口頭表現力を楽しく上達させま
す。洋菓子、ワイン、レストラン、有名シェフ、などを
もっと知りたい方ぜひご参加を。

やりなおしのフランス語（B1 / B1 .2） 
Nouveau départ
自信を持って上級クラスへ進むため、B1レベルの
重要ポイントをすべて見直しながら、自分の弱点を
克服し、フランス語をより自然に使えることを目指し
ます。

聞き取りと口頭表現 
Compréhension et expression orale

文法の理解を深め、聞き取りと口頭表現力の上達
を目指します。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

おもてなし関西
Trésors touristiques du Kansai

この講座は、関西地域でフランス語圏の観光客を案
内できるようになりたい人向けです。

私たちの地域の貴重な伝統的なものや現代的なものを一緒
に再発見しましょう。授業では全員参加型を歓迎します。教
室では、毎回、異なる観光地を学習し、1学期ごとに３回、実
地練習のため学習した場所を訪問し習得した知識を試しま
す。紹介や説明の仕方、日本文化や社会面への関心の持た
せ方などに焦点をあてます。

講読「アルケミスト」
Lecture d'un roman illustré
パウロ・コエーリョの小説「アルケミスト」は、”誰しもがどこ
かに持つ、自分の中の子供”に向けられた小説です。旅に出
た少年が砂漠で出会った錬金術師は彼に、「自分の心に耳
を傾けること」「前兆を読み取ること」「夢を追い続けること」
を教えます。「学ぶ方法は一つしかない。それは行動を通し
てだ。君は必要なことはすべて、君の旅を通して学んだ」

知ってなるほど！
Le saviez-vous ?

旅行、アート、シネマといった今日のテーマを取り上げます。最
近の語彙と、慣用表現を身につけ、文法的構造を押さえます。

絵画で学ぶフランス語
Le français par la peinture

19世紀のフランスの社会的側面が表れている絵画を観ま
す。様々な絵画や作者、フランス人やフランスについて、知
り、表現できるようになるでしょう。

試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

3S10KDDF DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45/16:00-17:00 /17:30-18:30                                                        

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

3S20NDa やりなおしのフランス語 M. Olivier Rouaud 火 19:00-21:00 20h ¥34,000

3S20NDb やりなおしのフランス語 M. Romain Chaulet 木 14:00-16:00 20h ¥34,000

3S10KPFL 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

3S10GP 会話プラス 「食文化を巡る」 M. Raphaël Lafitte 土 16:00-17:00 10h ¥29,000

3S25NDa やりなおしのフランス語 M. Michel Davy 火 10:00-12:30 25h ¥39,500

3S25NDb やりなおしのフランス語 M. Jean-François Simonnet 火 18:30-21:00 25h ¥39,500

3S25NDc やりなおしのフランス語 M. Romain Chaulet 金 10:00-12:30 25h ¥39,500

3S25NDd やりなおしのフランス語 M. Louis-René Béziers 金 10:00-12:30 25h ¥39,500

3S25NDe やりなおしのフランス語 （B1.2） M. Franck Fauconnier 木 10:00-12:30 25h ¥39,500

3S25NDf やりなおしのフランス語 （B1.2） M. Franck Fauconnier 土 16:00-18:30 25h ¥39,500

3S25CO 聞き取りと口頭表現 M. Olivier Rouaud 土 10:00-12:30 25h ¥39,500

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

3T20KS おもてなし関西 M. Marc Petit 木 13:30-15:30 20h ¥36,000

3T25LC 講読 「アルケミスト」 M. Jean-François Simonnet 火 10:00-12:30 25h ¥39,500

3T25SV 知ってなるほど ! Le saviez-vous ? M. Jean-François Simonnet 水 10:00-12:30 25h ¥39,500

3T25TB 絵画で学ぶフランス語 Mme Emilie Devaux 木 10:00-12:30 25h ¥39,500
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B2 AVANCÉ 
上級

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

総合フランス語講座は、フランス語を体系的に
学ぶ最もよい手段です。コミュニケーションに
必要なすべての能力～話す、書く、聞く、読む、
発音、文化～を身につけることができます。

• Nouveau Rond-Point 3

• Edito B2
使用教材：

総合フランス語
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
4G25RP1 Nouveau Rond-Point 3 unité 1 M. Jean-François Simonnet 金 10:00-12:30 25h ¥39,500

4G25RP5 Nouveau Rond-Point 3 unité 5 M. Michel Davy 木 19:00-21:30 25h ¥39,500

4G25RP7 Nouveau Rond-Point 3 unité 7 M. Raphaël Lafitte 土 10:00-12:30 25h ¥39,500

4G25ED3 Edito B2 unité 3 M. Michel Davy 水 19:00-21:30 25h ¥39,500

4G25ED4 Edito B2 unité 4 M. Romaric Roynette 土 10:00-12:30 25h ¥39,500

試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス    DELF • DALF FLEX 

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF試験
における口頭表現試験対策を効果的に行います。採点の
ポイントといった有効なアドバイスによってみなさんの合格
のチャンスを広げます。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

会話プラス  フレックス     Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さらに
フレキシブルになりました！
火曜日から金曜日は 13 :30 -14 :30、14 :45 -15 :45、
16 :00 -17 :00、17 :30 -18 :30、土 曜 日は 16 :00 -
17:00、17 :30 -18 :30の時間帯で、受講可能な時間帯
をお知らせ下さい。カウンセリングの結果と合わせて、2
名揃えば成立。学期途中からのスタートももちろん可能で
す。その場合は実施回数に対応した受講料となります。上
記の時間以外でも開講可能。受付にご相談ください。

ニュースで学ぶ： 
理解力を深め、ディスカッションを行う
Actualités télévisées
France2のニュースの学習を通して、様々な時事的テー
マについて学び、自己表現するまたとない機会です。ニュー
スの日本語への翻訳演習も行います。
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試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4S10KDDF DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30                                                        

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4S10KPFL 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

4S10KP 会話プラス M. Raphaël Lafitte 水 15:30-16:30 10h ¥29,000

4S25TVa ニュースで学ぶ： 
理解力を深め、ディスカッションを行う M. Eric Faure 金 9:30-12:00 25h ¥39,500

4S25TVb ニュースで学ぶ： 
理解力を深め、ディスカッションを行う M. Eric Faure 土 14:00-16:30 25h ¥39,500

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4T25SV 知ってなるほど！ Le saviez-vous? M. Jeau-François Simonnet 土 14:00-16:30 25h ¥39,500

4T30CI 文学とシネマ M. Eric Faure 土 10:00-13:00 30h ¥45,000

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

知ってなるほど！
Le saviez-vous ?

フランス語の授業の教材としても使われる雑誌からの記
事やヴィデオ、音源の抜粋を使用し、旅行やシネマ、社会
事情といった今日のテーマを取り上げます。
文法的構造を押さえながら、活きた使える語彙と慣用表
現を身につけていきます。

文学とシネマ
Littérature et cinéma

想い出や憂愁に満ちた秋にふさわしい作品、フロベール
（ボヴァリー夫人）やプルースト（失われた時を求めて）
を読んでみましょう。

秋のアトリエ . . . . . . . . . . 30 ページ 
ワイン、パーティー . . . . .  32 ページ

ATELIERS
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C1/C2 SUPÉRIEUR
準マスター/マスター

試験対策
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

5S10KDDF DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30                                                        

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

6S10KDDF DELF・DALF フレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30                                                        

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

5S10KPFL 会話プラスフレックス
火～金曜 13:30-14:30 /14:45-15:45 /16:00-17:00 /17:30-18:30

*土曜日は16時以降のみ
10h ¥29,000

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

5T20MF フランス語圏のメディア Mme Rafaële Brillaud 日 10:30-12:30 20h ¥34,000

5T15DC* フランス語で再発見する日本文化 M. Romaric Roynette 金 18:00-19:30 15h ¥25,500

5T 20 LI フランス文学 M. Louis-René Béziers 水 16:30-18:30 20h ¥34,000

5T 20 HI ** 思想史 M. Nicolas Tajan 土 16:00-18:00 20h ¥34,000

*    春学期・秋学期は 金 18:00-19:30、 夏学期・冬学期は 土 16:00-17:30になります。
**  10月7日（土）より開始し、11月11日（土）は休講です。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

フランス語圏のメディア   
Les médias francophones 

フランス語圏のメディアは日本についてどのように語っているので
しょうか？ジャーナリストと共に、記事を解読し、論評していきま
す。現況について討論する機会でもあり、また、既成の価値にと
らわれない批判的精神をも身につけていきます。

フランス語で再発見する日本文化
À la découverte de la culture japonaise

エクスポゼとディスカッションにより、日本についての知識を深め、
口頭と筆記表現力を高めます。通訳ガイドの方にお勧めです。  
毎学期、文化スポットへ出かけ実地授業を行います。

フランス文学
Littérature française

フランスの古典文学または現代文学の作品を読み、内容やテー
マ、様式について歴史的、文化的に分析していきます。
秋学期： Sodome et Gomorrhe (1921-1922)  

de Marcel Proust

思想史
Histoire des idées

このクラスでは、西洋文化にまつわる大きな間いを哲学的、歴
史的、人類学的、精神病理学的な観点から考察していきます。
秋学期：La liberté ou la mort, Essai sur la Terreur et 
le terrorisme de Soplie Wahnich 

試験対策
PRÉPARATION AUX CERTIFICATIONS

DELF・DALF フレックス     DELF・DALF FLEX 

2名～ 4名までの少人数制クラスでDELF・DALF
試験における口頭表現試験対策を効果的に行いま
す。採点のポイントといった有効なアドバイスによって
みなさんの合格のチャンスを広げます。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

会話プラス  フレックス     Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス（最大4名）が、さ
らにフレキシブルになりました！
火 曜日から金 曜日は 13 :30 -14 :30、14 :45 -
15 :45、16 :00 -17:00、17 :30 -18 :30、土曜日は
16 :00 -17 :00、17 :30 -18 :30の時間帯で、受講
可能な時間帯をお知らせ下さい。カウンセリングの結
果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのス
タートももちろん可能です。その場合は実施回数に対
応した受講料となります。上記の時間以外でも開講
可能。受付にご相談ください。
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OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

フランス語学留学サポート
（アンスティチュ・フランセ関西－京都 2 階メディアテーク内）

火曜～金曜：11 時～19 時
土曜日：11 時～18 時

075-761-2122 （直通）

kansai.enfrance@institutfrancais.jp

   

       osl-ifj-kansai

© Institut de Touraine

フランス語学留学サポート
フランス政府公式機関 アンスティチュ・フランセ関西の
安心、リーズナブルなフランス語学留学サポート

OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

※２回目以降のご相談及び留学手続申込は、クラブ・フランスの会員登録が必要になります。 クラブ・フランスの詳細は、p.50 ページでご確認ください。

SKYPE でのカウンセリングも可能です

Email

Tel

まずはホームページからカウンセリングのご予約を！

www.institutfrancais.jp/enfrance-kansai/
無料

提携校はフランス政府公認品質ラベル取得済1.
2.

3.

学校やコース選び、登録手続き、住居手配など、
出発まで完全個別フォロー
代行手数料なし。
長期留学の方には学生ビザ申請準備に役立つ情報提供

GRATUIT



ATELIERS D'AUTOMNE
秋のアトリエ

A1/C2 
シネ・フォーラム
日本語字幕付のクラシックもし
くは現代のフランス映画を、毎
月1作品上映します。上映後は
フランス人講師とのディスカッ
ション（30分）があります。是非
ご参加ください。どのレベルの
方でもご参加いただけます。

  CINÉ FORUM

10月 11月 12月

アトリエ Osaka Kyoto CF会員 一般

Rengaine
ランゲン

10月18日（水）  13:30～
10月28日（土） 16:00～

10月14日（土）  16:00～
10月26日（木） 14:30～

500円 800円
Je fais le mort
俳優探偵ジャン

11月8日（水）      13:30～
11月18日（土）    16:00～

11月4日（土）     16:00～
11月16日（木）    14:30～

Tout au bout du monde
世界の果て

12月9日（土）    16:00～
12月20日（水） 13:30～

12月14日（木）  14:30～
12月16日（土）   16:00～

10月

11月

12月

アトリエ Osaka Kyoto CF会員 一般

カフェ・デザミ

水 13:30～ 15:00 木 14:30～ 16:00

500円 800円
10月25日、11月22日、12月6日 10月12日、11月9日、12月21日

土 16:00～ 17:30 土 16:00～ 17:30

10月14日、11月11日 10月21日、11月11日

A1/C2 カフェ・デザミ
飲み物を囲んで、フランス語・日本語で楽しいひと時を過
ごしましょう。クラスで学んだことを使ってみたり、好きな
本について話し合ったり、ゲームで遊んだり…楽しく寛
げるひとときになることでしょう。お友達と一緒に是非お
越しください。どのレベルの方でもご参加いただけます。

  CAFÉ DES AMIS
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アンスティチュ・アンファン
お子様がフランス語に触れるいい機会です。ゲームをし
たり、歌ったり、踊ったりして楽しくフランス語を発見しま 
しょう！会話を目指
して、お子様のペー
スに合わせて、ゆっ
くりフランス語を楽
しんで、理解を深め
ることができます。

  LE CLUB ENFANT (6-9 ANS)

Osaka 講師 CF会員 / 一般
土 16:00～ 17:30

Mme Alexandra Bousquet 500円
10月7日、11月4日

A1/C2   
中高生の方対象   
アンスティチュ・ジュニア

  LE CLUB ADO (15-18 ANS)

アトリエ Osaka 講師 CF会員 / 一般

アンスティチュ・ジュニア
土 16:00～ 17:30

Mme Alexandra Bousquet 500円
10月21日、11月25日

小さな子供の 
ためのアトリエ
お話をきいて、ゲームをしたり、 
歌ったり、楽しくフランス語に 
触れてみましょう！

  LE CLUB DES PETITS (3-5 ANS)

Kyoto 講師 CF会員 / 一般
日 15:00～ 16:00

Mme Emilie Pichard 500円
11月12日・12月17日

対象：3歳～5歳のお子様

保護者 1名の同伴をお願いいたします。定員 8名。

B2/C2 
作家になる。
Devenez écrivain ! フランス人作家のアドバイスの下、参加者それぞれが短編
小説を書き、それを集めて出版します。このアトリエでは、言葉と創作によって“書
くこと”に取り組みます。
ダイナミックなやりとりによる創作のみならず、本の編集や発行といった具体的な
体験もしていきます。

講師：M. Sébastien Raizer

作家、翻訳家、編集者。
2年前から京都在住。 
音楽に関する本（www.camionblanc.com）を出版し、ガリマール社のセリ・ノワールの執筆も行う。

  ATELIER DE CRÉATION LITTÉRAIRE

アトリエ Kyoto CF会員 / 一般 申込締切

作家になる
土 13:30～ 15:30

34,000円 10月11日（水）
10月14日～ 12月16日 （全 10回20時間）

中学生、高校生の皆さん、アンスティチュ・ジュニアに参加して、フラ
ンス語を試してみませんか？ゲームをしたり、歌を歌ったり、いろんな
ことについてフランス語で語り合う楽しい時間を過ごしましょう。

対象：6歳～9歳のお子様
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EN CUISINE AVEC LE CHEF
ルポンドシエル（ミシュラン1つ星）料理長に 
よるフランス料理アトリエ＆賞味会
大阪の老舗フレンチレストラン、ルポンドシエル（ LE PONT DE CIEL）のフラ
ンス人料理長エティエンヌ・バリエシェフによる、お料理アトリエの第4弾です。 
季節のデジュネコース（前菜、メイン、デザート）をシェフから直 に々教わり、レシ
ピも頂きます。その後、習ったお料理と、それに合う3種類のグラスワイン付の
賞味会（着席）を行います。お申込みはお早めにどうぞ。

※  限定16名様のアトリエにつき、参加費のお支払いをもって参加が確定されます。 
お電話、メール等でのご予約、また、キャンセルはできませんのでご了承下さい。

ATELIER VINS ET FROMAGES
ワインとチーズのテイスティング
このアトリエでは、美食の国フランスが誇る二大製品、ワインとチーズの組み合
わせを学びます。ワインのテイスティングにおける基礎知識や、地方別のチーズと
ワインの相性（納得の組み合わせ、意外な相性）を体感してみましょう。厳選され
た質の高い 3 種類のワインに 3 種類のチーズが提供されます。今一度、ワイン
とチーズの組み合わせについて習ってみませんか？

ATELIERS CULTURELS
文化アトリエ

要予約
16名様限定

要予約
8名～ 30名様限定

※ ご予約はそれぞれの会場へ1週間前までにお願いします。 尚、キャンセルは3日前までに、それ以降のキャンセルはできませんのでご了承下さい。

10月21日（土）  16:30～17:30
アンスティチュ・フランセ関西―大阪　 9Ｆ会議室
一般： 3500円、クラブ・フランス会員： 3000円

10月28日（土）  16:30～17:30
アンスティチュ・フランセ関西―京都　25番教室
一般： 3500円、クラブ・フランス会員： 3000円

10月30日（月） 9:30～13:00
ルポンドシエル　大阪市中央区北浜東 6-9　ルポンドシエルビル 1F

一般： 8500円、クラブ・フランス会員： 8000円

LE CAFÉ
ル･カフェ
フランスの家庭料理を気軽に味わえる、ル・カフェ。
アッシ・パルマンティエやクスクスが登場する日替わり料
理。ニース風、オーヴェルニュ風、リヨン風などバラエティ
豊かなフランス風サラダ。ワインとの相性もぴったりです！
午後はゆったりティータイム。キャトルキャールなどの手作
りケーキ、ローズマリー風味のクレーム・ブリュレ、フォンダ
ン・ショコラなど、美味しいデザートを揃えています。ドリン
クとのセットは700円から。
コーヒー 1杯（300円）から、気軽にご利用ください。 
お待ちしています！
アンスティチュ・フランセ関西ー京都　1階　ル･カフェ
ご予約・お問合せ：Tel. 075-761-2180

32 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI



ATELIER IKEBANA
アトリエいけばな
11月 12日（日）、12月17日（日） 
13:30～15:30
お花は生きています。お花も心があります。お花の心
を心として生けてあげれば、お花は喜び、私達に沢
山のパワーと心のゆとりを与えてくれます。楽しみな
がら、そんな生け花をご一緒に学びませんか？流儀
は出来るだけ自然に生かし、お花の持っている良さ
を最大限に生かしていく生け花を目指しています。

DANSE : LE PETIT BAL DU SAMEDI
土曜日のプチ・バル
10月14日（土）、 11月25日（土）、12月16日（土）　 
16:30～19:30
「土曜日のプチ・バル」に皆様をお誘いします！フランスの地方のフォークダン
スを楽しみましょう。銅子 龍影先生がわかりやすくご案内しますので、初心者
の方も大歓迎！事前のお申し込みは不要です。
アンスティチュ・フランセ関西―京都　サロンまたは稲畑ホール
一般：1200円、クラブ・フランス会員：1000円

FÊTE DE NOËL
クリスマス・パーティー

もうすぐクリスマスのシーズン。一緒にパーティーをしませんか？アンスティチュ・
フランセは今年もクリスマス・パーティーを、大阪・京都両校にて行います。 
フランスのビストロ料理を囲んで、先生たちと乾杯！一緒に楽しい時を過ごし
ましょう。お友達やご家族の方も是非ご参加下さい。当日は抽選もあります。
盛り上がること間違いなし！両方のパーティーにご参加頂くこともできますよ！
アンスティチュ・フランセ関西―京都、大阪
一般：4000円、クラブ・フランス会員：3500円
※  お申込は、それぞれの会場へ 1週間前までにお願い致します。 
（京都：11月26日まで、大阪：12月 10日まで）

Venez fêter Noël avec nous ! L'Institut français vous invite à participer à ses fêtes 
avec vos camarades de classe et vos professeurs. Amis et famille sont bienvenus ! 
Au programme : cuisine française, vins, tombola et bonne humeur garantie ! 

Lieu : Institut français, Kyoto / Osaka

※  お申し込みはそれぞれの開催日の3日前までにお願いします。 
定員になり次第締め切ります。また、申し込み締切日以降の 
キャンセルはできませんのでご了承下さい。

12月2日（土）  
18:00～20:00
アンスティチュ・フランセ関西−京都

12月16日（土）  
18:00～20:00
アンスティチュ・フランセ関西−大阪

講師：上平 真由美（華道山月流助教授。パリで８年、現在は和歌山、京都で教えている。）
アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
一般： 3500円、クラブ・フランス会員： 3000円
持ち物：花バサミ、お花を持って帰る為の新聞やビニール袋、雑巾一枚
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ニュイ・ブランシュ 
KYOTO 2017 
パリ白夜祭への架け橋  
︱現代アートと過ごす夜

10月6日（金） 夕刻より　京都市内各所で実施　入場無料　www.nuitblanche.jp

「ニュイ･ブランシュ（白夜祭）」は、パリ市が毎秋行う一夜限り
の現代アートの祭典です。
2018年にパリ市と友情盟約締結60周年を迎える京都市
では、今年も日仏の現代アートを楽しめる「ニュイ・ブランシュ 
KYOTO」を市内各所で開催。パフォーマンスや展示、プロ
ジェクション・マッピングなど、多彩なプログラムを夜間、無料
でご覧いただけます。

7度目の開催となる今回は「ランドスケープxムーヴメント」を
テーマに、複数のコースをご提案します。様々な会場で出会う
アートによって、観客それぞれが異なる街の風景を創り出す試
みです。
ニュイ・ブランシュKYOTOでしか味わえない、現代アートの
プロムナードへようこそ！

【主催】京都市、アンスティチュ・フランセ関西　【共催】京都国際マンガミュージアム、京都芸術センター、京都市立芸術大学、京都市交通局、 
ヴィラ九条山　【特別後援】在日フランス大使館　【後援】外務省、在京都フランス総領事館　【助成】アンスティチュ・フランセパリ本部、パリ市　 

【協賛】東洋アルミニウム株式会社、株式会社ビュッフェ･クランポン・ジャパン、パリ・ポンピドゥー・センター日本友の会、全日本空輸株式会社　 
【協力】KYOTO CMEX 実行委員会、エムケイ株式会社

※  天候等の事情により、プログラムは予告なく
変更される場合があります

ヴィラ九条山はアンスティチュ・フランセ日本の5つの支部の1つで、ベタンクールシュエーラー財団とアンスティチュ・フランセの支援を受けています。
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京都国際マンガミュージアム　18 :00 –22 :00
18 :00　オープニング・アクト：津軽三味線 jukiによる演奏
18 :30　オープニング・セレモニー
19 :00　 ミシェル・ドヌーヴによる「クリスタル・バシェ」 

ソロライブ
フランスの彫刻家バシェ兄弟の発明した、彫刻でもあり楽器でもあ
る「音響彫刻」。その楽曲制作と演奏で知られる作曲家ミシェル・ド
ヌーヴが、フランスから来日！

19 :25　プロジェクション・マッピング
マチデコ・インターナショナル-街を映像でデコレートするプロジェクト：
春巻つくね、他

19 :50　MAKOTOによるライブ
20 :15　プロジェクション・マッピング 
20 :45      「クリスタル・バシェ」と尺八＆「クリスタル・バシェ」  

  と声（ボイス・パフォーマンス）のライブ 
  ミシェル・ドヌーヴ（クリスタル・バシェ）、 
  泉武夫（尺八）、北村千絵（声）

21 :10　プロジェクション・マッピング

※荒天の場合中止

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA　11:00–22:00
11 :00 –22 :00　身体0ベース運用法「0 GYM」
ものづくりの観点から出発した身体運用法を「身体0ベース運用法」
と名付け、そのあり方を探る染色作家、安藤隆一郎の理念のもと、@
KCUAに「0 GYM」が出現。

京都芸術センター　10 :00 –22 :00
15:00 / 18:00 / 20:00   プロムナード・ブランシュ・キョウト
都市と身体をテーマに創作を続ける、振付家のアラン・ミシャールと造
形作家のマティアス・ポワソンによる参加型パフォーマンス。

10 :00 –22 :00　ヒッポカムポス・オブ・キョウト
アラン・ミシャールとマティアス・ポワソンが京都芸術センター滞在中
に制作した作品を展示。

地下鉄山科駅構内 音の広場　16 :00 –18 :30
サブウェイ・パフォーマー　リレーライブ

アンスティチュ・フランセ関西 Institut français, Kyoto　 
19 :30 –深夜00 :00

ガーデン&3 Fサロン　19 :30 –深夜00 :00
「Yang Tree/陽の樹 2017 NBK」/ 「Boundary line  

you've made / できちゃった境界線 2017 NBK」 
Installation lumière et son proposée par Takayuki Fujimoto 
alias Kinsei

前庭と3階ともに、LED照明と音楽を同期させた、藤本隆行による光
のインスタレーションを展示。それぞれ音をmama!milk、山/完全版
の今井健太郎に委嘱した作品。

ガーデン　19 :30 –深夜00 :00
京都造形芸術大学マンデイプロジェクト「京造ねぶた」
Illumination d'une lanterne géante en papier, création des 
étudiants de Kyoto Zokei 

稲畑ホール　20 :00 –20 :30 / 22 :15 –22 :45
コンテンポラリー ･ダンスパフォーマンス「Cold Song」
Cold Song, performance plastique et chorégraphique de 
Mylène Benoît avec le danseur Romain Cappello

振付家ミレーヌ・ブノワ（ヴィラ九条山2017年レジデント）による、 
燐光についての研究から生まれたダンス作品。感光性シートの下に 
身を潜めるダンサーが、観客の目前に現れては消える。出演：ロマン・
カペッロ　※ 途中入退場不可

稲畑ホール　21 :00 –21 :45 / 23 :15 –深夜00 :00
空間現代　ライブ　Concert de Kukangendai
野口順哉（g t .v o)古谷野慶輔（b a)山田英晶（d r)による 
スリーピースバンド。オリジナルの楽曲群をカットアップコラー
ジュ、マッシュアップ、反復の手法を用いて構成。

 2 F  会議室　19 :30 –深夜00 :00　
映像上映「Exposer」
Projection en boucle du film Exposer , réalisé par Théo 
Casciani & Cléo Verstrepen
野村香子、辻本桂、ジョシュア・ステファンとのコラボレーションで京
都府立陶板名画の庭にて撮影された作品の上映。監督：テオ・カシ
アーニ、クレオ・ヴェルストルペン。

3 F  33 番教室　19 :30 –深夜00 :00
金属工芸公募展「いまからまめさら2017」
アンスティチュ・フランセ日本賞受賞作品展
Exposition du lauréat du prix Institut français du Japon 
organisé par Seikado, Ryuhei Sako 
清課堂主催の公募展における受賞作、佐故龍平「杢日金小皿」を
展示。

Kinsei R&D
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元淳風小学校　12 :00 -22 :00
『見立てと想像力̶千利休とマルセル・デュシャンへのオマー
ジュ』展
元小学校を舞台にした、日仏アーティストによるグループ展。「茶の湯の 
父」と「現代アートの父」が共通して抱いていた思いに倣い、想像力を刺
激するインスタレーションを制作・展示する。出展：藤本由紀夫、セシル・ 
アンドリュ、宮永愛子、八木良太、染谷聡、ジュスティーヌ・エマール 
（サウンドデザイン：原摩利彦）、井村一登、小松千倫

ロームシアター京都 ローム・スクエア　18 :30 / 20 :30
祝祭のサーカスがやってきた！
ファンタジー&ロック&ジプシーな異世界サーカス団による祝祭のサー
カス。企画制作：瀬戸内サーカスファクトリー

京都国立近代美術館　17 :00 - 21 :00  （インスタレーション）

ストラヴィンスキー「兵士の物語」100周年記念「Soldier's 
Tale / Ronin's Tale」
ヤニック・パジェ（作曲・指揮）、アレクサンドル・モベール（映像）、セバス
チャン・レゼー（脚本・ナレーション）他によるミックス・メディア・パフォー
マンス　※ パフォーマンスは19 :15から

MTRL KYOTO　16 :00 -22 :00
La Villa Kujoyama investit l'espace MTRL KYOTO
小野規＆ジュリアン・ギナン（写真展）、ロールリーヌ・ガリオ＆マチュー・
ペイルーレ＝ギリニ（デザイン/グラフィックデザイン展）、バティスト・イモ
ネ＆ヴァンサン・ジュソーム作品展、ミレーヌ･ブノワ（振付）、トマ・ブー
ヴェ（演出）、フレデリック・ブロンディ（作曲）によるパフォーマンス

ARTZONE　12 :30 - 翌朝06 :00
「Exercise for Death」展

アバンギルド　19 :00 –23 :00
田中誠司（舞踏家）×マリー・ドゥルエ（美術作家）、他

京都駅ビル 東広場　15 :00 - 20 :00
Nuit Blanche × Le Marché エキビルマルシェ： 
Monochrome Circus

京都伝統工芸館　12 :00 -22 :00
北斎漫画と九里一平～時代を超えた二人の絵師の物語

京都美術工芸大学 京都東山キャンパス　10 :00 -22 :00
京もの匠の技と、パリの気鋭デザイナーとのコラボレーション
プロジェクト「京都コンテンポラリー」の展示。

瑞雲庵　15 :00 -22 :00
わたしとしぜんと Et la Nature et moi：新野洋、マーク=アン
トワン・ガルニエ

スフェラ　18 :00 -22 :00
Slow Green - wild orchids - by Green Wise x Sfera

聖ヴィアトール北白川カトリック教会　16 :00 -18 :00
＜ Hommage à Cl. Debussy par Gérard Poulet >  
< Hommage à M. Ooka >
ジェラール・プーレ、川島余里、金子文子、他

清課堂　 10 :00 -22 :00　
児玉幸子展　「眩惑について」

FIND CRAFT & WORKS （堀川団地）   13 :00 –22 :00
ソリッド・ステート・ロジック：山角洋平、松延総司による展示

eN arts：田中真吾個展／ギャラリーギャラリー：村山順子個展／
ギャラリー 16：谷原菜摘子展／ギャラリー知：近藤大祐＋京都造
形芸術大学プラスプロジェクトプレビュー／ギャラリーマロニエ：い
とから展／ galleryMain：CITYRAT press × 『写ルンです』／
ギャラリーモーニング：長谷川由貴個展／ KUNST ARZT：やまもと  
ひさよ個展 ／同時代ギャラリー：ヤマゲンイワオ作品展、新谷聡子陶展
／MORI YU GALLERY：UNDULATIONISM 5／ Lumen gallery：
大谷健太郎監督フィルム映画特集

Nuit Blanche After Party Program 2017: 
CLUB METRO, FORUM KYOTO
香老舗 松栄堂による香りの演出（アンスティチュ・フランセ 
関西、京都芸術センター、元淳風小学校）

www.nuitblanche.jp

© Sachiko Kodama Studio
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                   NUIT DES IDÉES 2018 - KYOTO
アイデア・ナイト2018 京都 夜想記念日～思想の夕べ
「共通の世界」をテーマに、京都では都市の再生を 
取り上げた第一回目の成功に続き、アンスティチュ・
フランセ関西では1月25日（木）に第二回目となるアイ
デア・ナイトを開催致します。「ユートピアを目指した 
五月革命から50周年を迎える機会に～想像力に 
至上権を～」をテーマとして取り上げます。

A p r è s l e s u c c è s d e l a p r e m i è r e é d i t i o n 
consacrée au thème « Un monde commun », 
décliné sur la revitalisation de la ville à Kyoto, 
l'IFK organisera le jeudi 25 janvier, une nouvelle 
Nuit des Idées consacrée, cette fois-ci , à  
« L'imagination au pouvoir », pour faire écho à 
Mai 68 et parler de 50 ans d'utopies.

予告

THÉÂTRE

PRÉ-ÉVÉNEMENT POUR LE 60E ANNIVERSAIRE DU PACTE D'AMITIÉ ENTRE LES 
VILLES DE PARIS ET DE KYOTO
ÉVÉNEMENT DE CÉLÉBRATION DU 90E ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE 
L'INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON – KANSAI

PIÈCE DE NÔ « OMOKAGUÉ – LA FEMME ET 
SON OMBRE » DE PAUL CLAUDEL
京都・パリ友情盟約締結60周年記念  プレ事業
アンスティチュ・フランセ関西  創立90周年記念事業 

新作能 「面影」 - ポール･クローデル「女と影」による -

金剛能楽堂
正面席：8000円、脇正面席 7000円、中正面席・2階席：6000円、学生席：4000円 
お申込・チケット販売：金剛能楽堂　Tel. 075-441-7222　チケットぴあ Tel. 0570-02-9999　Pコード480-219 
主催：公益財団法人 金剛能楽堂財団／共催：京都市、アンスティチュ・フランセ関西

Représentation inédite par la compagnie Kongo de « OMOKAGUÉ - La Femme 
et son ombre », pièce écrite par Paul Claudel et adaptée en 2016 pour le théâtre 
Nô par la célèbre école de Kyôto. La pièce originale a été jouée en 1923 par 
Nakamura Fukusuke V au Théâtre impérial.

Lieu : Théâtre de Nô Kongo

出演：シテ／金剛永謹   ツレ／金剛龍謹   ワキ／福王和幸　　
解説：中條 忍（青山学院大学名誉教授）　　監修：金剛永謹
囃子監修：大倉源次郎　　詞章監修：冷泉貴実子、有松遼一

10月29日（日） 16 :00
アンスティチュ･フランセ関西の創設を提唱したポール・クローデル
（1868 -1955）は、20世紀フランスを代表する劇詩人にして外交官。
駐日フランス大使（1921 -1927）として在日中、能、歌舞伎、文楽を愛し、
画家や詩人と親交を結び、日本から着想を得た多くの作品を残していま
す。その一つが『女と影』です。
アンスティチュ･フランセ関西の創立90周年を記念し、金剛流宗家による
『女と影』を翻案した創作能『面影』を上演します。原作は1923年、五代
目中村福助によって帝国劇場で初演されました。武士、先妻の亡霊、後
妻を登場させ、彼らの闇に交差する内面のこだまを形象化した作品です。
クローデルが「私の能」と呼ぶ作品をぜひご観劇下さい。
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ÉVÉNEMENT DE CÉLÉBRATION DU 90E  
ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE  
L'INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON – KANSAI
アンスティチュ・フランセ関西 創立90周年記念
アンスティチュ・フランセ関西は本年 10月、創立より90周年
を迎えます。
当時の駐日フランス大使ポール･クローデルの提唱により、
1927年10月、関西日仏学館の名称で九条山に設立されまし
た。フランス政府が運営する、日本で最初のフランス語学校の
誕生です。国際色溢れる九条山時代の後、1936年には現在
の建物が建てられ、東久邇宮を迎えた華やかな落成式が開
催されました。
1940年のパリ陥落、続く太平洋戦争の勃発により、関西日
仏学館は厳しい状況に追い込まれますが、ブラックリストに掲
載された仏人作家の授業も継続し、「平和の小島」として活動
を続けます。しかし1945年春、ついに軍需作業場として接収
され、教職員が投獄される事態となります。
戦後は組織の再編など、さまざまな時代の変遷を乗り越えな
がら、アンスティチュ・フランセ関西は、今も設立当初と変わら
ぬ使命を果たし続けています。
志高く活動に関わり続けた多くの人々、文化の力を信じて日
仏交流に努めた歴史を、この機会に皆様にご紹介できました
ら幸いです。
なお、古い資料の多くは戦時中に紛失しているため、京都大
学人文科学研究所の多大な支援により、フランスの外交文書
館を訪ねる等、数年にわたる調査が行われました。ここに厚く
御礼申し上げます。

Cette année, l'Institut français du Japon – Kansai fêtera ses 90 
ans. Il fut fondé en octobre 1927 à Kujoyama sous le nom de 
« Institut franco-japonais du Kansai » à l'initiative de Paul Claudel 
qui occupait alors le poste d'Ambassadeur de France au Japon.
La création, neuf ans plus tard, du bâtiment actuel, fut célébrée 
en grande pompe lors de l'inauguration de 1936 en présence du 
Prince Higashikuni.
Après la chute de Paris en 1940 et le début de la guerre du 
Pacifique en 1941, l'Institut a rencontré de grandes difficultés, mais 
n'a pas cessé pour autant ses activités et ses cours, représentant 
un « îlot de paix ». Cela a duré jusqu’au printemps 1945, date à 
laquelle l'Institut fut réquisitionné pour servir l'effort de guerre… et 
ses personnels incarcérés.
Depuis la réorganisation d'après-guerre et malgré la succession 
de nombreux bouleversements, l'Institut continue de remplir 
aujourd'hui sa mission initiale. 
Cet événement sera l'occasion de revenir sur une histoire riche 
en échanges culturels, intellectuels notamment, entre la France 
et le Japon. 
Au programme de cette célébration, un symposium et une 
exposition, réalisés avec le précieux soutien de l'Institut de 
Recherche en Sciences Humaines de l'Université de Kyoto, 
qui a mené des recherches auprès du Centre des Archives 
Diplomatiques pour réunir l'ensemble des documents présentés 
à cette occasion.

主催：アンスティチュ・フランセ関西
協賛：稲畑産業株式会社、株式会社堀場製作所、京都日仏協会、公益財団法人 稲盛財団、株式会社大林組、一般財団法人 本願寺文化興隆財団 

協力：京都大学人文科学研究所「みやこの学術資源研究 ･活用プロジェクト」 

38 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI



SYMPOSIUM

LA FRANCE EST À KYOTO ! HISTOIRE ET MÉMOIRE DE L'INSTITUT FRANÇAIS 
DU JAPON – KANSAI
シンポジウム 「京

みやこ

にフランスあり！ 
─アンスティチュ・フランセ関西の歴史と記憶─」
10月28日（土）  
第一部 15:00～16:20  /  第二部 16:30～17:30

EXPOSITION

LA GRANDE TRAVERSÉE, 90 ANS 
D'HISTOIRE DE L'INSTITUT
展覧会 「アンスティチュ・フランセ
関西の90年を振り返る」
10月25日（水）～11月12日（日） 
火～土：10:00～19:00 ※10月28日（土）は15時まで 
日：10:00～15:00、月・祝休
九条山時代の貴重な写真、新館落成式の華やかな様子、
戦時中の活動報告書や新聞記事、藤田嗣治や湯川秀樹の
署名が残る芳名録、昔のフランス語の教科書など、90年の
歩みをパネルや資料で振り返る展覧会です。
アンスティチュ・フランセ関西―京都　サロン　入場無料
Retour sur 90 ans d'existence de l'Institut au travers d'anciennes 
photographies datant de la fondation à Kujoyama et de la grande 
cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment, d'articles de 
journaux publiés pendant la guerre, d'extraits du livre d'or signé 
notamment par Tsuguharu Foujita et Hideki Yukawa, et d'anciens 
manuels de français. 

Lieu : Institut français, Kyoto, salon

EXPOSITION

EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DE 
LIVRES RARES 
希少本の特別展示
10月27日（金）～10月29日（日） 
金・土：10:00～19:00　 
日：10:00～15:00
ゾラの署名本、藤田嗣治の挿絵入りのクローデルの書籍
など、通常非公開の貴重な書籍を展示します。国共内戦の 
前後、上海のアリアンス・フランセーズより送られた書籍も
含みます。
アンスティチュ・フランセ関西―京都　2F 会議室（予定）　入場無料
Présentation pour la première fois au public, du fonds ancien 
constitué d'ouvrages rares, portant la signature de Zola ou 
encore illustré par Tsuguharu Foujita de la collection personnelle 
de Paul Claudel.

Lieu : Institut français, Kyoto, salle de réunion (à confirmer) 

1927年の開館以来、「京都のなかのフランス」としてフランス
語教育と日仏文化交流に努めてきたアンスティチュ・フランセ
関西（旧関西日仏学館）。時の駐日大使ポール・クローデル
と関西随一の財界人・稲畑勝太郎の力強い連携により誕生
し、本年 10月に90周年を迎える同館の歴史の魅力を、縁
ある日仏の研究者とともに、新資料を繙きながら探ります。
講演：富永茂樹（京都大学名誉教授）、ミッシェル･ワッセルマン 
（立命館大学特任教授）、フランソワ・ラショー（フランス国立極東学
院教授）
モデレーター：立木康介（京都大学人文科学研究所准教授）
アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
入場無料／日本語、フランス語（同時通訳付き）
共催：京都大学人文科学研究所

Depuis son ouverture en 1927, l'Institut continue à donner des 
cours de français et promouvoir les échanges culturels franco-
japonais, symbolisant ainsi une extension de la France à Kyoto. 
Né de la forte collaboration entre l'Ambassadeur Paul Claudel 
et M. Katsutaro Inabata, l'Institut célèbre son 90e anniversaire 
en octobre de cette année. Grâce à de récents travaux de 
recherches, des archives que l'on pensait perdues ont été (re)
découvertes. À travers ces document encore jamais présentés 
au public, des chercheurs franco-japonais vous feront (re)
découvrir l'histoire passionnante de l'Institut. 
Conférenciers : Shigeki Tominaga, François Lachaud,  
Michel Wasserman / Modérateur : Kosuke Tsuiki

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata
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FEUILLES D'AUTOMNE 2017
今年で10周年を迎える『読書の秋』は、フランスか
らオリヴィエ・ブルドー、ゼイナ・アビラシェドの他、 
サプライズゲストを加えた計三名を関西に迎え、
講演会、ヤマザキマリとの対談にライブ・ペイン
ティングと、文学とすべての芸術が融合するこれまで
にないフェスティバルをお楽しみいただきます。

Le festival Feuilles d'automne fête cette année 
son 10e anniversaire avec trois auteurs français de 
littérature et de bande dessinée dans le Kansai :  
Olivier Bourdeaut, Zeina Abirached et un invité 
surprise. Conférence, rencontre avec Yamazaki 
Mari, mais aussi concert dessiné... Plus que jamais la 
littérature est au croisement de tous les arts !

                           RENCONTRE AVEC OLIVIER BOURDEAUT
À L'OCCASION DE LA SORTIE EN JAPONAIS DE  
SON PREMIER ROMAN EN ATTENDANT BOJANGLES

オリヴィエ・ブルドーを迎えて 
『ボージャングルを待ちながら』日本語版出版記念

10月30日（月）　16:40～18:10
デビュー作『ボージャングルを待ちながら』がベスト
セラーとなり、文学界を賑わせたフランス人作家、
オリヴィエ・ブルドー。読書家から一躍スター作家
となったブルドーが、邦訳が9月に出版された
のを記念し来日することになりました。ニーナ・
シモンの歌に導かれて紡がれた愛の物語を、自ら
紹介します。
京都外国語大学　
逐次通訳付　入場無料　共催 ：京都外国語大学

Paraissant fin septembre au Japon, ce premier 
roman d'un auteur français jusqu'alors inconnu, a 
bouleversé le printemps littéraire de par sa fraîcheur 
et son succès ! Passé de lecteur boulimique à auteur 
vedette, Olivier Bourdeaut nous entraîne dans un 
magnifique roman d'amour porté par la musique de 
Nina Simone. Séance de dédicace exceptionnelle 
dans le Kansai.

Lieu : Université des études étrangères de Kyoto

© editions Finitude

読書の秋 2017

LITTÉRATURE

講演の後には、 
サイン会を行います。



BANDE DESSINÉE

DE BEYROUTH À PARIS ET DU JAPON EN ITALIE 
RENCONTRE INÉDITE ENTRE ZEINA ABIRACHED ET 
YAMAZAKI MARI
ゼイナ・アビラシェドとヤマザキマリの対談 

「ベイルートからパリそして日本からイタリア」
11月5日（日）　14:00～16:00

2015年カステルマン社から出版されたゼイナ・
アビラシェドによるBD作品『オリエンタル
ピアノ』は、彼女の出自であるレバノンと
フランス、二つの国の物語として多く
の読者の共感を得ました。日本では
河出書房新社で翻訳されています。
作品の中で重要な役割を果たすピア
ノを用いて、新進気鋭のジャズピアニス
ト、ステファン・ツァビスの伴奏のもと、

作者本人のライブペインティングによる、 
音楽とイラストの複合的なイベントを開催！

アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
一般 : 2500円、クラブ・フランス会員 : 1500円
 予約 : contact@openmusic.jp.net

ゼイナ・アビラシェドはベイルートに生まれ、フランスとレバノンで
育ち、アートを学んだバンドデシネの作者です。作品『オリエンタ
ル・ピアノ』では、モノクロのグラフィックを用いて、1950年代の
ベイルートと現在のパリを結びつけています。この度、アビラシェ
ドと『テルマエ・ロマエ』の作者、ヤマザキマリの対談が実現する
ことになりました。ヤマザキ自身もイタリアで美術を学び、米国、
シリアなどでの暮らしを経て現在はイタリアに在住、多彩な文化
に触れてきた経験からマンガの可能性を広げています。
京都国際マンガミュージアム　1階 多目的映像ホール
先着 200名　※ 10時より館内にて整理券を配布
www.kyotomm.jp

共催：京都国際マンガミュージアム / 京都精華大学国際マンガ研究センター
逐次通訳付　入場無料・但し、ミュージアムの入館料は別途必要
（大人：800円、中高生：300円、小学生 100円）

Née à Beyrouth, Zeina 
Abirached a grandi et suivi 
ses études artistiques entre 
la France et le Liban. Dans Le 
Piano Oriental, elle relie avec un 
style graphique en noir et blanc, 
le Beyrouth des années 50 au 
Paris actuel. Elle rencontrera 
Yamazaki Mari (auteure du 
best-seller Thermae Romae), 
vivant elle-même entre le Japon 
et l'Italie, pour un échange 
autour de la bande dessinée et 
du manga sous l'influence de 
différentes cultures.

Lieu : Musée international du 
manga de Kyoto, rez-de-
chaussée, auditorium

MUSIQUE

CONCERT DESSINÉ AUTOUR DU LIVRE LE PIANO ORIENTAL
ライブペインティング『オリエンタルピアノ』
11月8日（水）　19:00～20:30

© Mari Yamazaki, Tori Miki

© Kawade Shobo

© Mari Yamazaki / KADOKAWA

© D. R. © D. R.

© Pierrick Guidon

Dans un parcours visuel et sonore, les dessins de Zeina 
Abirached envahissent une maison du sol au plafond. Du 
Liban à la France, en arabe et en français, l'artiste marie 
l'Orient et l'Occident avec la fabuleuse histoire d'un piano 
bilingue. Le parcours s'achève avec une lecture dessinée - 
par l'auteure elle-même -, accompagnée du fameux piano 
à quart de ton activé par le pianiste Stéphane Tsapis. Cet 
instrument est l'unique copie au monde de ce fameux 
piano bilingue !

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

※  当日ご参加いただき、ミュージアムショップで対象書籍をご購入いただいた先着50名様に、 
対談終了後、ゼイナ・アビラシェドによるサイン会を開催します。
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河出書房新社

L E  P I A N O
OR I E N TA L  

ゼイナ・アビラシェド

関口涼子訳
Zeina Abirached



DÉBAT D'IDÉES  

LE PETIT BISTROT DE L'INFO
ニュースでプチ・ビストロ
10月20日（金）、11月10日（金）、12月8日（金）　 
18:30～20:00
皆で意見を交換し、考えを深めながら、楽しいひとときを！
月に一度、ドリンクを片手に、フランス語で最新ニュースについて語り合ってみませんか？
「ニュースでプチ・ビストロ」では、皆が集まり、一つのテーマをめぐってディスカッションをし
ます。ジャーナリストのラファエル・ブリオーがコーディネーターをつとめます。ゲストによる簡
潔なテーマ紹介に続いて、グラスを囲んで各自が自由に発言し、意見を述べる新企画。
アンスティチュ・フランセ関西 ―京都　ル・カフェ
一般：1000円、クラブ・フランス会員：800円　※ ドリンク 1杯を含む
Venez débattre d'actualités entre francophones à l'heure de l'apéritif ! Chaque mois, le Petit Bistrot 
de l'info propose de se retrouver autour d'un thème pour une discussion animée par la journaliste 
Rafaële Brillaud. Après une courte présentation réalisée par un invité, chacun pourra prendre la parole 
et s'exprimer librement. L'occasion d'échanger ses idées et de partager un moment de convivialité.

Lieu: Institut français, Kyoto, Le Café

RENCONTRE AVEC TIERNO MONÉNEMBO
チエルノ・モネネムボ講演会
9月22日（金）　11:00～12:00
チエルノ・モネネムボ（1947年生まれ）は、ギニア共和国出身の作家。40年以上に
わたる亡命の後、つい最近祖国に帰国しました。12作を数える作品において、彼は
次 に々出身国のこと、その国民のこと、その歴史（『映画』『プル族』や、2008年にル
ノドー賞を得た『カヘルの王』）、苦難の物語（『黒いテロリスト』）、旅や地理（『エル
ガスのためのアティエケ』におけるコートジボワール、『プルーリンホ』におけるブラジ
ル、『年長の孤児』におけるルワンダ、『キューバ鶏は夜に鳴く』におけるキューバ）を取
り上げています。
司会：ジャック・ぺシュール
アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
講演はフランス語　入場無料

Tierno Monénembo est né en 1947 en 
Guinée où il vient de rentrer après un 
exil de plus de 40 ans. Dans son œuvre, 
riche de quelque 12 romans, il évoque 
tour à tour son pays natal, son peuple et 
son histoire (Cinéma, Peuls ou encore Le 
Roi de Kahel, prix Renaudot 2008), une 
histoire tourmentée (Le Terroriste noir) et 
une géographie voyageuse (la Côte d'ivoire 
dans Un attiéké pour Elgass, le Brésil dans 
Pelourinho, le Rwanda de L'Aîné des 
orphelins, Cuba dans Les Coqs cubains 
chantent à minuit)...

CONFÉRENCES

CONFÉRENCE DE KIM THUY  
« ÉCRIRE ENTRE DEUX CULTURES :  
UNE ÉCRITURE RELATIVISÉE »
キム・チュイ講演会「二つの文化のあいだで書く
こと～相対化されたエクリチュール」
9月21日（木）　11:00～12:00
出身国であるベトナムと、亡命先のケベックとのあいだに生きるキム・チュイは、二つ
の文化が織り成す声のようなエクリチュールを作り上げています。それは完全にベト
ナム的でもなければ完全にケベック的でもなく、あからさまなオリエンタリズムと戯れ
ながらも相対化された文化を再構築しようとする、絶え間ない探求の成果であると
いえます。彼女を迎えることは、多文化共生について考えるきっかけとなるでしょう。
司会：関 未玲（愛知大学）
アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
逐次通訳付　入場無料

Entre le Vietnam, son pays d'origine, et 
le Québec, son pays d'accueil, Kim Thúy 
élabore une écriture qui est comme 
une voix tissée entre les cultures. 
Ni complètement vietnamienne ni 
entièrement québécoise, jouant avec un 
orientalisme affiché, elle témoigne de sa 
recherche permanente pour reconstituer 
des cultures relativisées. La rencontre 
avec l'auteure nous amènera ainsi à une 
réflexion sur la cohabitation interculturelle.

Modératrice : Mirei Seki  (université d'Aichi)

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

Modérateur : Jacques Pécheur 

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata
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GOURMET

LE MARCHÉ DE L'INSTITUT
ル・マルシェ

9月10日（日）、11月12日（日）*　10:00～16:00
毎月アンスティチュの庭とテラスを開放し、本場フランスさながらのマル
シェを開催します。旬の食材や手作りの雑貨などが並ぶほか、飲食物
のテイクアウトやイートインも。音楽が流れるガーデンで、素敵なフラン
ス風日曜日を過ごしましょう！
※ 雨天の場合、開催を急遽中止する場合があります。ご了承ください。

アンスティチュ・フランセ関西―京都　ガーデン
主催：ena farm  www.enafarm.jp

共催：アンスティチュ・フランセ関西
協力：anowa農業法人
＊ ル・マルシェと同じ日、フランス語初心者無料体験レッスン（p.4）も行います。

À Kyoto, le jardin et la terrasse de l'Institut se transforment chaque mois 
en marché du dimanche où vous trouverez une grande variété de produits 
alimentaires ou fait main, à emporter ou consommer sur place. Dans une 
ambiance musicale, venez passer un dimanche « à la française » !
* En cas de forte intempérie, l'événement sera annulé.

Lieu : Institut français, Kyoto, jardin

EXPOSITION

VINCENT LEFRANÇOIS  
« UNE VILLE AU JAPON » – DE FUKUOKA À KYOTO
ヴァンサン・ルフランソワ展   

「日本の街」 福岡から京都へ
12月 2日（土）～ 17日（日）  
火曜～土曜：10:00～18:00   
日曜：10:00～15:00
ヴァンサン・ルフランソワは、第二の故郷であるその街の
象徴的な場所を、独特の眼差しで表現することで、私たち
の現実がもつ詩的次元を示します。日本の都市のアイデン
ティティを成すものが何であるのかを問いかけるイラスト展
です。
オープニングパーティー：12月2日（土）
アンスティチュ・フランセ関西 ―京都　サロン
入場無料

Vincent Lefrançois met en scène les lieux symboliques de sa 
ville adoptive avec un regard original et décalé, pour mieux 
montrer la dimension poétique du réel, et inviter le spectateur 
à se questionner sur ce qui fait l'identité d'une ville japonaise.

Vernissage le 2 décembre et rencontre

Lieu : Institut français, Kyoto, salon

LE MARCHÉ DE NOËL 
マルシェ・ド・ノエル

12月16日（土）、17日（日）　11:00～19:00
12月には恒例の「マルシェ・ド・ノエル」を開催します。クリスマスのデコ
レーションが施されたガーデンで、ご家族やお友達とノエルのフードや
お買い物をお楽しみください。夜の美しいイルミネーションもどうぞお見
逃しなく！
Venez nombreux au marché de Noël, en famille ou entre amis, pour faire 
vos achats et déguster des produits de fête dans le cadre du jardin décoré 
pour l'occasion.

BANDE DESSINÉE
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LITTÉRATURE

GUERRE ET LITTÉRATURE : LE JAPON D'APRÈS-GUERRE VU À TRAVERS  
LE DEUXIÈME ART DE TAKEO KUWABARA
戦争と文学 桑原武夫「第二芸術論」から見た戦後日本 
9月30日（土）　14:00～15:30
第二次大戦直後の日本の言論状況を、京大人文研で活躍し
「京都学派」の一翼を担ったフランス文学者桑原武夫の論
壇デビュー作「第二芸術論」（現代俳句論）をとおして考える。
講師：大浦康介（京都大学名誉教授）
アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
講演は日本語　入場無料
主催・お問合せ：ロマン・ロラン研究所　Tel. 075-771-3281

19世紀に生まれたロマン・ロラン(1866 -1944 )が、当時の
文壇に君臨した文豪ヴィクトル・ユゴーの歩みを踏襲しようと
したのは確かでしょう。しかし、彼はユゴーを真似ようとしたわ
けではなく、『作家の使命』を自らに課す中で、自然に、ユゴー
的伝統に合流したと思われます。よって、ロランにおけるユゴー
的な要素を明らかにすることは、ヨーロッパ的立場で政治的
に参画する知識人であったロランの真価を認めることであり、
より広範的に、思想史におけるロランの重要性を示すことにな
るでしょう。
アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
逐次通訳付　入場無料
主催・お問合せ：ロマン・ロラン研究所　Tel. 075-771-3281

LITTÉRATURE

CONFÉRENCE DE DIDIER CHICHE  
« ROMAIN ROLLAND : UN HUGOLIEN AU XXE SIÈCLE » 
ディディエ・シッシュ講演会 

「ロマン・ロラン、20世紀におけるユゴー的作家」
12月9日（土）　14:00～16:00

MUSIQUE

RÉCITAL DE CLAVECIN – MUSIQUE FRANÇAISE DE TAIJI TAKATA VOL.III
チェンバロ・リサイタル 高田泰治のフランス音楽 Vol.III
11月11日（土）　15:00

京都限定の企画「高田のフランス・バロック」
プロジェクト。今回で3回目となり、デュフリ
やクープランといったフランス・バロックを代
表する作曲家の作品を取り上げます。フラン
スの貴族が酔いしれたクラヴサン。古典鍵
盤楽器の若き巨匠 高田泰治による演奏で、
ぜひお聴きください！
アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール
一般：3000円、 
クラブ・フランス会員：2400円
共催・お問い合わせ：日本テレマン協会  
Tel. 06-6345-1046

Récital exceptionnel de « Musique française 
baroque par Takata » à Kyoto. Pour la troisième 
fois, le claveciniste Taiji Takata présente un 
programme de musique baroque avec de 
grands compositeurs français tels que Duphly 
et Couperin. Le jeune maître de clavecin 
invite le public à découvrir les sonorités rares 
de cet instrument, qui a fasciné autrefois la 
noblesse française.

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

Yasusuke Oura propose de réfléchir, dans cette conférence, sur 
la situation du discours politique et culturel du Japon des années 
1940 et 50 (juste après la Seconde Guerre mondiale) à travers  
" Le Deuxième Art ", portant sur le haïku moderne, écrit par Takeo 
Kuwabara qui fut professeur au Jinbunken et un des chefs de file 
de la fameuse École de Kyoto.

Conférencier : Yasusuke Oura , professeur émérite de l'Univer-
sité de Kyoto

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

Issu du XIXe siècle que domine la grande figure de Victor Hugo, 
Romain Rolland (1866-1944) a très certainement eu l'idée de 
mettre ses pas dans ceux du grand homme. Ce n'est pas qu'il 
ait cherché à imiter à proprement parler Victor Hugo ; disons 
plutôt que l'idée qu'il s'est faite du métier d'écrivain l'a sans doute 
porté à se rattacher spontanément à la tradition hugolienne. 
Mettre en évidence tout ce qui, chez Rolland, peut être considéré 
comme hugolien, c'est donc rendre justice à l'intellectuel engagé 
et européen qu'il a su être ; c'est aussi, d'un point de vue plus large 
encore, lui donner toute sa place dans l'histoire des idées.

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata
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MÉDIATHÈQUE 
PAUL 
CLAUDEL

ポール・クローデル メディアテーク

ポール・クローデル メディアテークは、フランスやフラン
ス語に関する豊富な資料を自由にお楽しみいただける
場所です。京都と大阪の館内にあり、雑誌や新聞、
DVD、CD、古典文学や現代文学、日本学、観光ガイド
や生活ノウハウについての書籍、美術書、バンドデシネ、
ヴィラ九条山関連資料や児童書など、多様な蔵書を取
り揃えています。

Espace pédagogique, revues et journaux, DVD, 
CD, littérature classique et contemporaine, 
japonologie, tourisme et art de vivre, livres 
d'art, bandes dessinées, fonds documentaire 
de la Villa Kujoyama et espace jeunesse, en 
consultation sur place et prêt à domicile.

他館からの貸出
国内のフランス文化ネットワークのライブラリーと
共有するオンライン・カタログから、蔵書を借りるこ
ともできます。
送料は利用者のご負担となります。
貸出条件は各図書及びサイトでご確認下さい。

EMPRUNTS DANS LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES FRANÇAISES DU JAPON

BIBLIOTHÈQUE 
DE L'APPRENANT

フランス語 学習スペース

メディアテークで TV５Monde！

TV5 MONDE DANS 
LA MÉDIATHÈQUE

メディアテークには、フランス語を学ぶ皆様のための学習
用図書があります。入門から上級まで、難易度に応じた
書籍、資料を取り揃えていますので、それぞれのレベルに
合わせてお選びいただけます。イラスト付きの単語帳や
ストーリーブック、小説やCD付 オーディオブックも。ぜひ
ご活用下さい！

Culturethèqueはアンスティチュ・フランセ日本のデジタル図
書館。アンスティチュ・フランセ日本の受講生の皆様は、
Culturethèqueに無料で登録していただくことができます。
フランス語レベル・アップのための学習教材、推薦読書コンテ
ンツとともに、9万件以上の資料、ビデオ、雑誌、ゲーム、ＢＤ
や最新文芸関連ニュースも閲覧
（無料）できます。

Les abonnés de la médiathèque 
peuvent s'inscrire à Culturethèque 
pour bénéficier de plus de 90 000 
documents, vidéos, magazines, jeux 
et BD, ainsi que l'actualité littéraire.

アンスティチュのパートナーであるフランス語国際放送
局「TV5 Monde」がメディアテークで視聴できるように
なりました。フランスのライフ・スタイル、スポーツ、娯楽、
ドラマ、ジュニア向け番組、映画、ドキュメンタリー、
ニュースなどの番組を見て、フランス語のレベルをアップ
させましょう！

Grâce à notre partenaire TV5 Monde, la chaîne 
francophone est diffusée en continu dans notre 
nouvel espace multimédia et détente à l'Institut 
français du Kansai. Émissions sur l'art de vivre, le 
sport, de divertissement, séries, documentaires, 
films, programmes pour la jeunesse et actualité, 
améliorez votre français avec TV5 Monde !

Accès
Accès libre et gratuit. 

 

Mardi - vendredi 9h30 - 21h30

Samedi 9h30 - 19h

Dimanche 9h30 - 16h

Mardi - vendredi 9h30 - 21h30

Samedi 9h30 -19h30

Dimanche 9h30 - 16h  

Prêt
Prêt réservé aux membres Club France.

8 Livres 3 semaines

4 Magazines 2 semaines

5 CD 2 semaines

2 DVD 2 semaines

2 livres audio 2 semaines

開館時間
閲覧は無料です。ご自由にご覧下さい。 

  

火曜日～金曜日 9:30 - 21:30

土曜日 9:30 - 19:00

日曜日 9:30 - 16:00

 

火曜日～金曜日 9:30 - 21:30

土曜日 9:30 - 19:30

日曜日 9:30 - 16:00

貸出
貸出には、クラブ・フランスの会員登録が必要です。

書籍 8冊 3週間
雑誌  4冊 2週間
CD 5枚 2週間
DVD 2枚 2週間
オーディオブック 2冊 2週間

Inscrivez-vous à Culturethèque !
CULTURETHÈQUE に登録しましょう !
www.culturetheque.com

オンライン蔵書カタログ： 
www1.institut.jp
お問合せ / Renseignements：
kyoto.mediatheque@institutfrancais.jp

POUR CONSULTER LE CATALOGUE COMMUN : 
WWW1.INSTITUT.JP

※ 10月1日（日）～10月8日（日）の受付時間につきましては、
6Pをご参照下さい。

※ 大阪は10月1日休館

* Pendant l'intersession du 03/10 au 01/10, les horaires 
de la médiathèque suivent celles de l'accueil (voir p.6).
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MÉDIATHÈQUE 
PAUL 
CLAUDEL

ポール・クローデル メディアテーク

ポール・クローデル メディアテークは、フランスやフラン
ス語に関する豊富な資料を自由にお楽しみいただける
場所です。京都と大阪の館内にあり、雑誌や新聞、
DVD、CD、古典文学や現代文学、日本学、観光ガイド
や生活ノウハウについての書籍、美術書、バンドデシネ、
ヴィラ九条山関連資料や児童書など、多様な蔵書を取
り揃えています。

Espace pédagogique, revues et journaux, DVD, 
CD, littérature classique et contemporaine, 
japonologie, tourisme et art de vivre, livres 
d'art, bandes dessinées, fonds documentaire 
de la Villa Kujoyama et espace jeunesse, en 
consultation sur place et prêt à domicile.

他館からの貸出
国内のフランス文化ネットワークのライブラリーと
共有するオンライン・カタログから、蔵書を借りるこ
ともできます。
送料は利用者のご負担となります。
貸出条件は各図書及びサイトでご確認下さい。

EMPRUNTS DANS LE RÉSEAU DES 
MÉDIATHÈQUES FRANÇAISES DU JAPON

BIBLIOTHÈQUE 
DE L'APPRENANT

フランス語 学習スペース

メディアテークで TV５Monde！

TV5 MONDE DANS 
LA MÉDIATHÈQUE

メディアテークには、フランス語を学ぶ皆様のための学習
用図書があります。入門から上級まで、難易度に応じた
書籍、資料を取り揃えていますので、それぞれのレベルに
合わせてお選びいただけます。イラスト付きの単語帳や
ストーリーブック、小説やCD付 オーディオブックも。ぜひ
ご活用下さい！

Culturethèqueはアンスティチュ・フランセ日本のデジタル図
書館。アンスティチュ・フランセ日本の受講生の皆様は、
Culturethèqueに無料で登録していただくことができます。
フランス語レベル・アップのための学習教材、推薦読書コンテ
ンツとともに、9万件以上の資料、ビデオ、雑誌、ゲーム、ＢＤ
や最新文芸関連ニュースも閲覧
（無料）できます。

Les abonnés de la médiathèque 
peuvent s'inscrire à Culturethèque 
pour bénéficier de plus de 90 000 
documents, vidéos, magazines, jeux 
et BD, ainsi que l'actualité littéraire.

アンスティチュのパートナーであるフランス語国際放送
局「TV5 Monde」がメディアテークで視聴できるように
なりました。フランスのライフ・スタイル、スポーツ、娯楽、
ドラマ、ジュニア向け番組、映画、ドキュメンタリー、
ニュースなどの番組を見て、フランス語のレベルをアップ
させましょう！

Grâce à notre partenaire TV5 Monde, la chaîne 
francophone est diffusée en continu dans notre 
nouvel espace multimédia et détente à l'Institut 
français du Kansai. Émissions sur l'art de vivre, le 
sport, de divertissement, séries, documentaires, 
films, programmes pour la jeunesse et actualité, 
améliorez votre français avec TV5 Monde !

Accès
Accès libre et gratuit. 

 

Mardi - vendredi 9h30 - 21h30

Samedi 9h30 - 19h

Dimanche 9h30 - 16h

Mardi - vendredi 9h30 - 21h30

Samedi 9h30 -19h30

Dimanche 9h30 - 16h  

Prêt
Prêt réservé aux membres Club France.

8 Livres 3 semaines

4 Magazines 2 semaines

5 CD 2 semaines

2 DVD 2 semaines

2 livres audio 2 semaines

開館時間
閲覧は無料です。ご自由にご覧下さい。 

  

火曜日～金曜日 9:30 - 21:30

土曜日 9:30 - 19:00

日曜日 9:30 - 16:00

 

火曜日～金曜日 9:30 - 21:30

土曜日 9:30 - 19:30

日曜日 9:30 - 16:00

貸出
貸出には、クラブ・フランスの会員登録が必要です。

書籍 8冊 3週間
雑誌  4冊 2週間
CD 5枚 2週間
DVD 2枚 2週間
オーディオブック 2冊 2週間

Inscrivez-vous à Culturethèque !
CULTURETHÈQUE に登録しましょう !
www.culturetheque.com

オンライン蔵書カタログ： 
www1.institut.jp
お問合せ / Renseignements：
kyoto.mediatheque@institutfrancais.jp

POUR CONSULTER LE CATALOGUE COMMUN : 
WWW1.INSTITUT.JP

※ 10月1日（日）～10月8日（日）の受付時間につきましては、
6Pをご参照下さい。

※ 大阪は10月1日休館

* Pendant l'intersession du 03/10 au 01/10, les horaires 
de la médiathèque suivent celles de l'accueil (voir p.6).
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
講師紹介

専任講師・学習アドバイザー
学習者の皆様からの講座のご相談やフランス語上達のためのアドバイスを担当します。 
また、講座全般のコーディネーターとして、講座の質をチェックし、他の講師へ指導のサポートを行います。

非常勤講師

Michel DAVY                                     
ボルドー出身。海外で暮らすことと外国語を話す
ことが好き。　

Romain CHAULET             
ブザンソン出身。5年間のベトナム住まいの後来
日。趣味は語学と歴史。

Emilie PICHARD   
アンジェ出身。中国で教師経験あり。旅行、写
真、散歩をすることなどが趣味。伝統文化に夢中
で、京都が大好き。

アンスティチュ・フランセの講師陣は有資格中等教育教員であり、高等教育修了証書を有し、外国語としてのフラ
ンス語教授法専門教育課程を経た、経験豊富なプロフェッショナルです。DELF・DALF試験官・採点者でもあ
り、専門分野はフランス文学や音楽、芸術、政治、哲学など、多岐にわたります。講師の経歴の詳細はホームペー
ジをご覧ください。

Sylvain MOKHTARI                        
パリ近郊のアルジャントゥーユ出身。歴史・文学な
ど学ぶのが大好き。バスケットボールも得意。

Alexandra BOUSQUET   
ストラスブール出身。日本文化と新しい外国語を
学ぶことに夢中です。 
山に散歩、温泉に行くことも好きです。

Cédric BELEC                   
音楽を愛すると同時に、社会や映画さまざまな文
化について議論することも大好き。

Louis-René BÉZIERS      
日本の文化や文学には深く感動し、三島、谷崎、
川端の熱烈なファンでもある。

Olivier BIRMANN                      
毎日詩を読むことで若返る、とは本人の弁。常に
言語の問題について話せる状態にある。

Julien BOGAERS  
2005年からフランス語教師として教鞭を執る。
日本文化、水泳、チョコレートが好き。

Rafaële BRILLAUD           
作家、ジャーナリスト。フランス語圏のメディアの
ために日本中を駆け回る。京都の魅力にとりつか
れる。

Sébastien DELBES                        
2005年に大阪に着任。リモージュ出身。ドラムと
写真が趣味。

Emilie DEVAUX                  
日仏の両親のもと京都に生まれ、2つの文化を享
受する。ブラジル文化・芸術にも関心を抱く。

Franck FAUCONNIER        
パリ生まれ。政治学の勉強をした後に来日。関西
の大学では10年前から教鞭を執る。

Éric FAURE                                      
アンスティチュ・フランセ関西や京都の大学で教え
つつ、京都の歴史や伝統を研究している。

Gilles FERNANDEZ        
趣味は音楽、スノーボードやマリンスポーツ。 
京都の隠れた宝を再発見するのも大好き。
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Xavier GILLARD                             
ポワティエ出身。読書と映画と旅行が好き。特に
バンド・デシネに熱い思いを抱いている。

Ludovic HELME                 
映画や写真、絵等映像を好む。世界情勢を見て、
考察したり自問自答したりするのが好き。 

Florent KERNEN                            
ブルターニュ出身。読書、映画鑑賞、日本酒を熱
愛。暇さえあればインターネットをしている。

Yuri KOJIMA                        
日仏の言語・文化の相違を興味深く思い、楽しんで
いる。Léon de Rosnyの研究に情熱を捧げる。

Raphaël LAFITTE              
カーン出身の好奇心旺盛な情熱家。日本語、美
食、スポーツ、宗教学、ビジネスに興味あり。

Yamina LAIEB                                  
日本で長年教師として培った全てのノウハウを駆
使し、親切で丁寧な授業をします。

Jean LAMARE                                 
日本の古美術研究のため来日。北斎を敬愛。 
大阪で豊かな文化的土壌を発見。現在に至る。

Malvina LECOMTE                       
ナント出身。料理、音楽、写真が大好き。皆さんに
フランス語を楽しんで頂くことが目標。

Julien MENANT                              
ノルマンディ出身。モンゴルで数カ月教職に就いた
後、日本へ。読書、音楽、ゲーム好き。

Jacques PERNO                              
春から日曜日の授業を担当しています。みなさんに
お会いできるのを楽しみにしています。

Marc PETIT                          
言語学・心理学・科学の知識幅広し。ワイン醸造学
や伝統工芸品、茶の湯にも情熱を注ぐ。 

Corentin PIETERS   
寒いけど暮らしやすいリール出身。映画愛好 
男子。日本の50～70年代の作品が特に好き。

Jean-Noël POLET                          
ベルギー仏語圏出身。オリンピック・マルセイユと
レッド・デビル（ベルギー）の盲目的サポーター。

Olivier ROUAUD   
自然が大好き。その素朴さ、生きる喜びを愛し、
はつらつとした気分を感じるのを好む。

Romaric ROYNETTE   
日本文化大好き！フランスと日本の高校で12年
間にわたり教鞭を取っている。

Jean-François SIMONNET    
36年間京都在住。日本や中国の伝統芸能、19
世紀フランス絵画や文学、友人やお酒が好き。

Baligh SOHBANI   
ドイツ・イタリア・モロッコ・アメリカでの教師経験あ
り。関西に来れて、とっても幸せ。 

Nicolas TAJAN 
精神病理学博士。現在は京都大学人文科学研
究所思想史研究者。書道歴２年。

Yuki TAKAOKA    
授業をするのが何よりも好き。音楽は聴くだけで
はなく、舞台に立ち歌う喜びも味わっている。

Kévin TORTISSIER    
お城で有名なロワール渓谷出身。5年前より独
学で日本語を勉強、音楽と映画鑑賞が趣味。

Pierre TURLUR                               
文学・演劇・マジックに熱い情熱を注ぐ。フランス
語講座を英語で行うことにも熱心。

Pélaggy VERGNON                        
趣味は旅行、写真。食べること、出かけること、
友達とダンスをすることも大好き。

Toshimasa WADA                          
フランスで教授法を取得した後、外国語大学で
視聴覚フランス語を担当。

Jean-Poule    
秋になると、外のテラスでワインを片手に黄昏
れるロマンチスト。バンドデシネが大好きなので、
「読書の秋」がとても楽しみ♪
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※フランス語講座を受講されない方も、会費をお支払い頂くこ
とでクラブ・フランスにご加入頂くことができます。

一般年会費：6200円　＊学生の方は1000円割引

ご加入後にフランス語講座を受講される場合は、ご加入日より
1年間、年会費は不要となります。

アンスティチュ・フランセ関西の特典

メディアテーク：
書籍、雑誌、バンドデシネ、CD、DVDの貸出

デジタル図書館「Culturethèque」：
オンラインでフランスの映画、
各種資料に無料でアクセス

フランス語学留学サポート：
フランス語学留学に関する無料相談（提携校のみ）、
代行手数料無料

文化イベント：
アンスティチュ・フランセ関西が主催する館内・外のイベ
ントの入場料割引（講演、映画、コンサート等）

カフェ
1 Fル･カフェにおける割引

外部パートナーの特典
レストラン、ホテル、文化施設、エステサロンなど、 
外部のパートナーが提供する多様な特典。 
京都、大阪、神戸、フランスで、メンバー特別待遇！

詳細はパンフレットかサイトでご確認下さい。

アンスティチュ・フランセ関西のフランス語講座にご登録頂いた受講生の皆様は、自動的にクラブ・フランスのメンバーと
なられ、特典を無料でご利用頂くことができます。
アンスティチュの内外でご利用いただける、バラエティに富んだ会員特典。ぜひご活用ください！

www.clubfrance.jp

烏丸四条COCON烏丸より
京都の最新のトピックスから
街の歳時記まで幅広い情報と
心地良い音楽をお届けしている
FM RADIO STATION！

番組「SUNNYSIDE BALCONY」（月～木、11:00～15:00）内、毎月最終 火曜日の13:10頃からは、
アンスティテュ・フランセ関西のイベント情報やフランスの最新情報をお届けしています。
※都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

α-STATIONは、25周年を迎えます！

CLUB FRANCE
クラブ・フランス



アンスティチュ・フランセ関西 ―京都 （旧 関西日仏学館） 
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto

アンスティチュ・フランセ関西―大阪 （旧 大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ） 
Institut français du Japon - Kansai / Osaka 

TRAIN： 京阪電車出町柳駅より徒歩12分 
BUS： 市バス31、65、201、206 「京大正門前」下車すぐ京都バス18 「東一条」下車すぐ

TRAIN： 地下鉄谷町線または堺筋線「南森町」駅、JR東西線「大阪天満宮」駅下車徒歩2分

〒606 -8301 京都市左京区吉田泉殿町8
8 Izumidono-cho Yoshida Sakyo-ku  
Kyoto 606 -8301
Tel. 075 -761 -2105   Fax. 075 -761 -2106 

kansai@institutfrancais.jp
受付時間 
火曜～金曜： 9 :30 – 21 :30 （*10 :00 -19 :00） 
土曜： 9 :30 – 19 :00 （*10 :00から） 
日曜： 9 :30 – 16 :00 （*10 :00から） 
* 10月1日（日）～ 10月8日（日）
ル・カフェ 
火曜～土曜：11 :30 – 17:00 （L.O.16 :30） 
日曜：11 :30 – 15 :00 （L.O.14 :30）
休館：月・祝

〒530 -0041 大阪市北区天神橋2 -2 -11 
阪急産業南森町ビル9階 
Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg. 9 F,  
2 -2 -11 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530 -0041
Tel. 06 -6358 -7391   Fax. 06 -6358 -7393  
kansai.osaka@institutfrancais.jp
受付時間 
火曜～金曜： 9 :30 – 21 :30 （*10 :00 -19 :00） 
土曜： 9 :30 – 19 :30 （*10 :00 -19 :00） 
日曜： 9 :30 – 16 :00 （*10 :00から） 
* 10月3日（火）～ 10月8日（日）
10月1日（日）は休館
休館：月・祝

アンスティチュを体験！ 大学・高校の皆様を歓迎します

アンスティチュ・フランセ関西は皆様のご訪問を歓迎します。 
こちらから貴校に伺うこともできます。

高校や大学でフランス語を担当される先生方と、生徒の皆様 プログラムはご希望に応じてアレンジいたします。 
（アンスティチュの紹介やアクティビティ等）

お問合わせ・お申込み： kansai@institutfrancais.jp

www.institutfrancais.jp




