
フ
ラ

ンス政府公式機
関

春

春期講座  2017年 4月3日（月）– 6月24日（土）

2017 年

PR
OG

R
AM

M
E 

PR
IN

TE
M

PS
 2

01
7

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON-KYUSHU

アンスティチュ・フランセ九州
フランス語講座・文化プログラム





皆様

特別な新学期を迎えるアンスティチュ・フランセ九州へようこそ！

一学期10週から11週体制へ、受付窓口の移動や登録期間中の
受付時間の延長、また、クレジットカード決済の導入や年会費
の値下げなど、様々な改善を春学期から試み、サービスの向上
を目指します。

新学期を前に、当館の大名移転15周年と、フランス語圏の国の
文化を紹介するフランコフォニー月間を機に、3月25日（土）フレ
ンチオープンデーを開催いたします。アンスティチュがどんな場
所かということを、無料体験レッスン、アトリエやセミナー、またフ
ランス食品やワインコーナー、子供のためのアトリエ、上映会を
通して知っていただく機会となることを願っています。オープンデ
ーの締めくくりには、フランスとパリを愛してやまない福岡在住の
アーティスト、アジサカコウジの展覧会オープニング・パーティを
予定しています。本パンフレットの表紙を飾っているのは彼の作
品です。

アンスティチュ・フランセ九州でお会いしましょう。

ダヴィッド・テュルズ
アンスティチュ・フランセ九州館長

Chers amis,

Bienvenue à l'Institut français du Japon – Kyushu pour une rentrée 
pas comme les autres !

Durée des sessions de cours portée de 10 à 11 semaines, 
relocalisation de l'espace d'accueil et allongement de ses horaires 
d'ouverture en période d'inscription, possibilité de paiement par 
carte de crédit, baisse des tarifs d'adhésion, autant de changements 
mis en œuvre à compter de cette session de printemps pour 
améliorer la qualité de service que nous vous devons.

D'ici-là, je vous invite à la Journée Portes ouvertes que nous 
organisons le 25 mars pour fêter les 15 ans de l'Institut français 
du Japon – Kyushu dans ses locaux de Daimyo, et à l'occasion de 
la Semaine de la Francophonie dans le monde. Une occasion de 
découvrir l'Institut sous toutes ses facettes, avec cours, ateliers 
et séminaires gratuits, dégustation de produits et de vin français, 
animations pour les enfants, séances de cinéma et vernissage de 
l'exposition de Koji Azisaka, artiste de Fukuoka amoureux de la France 
et de Paris, où il a vécu, et qui a signé pour nous la couverture de 
cette brochure. 

A très bientôt à l'Institut français du Japon – Kyushu.

David Tursz
Directeur de l’Institut français du Japon – Kyushu
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春期講座のご案内
SESSION DE PRINTEMPS 3月25日（土）までに登録されると、受講

料半額券や各種招待券など素敵なプ
レゼントが当たる抽選会に参加できます。 
また、期間中にアンスティチュ・フランセ九州に
ご登録された方には、先着100名様にクリアファイ
ルをプレゼント。上記日程までに手続きにお越しい
ただけない方は、講座開始の前日までに必ず電話
にてご予約ください。

前日の時点で予約者が認められない場合、授業は一回目より中
止となることがあります。予約取り消しについても、必ず前日までに
ご連絡ください。

次の期間は13時～14時も受付対応いたします。
3月13日 （月）～ 3月18日 （土）
4月3日 （月）～ 4月8日 （土）

4 月 3 日（月）～ 6 月 24 日（土）

3 月 13 日（月）～ 3 月 25 日（土）

2017年春期講座

早期登録受付

実際の授業の縮小版です。下記日程の中から
ご希望日を選び、前日までにご予約ください。

3月27日 （月） 14:30-15:30

3月28日 （火） 19:00-20:00

3月30日 （木） 11:00-12:00

4月1日 （土） 16:30-17:30

4月17日 （月） 14:30-15:30

4月18日 （火） 19:00-20:00

4月20日 （木） 11:00-12:00

4月22日 （土） 16:00-17:00

フランス語を学ぶのが全く初めての方 フランス語を学んだことのある方
講師が面談し、クラス選択のアドバイスを行
います。予約不要です。

3月25日 （土） 16:30-17:30

※ 別の日にレベルチェックや講座説明をご希望の方は、個
別に面談を受け付けます。ご希望の方はお電話にてご予約
ください。

※ HPでオンライン・レベルチェックができます。ご来館前に是
非お試しください。

春期講座前の3/21（火）～ 3/24（金）は特別選択講
座をご用意しています。詳しくはP13をご覧ください。

全館休館：4/29（土）～5/5（金）  
※ 建物内にお入りになれません。

www.institutfrancais.jp/kyushu/cours/test/

無料体験 
レッスン

無料 
説明会

アンスティチュ・フランセ九州なら 

ご要望に応じて様々なスタイルでフランス語が学べます。

プライベートレッスン
目的や都合に合わせたオーダーメイドの授業。 
授業料：1時間6,000円

セミプライベートレッスン
2名以上集まれば、仲間だけのクラスが可能。 
授業料：2名で1時間7,000円 / 3名で1時間7,500円

特別パッケージ
プライベートレッスンとグループレッスン、特別講座等を
ミックスしたオリジナルプログラム。

ご自宅や企業への講師派遣 
ご要望に応じてフランス語講師を派遣。
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登録手続きと受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

  登録方法
初めて登録される方
写真1枚（4×3cm）、年会費、受講料（テキストを使用する講
座に登録される方はテキスト代）を窓口にお持ちください。

引き続いて登録手続きをされる方
受講生カードと受講料を窓口にお持ちください。なお、年
会費の期限が過ぎている方は更新料が必要となります。 

  年会費
初回 継続2年目以降

一般 ￥4,000 ￥2,000

学生* （学生証提示）・子供 無料 * 無料 *

家族2人以上 ￥6,000 ￥3,000

* 学割で通学定期券が購入できる学生に限ります。

年会費は、特別選択講座・集中講座・アトリエ・セミナーを
除くすべての講座の受講者が対象となり、クラブ・フランス
の会員となります。有効期間は4学期間。

  クラブ・フランス会員特典
 ╚ メディアテーク・デジタル図書館Culturethèque利用
 ╚ アトリエ・セミナー・イベント割引料金
 ╚ 外部パートナーの特典（詳細はプログラム最終ページ）
 ╚ 二つ目のフランス語講座半額（4期連続して受講された方）

  フランス語講座受講料
（一学期11週分）

時間数　 受講料 時間数 受講料
11時間 ￥21,730 22時間 ￥43,450

16.5時間 ￥32,590

※  表に該当しないクラスの受講料もございますので、講座の該当ペー
ジをご参照ください。

※  プログラム内に提示したフランス語講座の料金は、春期講座の総
額です。別途年会費やテキスト代が必要となります。

年間登録料・受講料は全額、前納していただくことになって
おります。 分納はお受けしておりません。

お支払いは現金の他、VISA、MASTER、DCカードでお支払
いいただけます（5000円以上でご利用可能、1回払い）。

  サービス
欠席講座振替制度（一学期3回まで、開講初日除く）         
授業を欠席された方に、代わりの講義を受講していただけるサー
ビス。前日までにお電話か受付にて希望の振替先をお知らせ下さ
い。メールでのお問い合わせ、お申し込み、振替手続き後の変更は
お受けしておりません。

フランス語講座の見学（一部の講座除く）
登録前に授業の見学ができます。1クラスにつき1,000円で、
登録の際に授業料の一部とみなします。前日までにご予約
ください。短期間のクラス、入門クラスの見学はできません。

受講料10％割引（特別選択講座・集中講座・アトリ
エ・セミナーを除く）
複数のクラスを受講される方（低料金の方の受講料を 
10％割引）。ただし、他の割引との併用はできません。

   お申し込みの際の注意事項
 ╚ 受講料未納のまま無断で受講することは固くお断り
いたします。

 ╚ 第一回の授業後、申し込み人数が規定に満たないク
ラスは中止される場合があります。その場合、同等の
クラスをご案内いたします。変更するクラスがない場
合は、返金いたします。

 ╚ 一度お支払いいただいた年間登録料、受講料は上
記以外の理由による返金はできません。クラス選択に
ついては、充分に受付で相談されご納得の上、決定
してください。

 ╚ 祝祭日も授業は行われます。
 ╚ 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場
合、受講をお断りすることがあります。

 ╚ 台風などの自然災害やその他の理由で公共交通機
関が停止した場合、授業は行われません。

 ╚ 紛失などによるクラブ・フランス会員カードの再発行
には、所定の手数料がかかります。

ご予約・お問い合わせ　092-712-0904 
www.institutfrancais.jp/kyushu
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講師紹介
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Grégorhy ADRÉA

パリ出身。楽しい会話の授業を
します。アニメ、ゲーム、ビデオ
編集が好き。

Johan ALTIERI-LECA

トゥールーズ出身、福岡在住1年。
ニュースや文学などから楽しく教え
ます。

Stéphane CLAIR

フランスで文学を学び、1999年に来
日。教職と翻訳二足の草鞋で日仏
語間を行き来。一緒に言語の旅へ。

Frédéric CHARRUAULT

15年前から教鞭を執り、教える
ことに喜びを感じている。趣味
は B級映画鑑賞と読書。

Hélène DE GROOTE

文の美しさ、生物とものの声にと
きめく。日本在住 40 年、異文
化の十字路に生きて幸福。

Yoann DIOT

パリ出身。三十路の仲間入りを
しました。本、大工、ウイスキー。
一緒に勉強しましょう！

Laurence FUJISHIMA

南仏のカルカッソンヌ出身です。
友達とカフェでお茶しながらお
しゃべりするのが大好き。

Fabien GANDRILLON

「言語を教えることは旅を提案す
ること。言語を学ぶことは出発
すること」Norbert Kalfon

Régis LACIAK

日本文化、格闘技に夢中。パリ
より 1985 年に来日。温泉と自
然生活に恋に落ち、天ヶ瀬在住。

Vincent LEFRANÇOIS

25年の日本暮らしで言い間違い
を沢山してきたので、皆さんの
間違いにも優しく対応します。

Xavier MICHEL

ソルボンヌと広島大学にて考古
学を研究。2012 年より教鞭を
執る。趣味は居合道と潜水。

Sébastien PLAUT

現代フランス音楽と映画が好き。
是非お話ししましょう。

Jean-Marc PORTALES

パリ出身。実践的フランス語を
お教えします。ガイドブックには
ないパリ情報も。

Bernard TORRES

外国語は自分の言語になるとき、
外国語ではなくなる。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU4
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講座の種類
TYPES DE COURS

講座レベル
NIVEAUX 

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身につける、ベーシックな講座。

補足強化   
会話や発音など、強化したい項目に的を絞って学ぶ講座。
総合フランス語の補足にもなります。

テーマ別
グルメやニュース、ポエムなど具体的なテーマを題材に学
ぶ講座。フランス文化にアプローチしながらフランス語力
を鍛えます。

資格試験準備
DELFの試験対策講座。内容は試験を目指す方向けですが、
聴解・読解・文書作成・口頭表現力を同時に高めたい方
にもおすすめです。

 

A1 超入門 ・ 入門　
フランス語の基礎レベル。日常生活の単純で具体的な状況
やごく簡単な言い回しを理解できる。

A2 初級 
フランス語の初歩をマスター。身近で日常的な話題を理解
でき、自分に関する問題を単純な手段で表現できる。

B1 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。

B2 中上級　
フランス語を全般に渡り自主的に運用できる。複雑な文章
の要点を理解し、専門的な内容の会話でも参加し、筋道の
通った意見を明確かつ詳細に述べることができる。

C1-C2 上級　
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
文の殆どを理解し、複雑なテーマについて、自然に、流暢
かつ理論的に述べることができる。

 

A1  超入門  INITIATION
－フランス語が全くはじめての方対象－
フランス語を全く習ったことがない方が対象の講座です。まずは、気軽にフランス語に触れることからはじめてみま
しょう。経験豊富な講師陣が発音から簡単なフレーズまで誰にでもわかりやすく教えます。各講座3回コースなので
お試し感覚で受講していただけます。

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
000-1 *1 フランス語入門1 J. ALTIERI 月 14:00-16:00 6h ¥11,850

000-2 *1 フランス語入門2 F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 4.5h ¥8,890

000-3 *1 フランス語入門3 J.M. PORTALES 木 10:30-12:30 6h ¥11,850

000-4 *1 フランス語入門4 G. ADRÉA 土 17:00-19:00 6h ¥11,850
 
＊1   4/3-4/17 毎週月曜 全3回    ＊2   4/4-4/18 毎週火曜 全3回    ＊3  4/6-4/20 毎週木曜 全3回    ＊4   4/8-4/22 毎週土曜 全3回

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
101 *1 Spirale nouvelle édition 1- J. ALTIERI 月 14:00-16:00 16h ¥31,600

102 *1 Spirale nouvelle édition 1- F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 12h ¥23,700

103 *1 Spirale nouvelle édition 1- J.M. PORTALES 木 10:30-12:30 16h ¥31,600

104 *1 Spirale nouvelle édition 1- G. ADRÉA 土 17:00-19:00 16h ¥31,600
 
＊1  4/24-6/19 毎週月曜 全8回    ＊2    4/25-6/20 毎週火曜 全8回    ＊3   4/27-6/22 毎週木曜 全8回    ＊4   5/6-6/24 毎週土曜 全8回

スピラル1課から始まるクラスは、「フランス語入門」を終えた方、フランス語を学ぶのが全く初めての方、以前に少
しフランス語を勉強してもう一度ゼロから始めたいという方が対象です。

「フランス語入門」の授業終了後は、「総合フランス語」101～104へ

5アンスティチュ・フランセ九州



総合フランス語
Français général

スピラル
Spirale

使用するテキスト『Spirale』は、初
めてフランス語を学ぶ日本人の
ために編集された教材。練習問題
や文法解説に日本語訳がついて
いるので、初心者が安心して学ぶ
ことができます。

A1   入門  DÉBUTANT  
－少しだけ学んだことのある方対象－

補足強化
Approfondissement linguistique

発音
Prononciation

発音が良く聞き取れないと、しばしば文脈を理解す
ることの障害となります。特に日本人共通の苦手
な音に注意しながら、正しい発音を会得していきま
しょう。1時間半の5回コース。通常のテキストを使っ
た講座と合わせると、ぐっと理解力も深まります。▲

118   R. LACIAK

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

105 Spirale nouvelle édition 3- V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

106 Spirale nouvelle édition 7- B. TORRES 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

107 Spirale nouvelle édition 9- F. GANDRILLON 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

108 Spirale 10- R. LACIAK 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

109 Spirale nouvelle édition 13- F. CHARRUAULT 火 10:30-12:30 22h ¥43,450

110 Spirale nouvelle édition 14- X. MICHEL 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

111 Spirale 15- X. MICHEL 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

112 Spirale 16- F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

113 Spirale 18- X. MICHEL 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

114 Spirale 19- F. GANDRILLON 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

115 Spirale 19- F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

116 Spirale 21- R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

117 Spirale 21- J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

 
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
118 *1 発音 R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

 
＊1 4/26, 5/10, 24, 6/7, 21    隔週水曜 全5回
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A2  初級  ÉLÉMENTAIRE  
－フランス語の基礎を学習したことがある方対象－

総合フランス語
Français général

Le nouveau taxi ! 1

『Spirale』終了者や既学習者
の次のステップとして、総合
的なコミュニケーション力を
つけることができる講座。

テーマ別
Cours thématiques

Bon appétit dîner  

フランス語で5つの料理レシピを読み、理解して作れ
るようになりましょう。料理の専門用語や文法ポイン
トと同時に、食文化も学べる講座です。▲

214  R. LACIAK  

詩から学ぶフランス語
Poésie  

詩はフランス語表現の宝庫。やさしい詩を通じて、文
法や語彙の幅を広げ、フランス語の「読む力」を高めて
いきます。また、発音も強化していきましょう。▲

215  J. ALTIERI 

やさしいフランス文学
Initiation à la lecture en français  

プレヴェール、ペロー、デュマなど、やさしいフラン
ス語の本を読んでみましょう。物語や詩、劇などを読
みながら語彙力や表現力を身につけます。▲

216  J. ALTIERI 

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

201 Le nouveau taxi ! 1 1- B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

202 Le nouveau taxi ! 1 1- B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

203 Le nouveau taxi ! 1 8- F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

204 Le nouveau taxi ! 1 15- F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

205 Le nouveau taxi ! 1 21- V. LEFRANÇOIS 土 16:00-18:00 22h ¥43,450

206 Le nouveau taxi ! 1 26- F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

207 Le nouveau taxi ! 1 27- S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

208 Le nouveau taxi ! 1 27- 新講師 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

209 Le nouveau taxi ! 1 29- B. TORRES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

210 Le nouveau taxi ! 1 30- F. CHARRUAULT 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

211 Le nouveau taxi ! 1 30- X. MICHEL 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

212 Le nouveau taxi ! 1 31- J.M. PORTALES 
F. CHARRUAULT 金 19:00-21:00 22h ¥43,450

213 Le nouveau taxi ! 1 復習 J.M. PORTALES 月 19:00-21:00 22h ¥43,450

 
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

214 * Bon appétit dîner R. LACIAK 水 19:30-21:00 7.5h ¥14,810

215 詩から学ぶフランス語 J. ALTIERI 金 15:00-16:30 16.5h ¥32,590

216 やさしいフランス文学 J. ALTIERI 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

*   4/26, 5/10, 24, 6/7, 21    隔週水曜 全5回
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B1  中級  INTERMÉDIAIRE  
－フランス語の初歩をマスターした方対象－

総合フランス語
Français général

Le nouveau taxi ! 2

文法はもちろんのこと、4つの
スキル（読む・書く・聞く・話
す）を磨くタスクも多数。さら
にワークブックや、DVD-ROM
を活用すれば、総合力のアップ
に役立ちます。

Saison 2

中級（B1）を目指す方にお勧めの
教科書。日常生活に限らず様々
なテーマについて話すのに役立
つテキストです。▲

310 / 311   F. GANDRILLON

 

Saison 3

中上級レベルへの橋渡し。語学練習に加え社会的テーマ
も盛り込まれたテキストで、学習者がどのような場面で
も困ることのないよう考慮されています。 ▲

312   V. LEFRANÇOIS

補足強化
Approfondissement linguistique

Communiquer : comprendre et parler 1 / 2

日常に密着したテーマを題材に、会話力と文章力を鍛
え、総合的なレベルアップを図ります。▲

313 / 321   B. TORRES   

France actu 1 / 2

毎週一つのニュースを取り上げます。新聞記事やTV
のルポルタージュに慣れるうちに、語彙が豊かになり、
与えられたテーマについて積極的にディスカッション
できるようになるでしょう。▲

314 / 315  F. CHARRUAULT

Clés pour la France 1 / 2 / 3

中級のテキストを終了し、中上級へ移行する前段階の
クラス。前半1時間は日常会話と書き取りの練習、後
半1時間はフランス文化(料理、映画、歴史など)を紹
介するテキスト『Clés pour la France』を使います。▲

316 / 318  S. PLAUT     317  R. LACIAK   

Culture en vidéos 1 / 2

動画を使い、中級レベルの文法やリスニングの勉強を
しましょう。テーマは映画、料理、歴史など。▲

319 / 320   S. PLAUT

文化と会話
Culture et conversation

日常会話を練習したり、記事を読んでディスカッショ
ンすることで、フランス語の書き言葉と話し言葉にあ
らゆる角度からアプローチします。▲

322   S. CLAIR

Découverte de l'actualité 1

雑誌、インターネット、BD（漫画）、映画、シャンソン…、
“フランスの今”を伝える様々な資料から、言語（文法、
語彙など）について学びます。▲

323   S. PLAUT

資格試験準備
Préparation aux examens

DELF B1

自分のレベルを知るため、レベルアップ を図るため
にもDELF受験をお勧めします。個別サポートでフォ
ローアップするので、自分の不得手を把握し、効率的
に対策に臨めます。試験についての各レベル・詳細は、
P4-5をご覧ください。▲

324  J.M. PORTALES

8 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU
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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

301 Le nouveau taxi ! 2 9- S. CLAIR 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

302 Le nouveau taxi ! 2 9- J.M. PORTALES 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

303 Le nouveau taxi ! 2 13- J.M. PORTALES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

304 Le nouveau taxi ! 2 20- L. FUJISHIMA-SUTRA 水 10:00-12:00 22h ¥43,450

305 Le nouveau taxi ! 2 20- B. TORRES 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

306 Le nouveau taxi ! 2 25- F. GANDRILLON 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

307 Le nouveau taxi ! 2 30- S. PLAUT 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

308 Le nouveau taxi ! 2 30- F. CHARRUAULT
J.M. PORTALES 金 19:00-21:00 22h ¥43,450

309 Le nouveau taxi ! 2 35- J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

310 Saison 2 5- F. GANDRILLON 土 15:30-17:30 22h ¥43,450

311 Saison 2 8- F. GANDRILLON 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

312 Saison 3 1- V. LEFRANÇOIS 土 13:30-15:30 22h ¥43,450

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

313 Communiquer : comprendre et parler 1 B. TORRES 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

314 France actu 1 F. CHARRUAULT 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

315 France actu 2 F. CHARRUAULT 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

316 Clés pour la France 1 S. PLAUT 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

317 Clés pour la France 2 R. LACIAK 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

318 Clés pour la France 3 S. PLAUT 木 10:00-12:00 22h ¥43,450

319 Culture en vidéos 1 S. PLAUT 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

320 Culture en vidéos 2 S. PLAUT 土 10:00-12:00 22h ¥43,450

321 Communiquer : comprendre et parler 2 B. TORRES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

322 文化と会話 S. CLAIR 木 14:00-16:00 22h ¥43,450

323 Découverte de l'actualité 1 S. PLAUT 水 21:10-22:40 16.5h ¥32,590

資格試験準備
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

324 *1 DELF B1 J.M. PORTALES 土 16:30-18:00 12h ¥23,700

*1     4/8-6/3 毎週土曜 全8回
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B2  中上級  AVANCÉ  
－フランス語を効果的にマスターし標準的な表現が理解できる方対象－

補足強化
Approfondissement linguistique

Communiquer : comprendre et parler 3 / 4

日常に密着したテーマを題材に、会話力と文章力を鍛え、
総合的なレベルアップを図ります。▲

401/402   B. TORRES

Découverte de l'actualité 2

フランスの最新ニュースをテーマにディスカッション、
それから関連テキストを用い、文法や綴りの練習もし
ます。翌週、概要を理解しているか確認のために復習
の時間を設け、書き取り練習。▲

403   S. PLAUT

Le français qui bouge

記事、ビデオ、ソングなどを教材にして、現代的なテー
マについて学ぶクラス。「書く」「聴く」「読む」「話す」
を良いバランスで頑張りましょう。▲

404   S. PLAUT

Lire et s'exprimer

ニュースについてプレゼンテーションしたり記事を読ん
だりしながら、表現方法を身につけ会話力をブラッシュ
アップしていきます。▲

405   S. CLAIR

Conversation

前半は身近な出来事を自由に話します。後半は新聞記
事や動画を教材に、テーマを決めてディスカッション
します。▲

406   新講師

Traduction et expression

口頭表現の基礎を習得し、翻訳の練習によって筆記能
力もスキルアップしたい方のためのクラス。教材は文化、
社会、時事など多岐にわたる分野の記事を用います。▲

407   S. CLAIR

France actu 3

毎週一つのニュースを取り上げます。新聞記事やTV
のルポルタージュに慣れるうちに、語彙が豊かになり、
与えられたテーマについて積極的にディスカッション
できるようになるでしょう。▲

408   F. CHARRUAULT

Conversation dirigée

記事、ビデオ、シャンソンなどを通してフランス文化を発見
しながら、口頭表現力を強化したい方向けのクラス。講師
のポイントを抑えた語彙・文法の説明により、より自然な
話し方を身につけます。▲

409   J.M. PORTALES

Rédaction et actualité

フランスや日本、また世界の時事問題をテーマに、作文を
書きます。その週に話題となったニュースを振り返りながら、
文書作成能力を鍛えることが出来るクラスです。▲

410   S. CLAIR

テーマ別
Cours thématiques

Poésie

ようこそポエジーの世界へ。愛と美をうたい、時には
世界の危機に激しい感情をぶつけ、人生に指針を与え
る古典/現代、有名/無名の詩人たちを発見しましょう。
言葉や韻律の芸術を探求し、心の旅にお連れします。▲

411   H. DE GROOTE

資格試験対策
Préparation aux examens 

DELF B2

自分のレベルを知るため、レベルアップを図るために
もDELF受験をお勧めします。個別サポートでフォロー
アップするので、自分の不得手を把握し、効率的に対
策に臨めます。試験についての各レベル・詳細は、P16-
17をご覧ください。▲

412   J.M. PORTALES
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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

401 Communiquer : comprendre et parler 3 B. TORRES 月 10:00-12:00 22h ¥43,450

402 Communiquer : comprendre et parler 4 B. TORRES 月 19:00-21:00 22h ¥43,450

403 Découverte de l'actualité 2 S. PLAUT 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

404 Le français qui bouge S. PLAUT 火 11:00-13:00 22h ¥43,450

405 Lire et s'exprimer S. CLAIR 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

406 Conversation 新講師 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

407 Traduction et expression S. CLAIR 木 18:15-19:45 16.5h ¥32,590

408 France actu 3 F. CHARRUAULT 木 21:00-22:30 16.5h ¥32,590

409 Conversation dirigée J.M. PORTALES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

410 Rédaction et actualité S. CLAIR 金 11:30-13:00 16.5h ¥32,590

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

411 Poésie H. DE GROOTE 水 13:45-15:15 16.5h ¥32,590

資格試験準備 

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
412 *1 DELF B2 J.M. PORTALES 土 18:30-20:00 12h ¥23,700

*1    4/8-6/3 毎週土曜 全8回
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C1/C2  上級  SUPÉRIEUR  
－フランス語を全般にわたって自主的に運用できる方対象－

補足強化
Approfondissement linguistique

Lisons les journaux !

フランスでは何が起こり、世界のニュースをフランス人は
どのように見ているのでしょう？日本についてフランス人
が思うところは？新聞・雑誌の記事が全て教えてくれるで
しょう。「フランス」「日本」「世界」「読解」「コミュニケーショ
ン」をキーワードに、語彙力と会話力を高めていきます。

▲

501   H. DE GROOTE

テーマ別
Cours thématiques

Comprendre le journal TV 5

短い報道番組を見ながら、フランス語のニュースを正し
く迅速に理解できるよう訓練します。聴力・語彙力の両 
方を高めることを目的としたクラス。世界のニュースにつ
いてディスカッションする機会でもあります。

▲

502   新講師

502の授業で使うTV5はメディアテークで視聴できます。

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

501 Lisons les journaux ! H. DE GROOTE 水 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

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

502 Comprendre le journal TV5 新講師 水 19:30-21:00 16.5h ¥32,590

503 Conversation et presse B. TORRES 土 14:15-15:45 16.5h ¥32,590

504 Découvrir la littérature française J. ALTIERI 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

Conversation et presse

政治、経済、社会、文化、環境 ... フランスの新聞で
取り上げられるあらゆるテーマについて解説や分析をし、
意見を交わします。討論のメカニズムを習得しましょう。

▲

503   B. TORRES

Découvrir la littérature française

ユーゴー、カミュ、ゾラ、モリエール 、 コクトー、サン＝
テグジュペリ...フランス文学の作家を毎回ピックアップし、
フランス語を学びます。作品を通して、読む力だけでなく、
書く力、話す力も身につけます。

▲

504   J. ALTIERI 
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特別選択講座
SESSION SPÉCIALE
特別選択講座とは？
アンスティチュの受講生も、新規の方も、フランス語の学習経験者なら
どなたでも参加できる単発型の講座です。必要や好みに応じて、お好
きなだけ選択してください。

受講料（1回分）
レベル別フランス語 （2時間） 文化で学ぶフランス語（1.5時間）

冬期フランス語講座登録中の方 ¥3,000 ¥2,200

それ以外の方 ¥3,500 ¥2,700

冬期フランス語講座 
の受講生

割引あり

※ 年会費は必要ありません。

クラスコード 講座名 担当講師 日程 時間 全学習時間

A1a：フランス語学習歴8ヶ月未満 　 Spirale leçon 2-11

61aP-H17 初心者のための発音練習 J.M. PORTALES 3/24（金） 10:30-12:30 2h

A1b：フランス語学習歴8ヶ月以上　 Spirale leçon 12-

61bC-H17 コミュニケーション練習 J. ALTIERI 3/21（火） 19:00-21:00 2h

A2：フランス語学習歴1年半以上　　 初級
62CO-H17 聞き取り練習 J. ALTIERI 3/22（水） 10:30-12:30 2h

B1：身近な分野の標準的な表現を理解し言葉にできる　 中級
63V-H17 テキストにないフランス語 S. PLAUT 3/23（木） 10:30-12:30 2h

B2-C1：複雑な文章でも理解し、明快な意見を述べることができる　 中～上級
64C-H17 Entraînement à l'écoute avancée J.M. PORTALES 3/23（木） 19:00-21:00 2h

A2以上：フランス語学習歴1年半以上（授業はフランス語）　 文化で学ぶフランス語
6CCF1-H17 フランス現代文学 M.MALARTRE 3/22（水） 19:00-20:30 1.5h

6CCF2-H17 フランス作法 J. ALTIERI 3/23（木） 14:30-16:00 1.5h

申し込み方法： 必ずご予約ください。予約は1週間前に締め切ります。

3 月 21 日（火）～ 3 月 24 日（金）期間

13アンスティチュ・フランセ九州





2017 年 3 月 21 日（火）～ 3 月 31 日（金）
8日間　  合計48時間　 10時30分～18時15分

大学生のためのフランス語短期研修
POUR VIVRE LE FRANÇAIS AU QUOTIDIEN 

一歩足を踏み入れたら、空気が変わる、そしてあなたが変わる
IMMERSION  日本でフランス語留学

2017 年 3 月 21日（火）～ 3 月 31日（金）
8日間　  合計48時間　  10:30 –18:30

対象レベル：A2初級

バラエティーに富んだ2週間でレベルUP !
16時間　 役立つ会話： 

日常生活で活かせる会話（DELF試験の面接対策にも）
16時間　 フランス語総合： 

読解と文章作成（DELF試験の筆記対策にも）
16時間　 フランス文化： 

現代のフランス社会や文化を知る上で大切なポイントを抑える
毎日、フランス人と一緒に朝・昼食とコーヒーブレイク： 
この間も会話力アップのチャンス！
申込締切：2017年3月14日（火）

受講料：84,000円（朝・昼食、飲み物付き）　※年会費は必要ありません。

入場無料

@CampusFrance_jp

www.facebook.com/cfjapon

フランス留学の最新情報は
SNSでゲット！

www.japon.francealumni.fr

フランス留学経験者グローバルネットワーク

@cfjapon

w w w . j a p o n . c a m p u s f r a n c e . o r g
CAMPUS FRANCE

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！

また、ご相談・ご質問はウェブ上のお問い合わせフォーマットにお寄せください。

欧州留学フェア2017欧州留学フェア2017
欧州留学フェアは、年に1度東京と京都で開催される国内最大級の留学フェアです。
フランスをはじめ、ヨーロッパから数十の高等教育機関の代表者が来日し、
直接留学の相談ができます。高校生から社会人まで、留学希望の方なら
どなたでも参加可能。予約も不要です。
ぜひ会場に足を運んで、ヨーロッパへの留学実現の第一歩を踏み出しませんか？
今年は特別MBAセミナーも行なわれます！

東
京
会
場

5月20日（土）　11：00 -18：00
明治大学　駿河台キャンパス
アカデミーコモン2階

京
都
会
場

5月21日（日）　12：00 -18：00
同志社大学　今出川キャンパス
良心館1階　ルーセントプラザ

www.ehef-japan.org
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資格試験
CERTIFICATIONS
言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・
フランセ九州の
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)

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

A 2 初級 A1+ ~ A 2
レベル2

200～299
点

DELF A 2
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 A 2+~ B1
レベル3

300～399
点

DELF 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 中上級 B1+~ B2
レベル4

400～499
点

DELF 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

上級 B2+

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
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。

※ コンピュータのレベルチェックは、アンスティチュ・フランセ九州HP（フランス語・文化講座ページ）より行っていただけます。 
※ 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。

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS  (CULTURELLES)

フランス政府給費留学生制度（文系） 
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TCF またはDELF / DALF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。

2017年度の募集は締め切りました。 
沢山のご応募どうもありがとうございました。

http://science-japon.org/bgf/
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フランス国民教育省フランス語資格試験
DELF・DALF 
DELF・DALFとは？
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、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年より実地されています。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つの力
が評価されます。アンスティチュ・フランセ九州の
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。

フランス語能力テスト
TCF 
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計るこ
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。

出 願 締 切 ：試 験 日 ： 4月25日（火）17時6月16日（金）

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（受付にて配布、またはアンスティチュ・フランセ九州
のHPよりダウンロード可）をご記入の上、受験料を添えて直
接受付にてお申し込み下さい。遠方にお住まいの方に限り、
現金書留による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）。

受験料： 必須・補足各 ¥12,000

出願方法
※願書（DELF・DALF公式HPよりダウンロード可）をご記
入の上、受験料を添えて直接受付にてお申し込み下さい。 
遠方にお住まいの方に限り、現金書留による出願もお受けし
ています（出願受付最終日必着。消印有効ではありません）。

詳細はDELF・DALFのパンフレットまたは
 www.delfdalf.jpをご覧下さい。
お問い合わせ : delfdalf＠institutfrançais.jp

出 願 締 切 ： 3月25日（土）  17時

試験準備講座
をご用意しています。
詳細は講座案内ページをご覧ください

2017年度春季  試験日
筆記試験 口述試験 受講料

DELF A1 5月7日 （日） 5月21日 （日） ¥11,000

DELF A 2 5月14日 （日） 5月21日 （日） ¥11,000

DELF B1 5月7日 （日） 6月4 日 （日） ¥13,000

DELF B2 5月14日 （日） 6月4 日 （日） ¥13,000

DALF C1 5月7日 （日） 5月28 日 （日） ¥17,000

DALF C2 5月14日 （日） 5月28 日 （日） ¥17,000
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コンクール
CONCOURS

初心者向け （DELF A1-A2程度）
第30回 初心者のための九州フランス語コンクール

中～上級者向け （DELF B1以上）
第19回 ボルドー・アキテーヌ 福岡・九州 姉妹都市  
フランス語スピーチコンテスト

毎年、アンスティチュ･フランセ九州が開催するスピーチコンクール。参加して、フランス行きのチャンス
を掴みましょう！詳細は当館HPあるいは館内設置のコンクール概要をご覧ください。

アンスティチュと九州 ･広島の大学、機関が開催する初心者のためのスピーチコンクール。
優勝者にはパリ行きのチャンスが！

福岡市とボルドー市の姉妹都市交流事業の一環として開催されるコンクール。
優勝者は親善大使に任命され、ボルドー市で1ヶ月の語学研修が贈られます。

2016年の優勝者

2016年コンクール出場者

日程：2017年6月10日（土）

応募締切：2017年6月6日（火）

会場：アンスティチュ・フランセ九州

対象：九州在住のフランス語中級（DELFレベルB1）以上の方全て

優勝：福岡-ボルドー往復航空券とアリアンス・フランセーズ・ボルドー
での1ヶ月の語学研修（ホームステイ）

主催：アンスティチュ・フランセ九州、福岡市姉妹都市委員会、福岡市

後援：在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本、ボルドー市、
アリアンス・フランセーズ・ボルドー/アキテーヌ

日時：2017年7月2日（日）

応募締切：2017年6月24日（土）

会場：アンスティチュ・フランセ九州

対象：九州でフランス語を学んでいる全ての方で、学習時間300時
間以内の方

優勝：福岡-パリ往復航空券（時期などの制約あり）

主催：アンスティチュ・フランセ九州、長崎外国語大学、大分日仏協
会、大分県立芸術文化短期大学、西南学院大学、福岡大学、福岡女
子大学、広島大学

後援：在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本

協賛：

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU18
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こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS

デビュークラス（対象：4歳から） 
Classe de découverte (à partir de 4 ans)

フランス語の世界へようこそ！こども向けのフランス語デビ
ュークラスです。こどもたちはカードや歌、お話、ゲームなど
で楽しく活動しながらフランス語の世界へ入り、会話の基
礎を身に付けます。アルファベットの読み書きも始めます。
Bienvenue dans le monde du français ! Les 
enfants sont invités à entrer progressivement dans 
le monde du français et à apprendre les bases 
de la communication en français. Une initiation à 
l'écriture du français est aussi proposée. 

ピカソ、マティス、モネ、パウル・クレー・・・これら偉大な芸
術家たちに絵をならってみよう！筆やクレヨン、パステル、
紙、はさみなどを使って、アーティストたちのテクニックを再
現します。材料はシンプルですが、アーティストの作品にイン
スピレーションを受けながら、こどもたちは思い思いに自分
だけの「傑作」を創り出します。
対象：5 ～10歳

講師：ジョアン・アルティエリ 
（アトリエはフランス語と日本語で行われます）

※ 汚れてもいい服装でお越しください

クラスコード 
Code

講座名 
Cours

講師 
Professeur

曜日 
Jour

時間 
Heure

全学習時間 
Total

受講料 
Tarif

7E01 デビュークラス
Classe de découverte J. ALTIERI 土 14:00-15:00 11h ¥21,730

7E02 小学生クラス Les Loustics 1
Classe pour écoliers 1 J. ALTIERI 土 15:15-16:15 11h ¥21,730

7E03 小学生クラス Les Loustics 2
Classe pour écoliers 2 J. ALTIERI 土 16:30-17:30 11h ¥21,730

まずはお気軽に見学ください。 
（要予約。見学料1,000円で、登録の際返金いたします）

クラスコード 
Code

テーマ 
Thème

講師 
Professeur

曜日 
Jour

時間 
Heure

全学習時間 
Total

受講料 
Tarif

AE01 カンディンスキーにならおう
Apprenons avec Kandinsky J. ALTIERI 5/20（土） 10:30-12:00 1.5h ¥3,000

AE02 モネにならおう
Aprrenons avec Monet J. ALTIERI 6/17（土） 10:30-12:00 1.5h ¥3,000

小学生クラス 1/2 
Classe pour écoliers 1/2

フランスとフランス語発見の冒険に出かけましょう。この授
業では、テキスト『レ・ルスティック』でフランス語の基礎固め
をしながら、ゲームやかるた、歌、ビデオ、絵本や物語を使っ
て、無理なく少しずつフランス語に親しむことができます。時
にはパリ旅行や動物園、バカンス、レストランで食事など、テ
ーマを決めアクティブに活動していきます。この1時間はフラ
ンスのこどもになりきってみましょう！
Nous allons partir à l'aventure et découvrir la 
langue française et la France. Tout en apprenant 
en douceur les bases du français grâce à la 
méthode « Les Loustics », les enfants seront 
petit à petit immergés dans le monde du français. 
Pendant une heure les enfants vivront à l'heure 
française !

講師は 
ジョアン

こどものためのフランス語
COURS POUR ENFANTS

こどものためのアート・アトリエ
ATELIERS D'ART POUR ENFANTS

* 画材費込み　Frais de matériaux compris
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フランス人アーティストによるゴム版画アトリエ
« GRAVE TON BIZARRE PERSONNAGE » AVEC OLIVIER PHILIPPONNEAU ET RAPHAËLE ENJARY

オリビエ・フィリッポノーとラファエル・アンジャリはグ
ラフィックデザイナーで児童書を多数出版しています。
現在、木版技術をとりいれた子供向けの本を作る新
たなプロジェクトでヴィラ九条山に滞在中です。ふたり
はアンスティチュ・フランセ九州に来館し7才以上の子
供と父兄を対象としたゴム版画のアトリエを行います。
参加者それぞれがキャラクターを選び、彫った作品を
印刷してお持ち帰りいただきます。
日本語通訳付き

Olivier Philipponneau et Raphaële Enjary sont 
graph is tes e t ont publ ié p lus ieurs a lbums 
d'illustrations pour la jeunesse. Spécialisés 
dans les techniques de gravure sur bois, ils sont 
actuellement résidents à la Villa Kujoyama pour un 
nouveau projet de livre pour enfants. Ils viendront 
spécialement à l'Institut français du Japon – 
Kyushu pour animer un atelier de gravure sur 
gomme à destination des enfants de plus de 7 ans 
et de leurs parents. Chaque participant choisit un 
personnage, le grave, l'imprime et pourra repartir 
avec sa gravure imprimée et sa plaque gravée.

Atelier en français avec traduction en japonais

※ 材料費込み

※  ご家族お一人追加につき ¥1,500

*  Frais de matériaux compris

*  ¥1,500 pour les accompagnateurs

講座名 
 Atelier

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

受講料 
Tarif

愉快なキャラクターを彫ってみよう
Grave ton bizarre personnage

オリビエ・フィリッポノー 
ラファエル・アンジャリ 

O.PHILIPPONNEAU 
R. ENJARY

4/22 （土）
Samedi 22 avril 14:30-16:00 ¥2,500

C01-P17

本アトリエはヴィラ九条山滞在時に進められたプロジェクトです。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。
Ce projet a été développé dans le cadre d'une résidence à la Villa Kujoyama. La Villa Kujoyama est 
une antenne de l'Institut français du Japon. Elle bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt 
Schueller et de l'Institut français.
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パリと地方の歌巡り
AUTOUR DE PARIS ET LA RÉGION

フランス語中級以上の方向け。 
パリとブルターニュ：是非ピアノ演奏でも歌ってください。
Venez chanter Paris et la Bretagne sur des airs de piano. 
À partir du niveau intermédiaire.

シャンソン
VIVE LA CHANSON

フランスワイン巡り
ŒNOLOGIE
各国のワイン産地への滞在経験を重ねる、シニアソムリエによるワイン講座。
フランスの基本的な葡萄品種と世界のワインを比較します。毎回4種類から
5種類のワインを、ブラインドテイスティングで楽しんでいただきます。
Dispensé par un sommelier professionnel ayant séjourné dans plusieurs 
pays producteurs, ce séminaire permettra de comparer les principaux 
vins français avec les vins du monde. Serez-vous capable de reconnaître 
à l'aveugle 4 ou 5 vins ? 

講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

受講料 
Tarif

パリと地方の歌巡り 
Autour de Paris et la 

région

5月のパリが好き 
J'aime Paris au mois de mai

バルバラ 
Barbara れいら

Layla

4/8 （土）
Samedi 8 avril

11:00-
12:30 ¥2,000

こどもの歌とクラシック 
Chanson populaire  

& Mélodie

フレール・ジャック 
Frère Jacques

小さな木の実 /ビゼーのセレナーデ 
Sérénade de Bizet

5/27 （土）
Samedi 27 mai

11:00-
12:30 ¥2,000

AS01-P17

講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

受講料 
Tarif

フランスワイン巡り
Œnologie

ロワール地方 
Vins de la Loire

吉村智美
T. YOSHIMIURA

4/11 （火） 
Mardi 11 avril

19:00-
20:30 ￥24,400*

アルザス地方 
Vins d'Alsace

4/25 （火） 
Mardi 25 avril

ブルゴーニュ地方 
Vins de Bourgogne

5/9 （火） 
Mardi 9 mai

ボルドー地方・南西地方と貴腐ワインの魅力 
Vins de Bordeaux et du Sud-Ouest

5/23 （火） 
Mardi 23 mai

ラングドック・ルーション地方と酒精強化ワイン 
Vins du Languedoc-Roussillon

6/6 （火） 
Mardi 6 juin

AS02-P17

れいら　Layla

シンガーソングライター。ジャズコーラスをき
っかけに演奏活動を始め、現在ソロでジャ
ズ・シャンソンの演奏、創作、語学サポート
等を行う。

吉村智美　Tomomi Yoshimura 

「ラタフィア」（薬院）オーナーソムリエ

こどもの歌とクラシック
CHANSON POPULAIRE & MÉLODIE

フランス語初心者の方からお楽しみいただけます。
À partir du niveau débutant. 

※  予約は特に記載がない場合、3日前に締め切ります。 
締め切り後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

※ 年会費は必要ありません。

アトリエ ・ セミナー
ATELIERS ET SÉMINAIRES

新講座

*ワイン代込み　Frais du vin compris
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講座名 
 Atelier

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

墨で描く日仏語
Calligraphie en français  

et en japonais

吉本翔風
S. YOSHIMOTO

4/19 （水） 
Mercredi 18 avril 18:00-

20:00

¥3,600* ¥4,100*

6/21 （水） 
Mercredi 21 juin ¥3,600* ¥4,100*

AS04-P17

CUISINE FRANÇAISE ET SAVOIR-FAIRE DE M. YOSHIDA

40年来福岡の食文化を支え、牽引し続けるムッシュヨシダによる料理＆マ
ナー講座。知っているようで実は間違っているかもしれない食卓作法。欧
州各国で食文化を学んだ後、福岡のフレンチを始動させ毎日現場で様々
なテーブルを見つめてきたムッシュが、気になる作法やおもてなしの心得な
どをお話します。料理講座はデモンストレーションで二品を習得。
会場：メゾン･ド･ヨシダ 春吉（福岡市中央区春吉3-3-5 Tel : 092-711-7170） 
※ ホテル イル･パラッツォ正面
Les bonnes manières à table, les connaissez-vous vraiment ? Le chef, 
formé en France, vous expliquera quels sont les gestes attendus et 
ceux à éviter. Ce cours de cuisine française sera, bien sûr, accompagné 
d'une démonstration, et suivi d'un excellent repas en commun.

Lieu : Maison de Yoshida Haruyoshi

墨で描く日仏語
CALLIGRAPHIE EN JAPONAIS ET EN FRANÇAIS

国内外で活躍する書家アーティストによるカリグラフィー講座。フランス語
の素敵な語句に加え、同じ意味の漢字も同一紙に描いていきます。バック
となる文字は模様のように薄墨で、メインとなる文字は濃墨で。印をお持
ちいただくと、より一層素敵な仕上がりに。
Venez marier sur une même feuille mots en français et kanjis d'un 
sens équivalent, et y apposer votre sceau, en suivant les conseils 
d'une artiste calligraphe qui a exercé au Japon et à l'étranger.

講座名 
Atelier

メニュー  
Menu

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

CF会員 
Membres du CF

一般 
Général

ムッシュ・ヨシダの 
フランス料理と 
テーブルマナー

Cuisine française  
et savoir-faire  
de M. Yoshida

ブイヤベース　マルセイユ風 
Bouillabaisse marseillaise

吉田安政
Y. YOSHIDA

4/15 （土） 
Samedi 15 avril

11:00-
12:30 ￥5,000* ￥5,500*

鶏モモ肉の赤ワイン煮込み 
Coq au vin

5/20 （土） 
Samedi 20 mai

11:00-
12:30 ￥5,000* ￥5,500*

鶏胸肉のキエフ風 
Suprême de volaille à la Kiev

6/17 （土） 
Samedi 17 juin

11:00-
12:30 ￥5,000* ￥5,500*

AS03-P17

吉田安政　Yasumasa Yoshida

2015年フランス農事功労賞受賞 
「メゾン・ド・ヨシダ」 オーナーシェフ

吉本翔風　Shofu Yoshimoto 
2016年パリにて個展、 
今春イタリアアートフェアにて作品展示

吉
本
翔
風

 「
慈

 c
hé

ri
r」

※ 上記メニューともう一品（サラダかス－プ）を習得します。

※ 毎回オードブル・メイン料理・デザートのコース料理をいただきます。

* 材料費込み　Frais de matériaux compris

ムッシュヨシダのフランス料理とテーブルマナー

* 料理代込み　Frais de repas compris

新講座
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フレンチ・ポップス
FRENCH POPS

今のフランス音楽シーンを日本語で紹介（解説）します。講師は、LOVE 
FMのフランス人DJ・セボことセバスティアン・プロー。セボの楽しいおしゃ
べりとともに、どこよりも早いフレンチ・ポップスの最新情報が満載のアト
リエです。15名のアーティストの歌を聞き、PVを見た後に参加者全員でラ
ンキングを作ります。
日本語によるアトリエ
Tout savoir sur la musique française en vogue ! Sébastien Plaut, 
célèbre DJ de LOVE FM, vous présentera en japonais l'actualité de la 
scène musicale française.

Atelier en japonais

西洋美術史
HISTOIRE DE L'ART OCCIDENTAL

「パルミジャニーノ」
天使のように美しいと言われた早熟の画家パルミジャニーノの、非現実的
で優美な作品の数 を々ご紹介します。
Une professeure diplômée de la prestigieuse École du Louvre vous 
initiera aux œuvres élégantes et oniriques de Parmigianino, ce peintre 
précoce dont il fut dit qu'il était beau comme un ange.

美術史
HISTOIRE DE L'ART

フランス美術史
HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS

「クロード・ロランと17世紀風景画」
19世紀イギリスの風景画家ターナーにも大きな影響を及ぼしたクロード・
ロランの作品を中心に、17世紀の風景画について観ていきます。
Ce séminaire sera l'occasion de découvrir Claude Lorrain et ses 
paysages du 17e siècle, qui exercèrent une grande influence sur le 
peintre paysagiste anglais du 19e siècle J.M. William Turner.

セバスティアン・プロー　Sebastien Plaut

LOVE FMのDJ 
アンスティチュ・フランセ九州講師

小栁由紀子　Yukiko Koyanagi

2015年フランス教育功労賞受賞 
エコール・ド・ルーヴル出身

講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

受講料 
Tarif

フレンチ・ポップス
French Pops

女性シンガー 
Femmes chanteuses

セバスティアン・プロー
S. PLAUT

4/21 （金） 
Vendredi 21 avril

19:00-
21:00 ¥1,000

新世代 
Nouvelle génération

5/19 （金） 
Vendredi 19 mai

19:00-
21:00 ¥1,000

2017年ベスト （1） 
Best of 2017 （1）

6/16 （金） 
Vendredi 16 juin

19:00-
21:00 ¥1,000

AS05-P17

講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

受講料 
Tarif

西洋美術史
Histoire de l'art 

occidental

パルミジャニーノ
Parmigianino

小栁由紀子
Y. KOYANAGI

毎週土曜：
4/22、5/6、5/13、5/20 

Samedis 22 avril, 6, 13 et 20 mai

13:00-
14:00 ¥8,700

フランス美術史
Histoire de l'art 

français

クロード・ロランと17世紀風景画
Claude Lorrain et la peinture  

paysagiste du 17e siècle

毎週木曜：
6/1、6/8、6/15、6/22 
Jeudis 1er, 8, 15 et 22 juin

19:00-
20:00 ¥8,700

AS06-P17

パルミジャニーノ「自画像」

クロード・ロラン「シバの女王の上陸」
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洋服から衣装まで：変身するオブジェ
DU VÊTEMENT AU COSTUME : OBJET DE MÉTAMORPHOSES

引き出しの中で眠っている着物や帯はありませんか？普段着用できる洋服
やアクセサリーにリメイクしましょう。コレット・ウシャールがあなたのクリ
エーションをお手伝いします。リメイク用の着物をお持ちでない方はアンス
ティチュでご用意いたします。
コレット・ウシャールはヨーロッパと日本で活動する演劇、ダンス、オペラ
の衣装デザイナー。三浦基演出作品の衣装デザインを担当。定期的に京
都で作品制作しています。
日本語通訳付き

Vos kimonos, vos obis dorment dans vos tiroirs ? Vous souhaitez les 
transformer en vêtements et accessoires quotidiens ? Participez à cet 
atelier animé par Colette Huchard, créatrice de costumes en Europe 
et au Japon pour le théâtre, la danse et l'opéra. Et si vous n'avez pas 
de kimono à transformer, l'Institut vous en fournira un.

Atelier en français avec traduction en japonais

パリジェンヌの心のビタミン講座
LES PARISIENNES : VITAMINES POUR L'ESPRIT

新著出版記念新講座がスタート。時代のアイコンになったパリジェンヌ達
の生き様を知ることで、波乱万丈も怖くなくなり、さらに心を強く、スリム
にしてくれる講座です。毎回一人のフランス女性をセレクト、その女性の
人生をあらゆる角度から考察し、ゆかりの地を実際に尋ねた講師の写真
や映像もご覧頂きながら、お話します。
Naomi Hatakeyama s'intéresse dans son dernier ouvrage à ces 
parisiennes qui ont marqué leur époque, comme autant de leçons 
de vie. Une parisienne sera sélectionnée à chaque séance, puis sa 
vie sera examinée sous tous les angles. Vous serez guidés dans ce 
voyage par l'auteure, et explorerez avec elle les lieux en lien avec les 
histoires de ces femmes.

  

畠山奈保美　Naomi Hatakeyama

ドレカミフランス / ジャポン代表取締役

講座名 
 Atelier

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

CF会員 
Membres du CF

一般 
Général

洋服から衣装まで：変身するオブジェ 
Du vêtement au costume : objet de métamorphoses

コレット・ 
ウシャール

C. HUCHARD

4/27 （木）
Jeudi 27 avril

15:00-
17:00 ¥2,000 ¥2,500

C02-P17

講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

CF会員 
Membres du CF

一般 
Général

パリジェンヌの 
心のビタミン講座 
Les parisiennes : 

vitamines pour l'esprit

ビタミンＡ （AMOUR ABSOLU） 
エディット・ピアフと仲間達

Vitamine A par Edith Piaf 
AMOUR ABSOLU

畠山奈保美
N. HATAKEYAMA

5/13 （土）
Samedi 13 mai

16:00-
17:30 ¥2,500 ¥3,000

AS07-P17

新講座

コレット・ウシャール　C. HUCHARD

ヨーロッパと日本で活動する演劇、ダンス、オ
ペラの衣装デザイナー。三浦基演出作品の
衣装デザインを担当。
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フランス史 － 第一次世界大戦
HISTOIRE DE FRANCE - LA GRANDE GUERRE

第一世界大戦から見るフランスを探る、歴史全4回シリーズ。2回目は塹
壕で戦う兵士とフランス人達の当時の生活にフォーカス。アーカイブから
深く突きつめて" La Der des Ders" （意味：最後の最後。これが最後の
戦争であって欲しいとの願いから本大戦につけられた名前）への共感と理
解を深めます。
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Deuxième volet de la série sur la Grande Guerre. Retrouvez dans cet 
exposé les batailles et les dates décisives qui ont fait la Première 
Guerre mondiale. La vie des "poilus" dans les tranchées, et celle 
de la population civile. Une immersion à travers des documents 
d'archives pour vivre et mieux comprendre "La Der des Ders".

Séminaire en japonais

絵画アトリエ － あの画家のまなざし
DÉCOUVERTE DE LʼUNIVERS DʼUN PEINTRE

フランス文化に傾倒し、強烈な影響を受けた画家をピックアップ。画家の
視点に立って、フランス文化のパノラマも捉えていきましょう。まずは創作
活動や作品に散りばめられたテーマについて一通り解説、その後に油絵で
作品を描きます。
日本語通訳付き

Un panorama de la culture française patrimoniale et contemporaine à 
travers la vision d'un peintre. La présentation sera suivie d'un travail 
à la peinture à l'huile.

Atelier en français avec traduction en japonais

ニコラ・デペトリス　Nicolas Depetris

画家・建築家。 
画家として日仏で個展を開催、建築家でも
ある彼の作品にはビルや建物の風景も多
く描かれる

講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

CF会員 
Membres du CF

一般 
Général

フランス史  
－ 第一次世界大戦 
Histoire de France  
- La grande guerre

2. 重要人物と対戦について
認識する

Les grandes figures et les 
grandes batailles : Identifier

ヨアン・ディオ
Y. DIOT

5/18 （木）
Jeudi 18 mai

19:00-
20:30 ¥2,800 ¥3,500*

AS08-P17

講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

CF会員 
Membres du CF

一般 
Général

絵画アトリエ  
－ あの画家のまなざし

Découverte de  
l'univers d'un peintre  

モネの色彩
La couleur de Monet

ニコラ・デペトリス
N. DEPETRIS

6/3 （土）
Samedi 3 juin

14:30-
16:30 ¥4,100* ¥4,600*

AS09-P17

フランス兵と国旗

※ 汚れてもいい服装でお越しください

* 飲み物・おつまみ付き　Boissons et amuse-bouches compris

* 画材費込み　Frais de matériaux compris

ヨアン・ディオ　Yoann Diot

歴史に造詣が深い 
アンスティチュ・フランセ九州講師
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講座名 
 Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

CF会員 
Membres du CF

一般 
Général

芸術サロン
Salon des Beaux-Arts

宗教画を楽しむ
Initiation à la peinture religieuse

小栁由紀子
Y. KOYANAGI

6/24（土）
Samedi 24 juin

14:30-
16:00 ¥3,300* ¥3,800*

AS11-P17

講座名 
Atelier

テーマ  
Thème

講師  
Professeur

日程  
Date

時間 
Heure

受講料 
Tarif

2017年上半期のフランス映画
Le cinéma français en 2017

カンヌ国際映画祭上映作品と「ダリダ」
Films du festival de Cannes et Dalida

セバスティアン・プロー
S. PLAUT

6/17 （土）
Samedi 17 juin

16:00-
17:30 ¥1,000

AS10-P17

2017年上半期のフランス映画
LE CINÉMA FRANÇAIS EN 2017

フランス映画の‘今’がわかるアトリエ。2017年1～6月に話題となっ
たフランス映画10作品をピックアップ。カンヌ国際映画祭の上映
作品や「あまい囁き」で有名な歌手、ダリダの人生を描く映画な
どを取り上げます。お見逃しなく！
日本語によるアトリエ

Présentation des films événements de la première moitié de 
l'année 2017, avec les films français sélectionnés au festival 
de Cannes. Et avec le film sur Dalida, la célèbre chanteuse 
de Paroles, paroles...

Atelier en japonais

芸術サロン － 宗教画を楽しむ
SALON DES BEAUX-ARTS

展覧会や海外の美術館を訪れた時、宗教画ばかりで退屈した
り、「描かれている絵の意味が解ればもっと楽しいのに」と思った
ことはありませんか？この講座では、代表的な作品から少しマニ
アックなものまで、様 な々作品を鑑賞しながら、宗教画を楽しむ
コツを分かり易く解説します。
Une visite à distance des collections d’art religieux des 
grands musées européens. Nous nous familiariserons avec 
les formes diverses de l’art religieux et nous en révèlerons 
les secrets, des œuvres majeures jusqu’aux détails que 
seuls les plus fervents admirateurs connaissent.

* デザート・飲み物付き　Boisson et dessert compris

「オルレアン美術館」

新講座

セバスティアン・プロー　Sebastien Plaut

LOVE FMのDJ 
アンスティチュ・フランセ九州講師

小栁由紀子　Yukiko Koyanagi

2015年フランス教育功労賞受賞 
エコール・ド・ルーヴル出身
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展覧会
EXPOSITIONS
アジサカコウジ展「戯れに恋はすまじ」
KOJI AZISAKA « ON NE BADINE PAS AVEC LʼAMOUR »

3月25日（土）～4月28日（金） 
Du samedi 25 mars au vendredi 28 avril

今回の展示は裸婦の連作48点。並べると一続きになります。カルタの読
み札のように「あ～ん」で始まる短文の題名がついていて、それぞれが恋愛
についての箴言みたいな趣になっています。例えば「ときめきに　ねむれぬ
よるは　しゃあべっと」、「ろくでなし　いってもにやり　にくいやつ」等。個
展のタイトル「戯れに恋はすまじ」は19世紀のフランス、若い男女の恋の駆
け引きを描いたミュッセの戯曲名からの引用です。
オープニングパーティー：3月25日（土）18:30 
会場：アンスティチュ･フランセ九州5Fギャラリー 
入場無料 
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州（Tel : 092-712-0904）

Koji Azisaka revient à l'Institut français avec une série de 48 nus 
féminins conçue à la manière d'un jeu de cartes japonais, en suivant 
l'ordre des kanas de A à N. Chaque tableau illustre un proverbe sur 
l'amour. Le titre de l'exposition est tiré de la pièce éponyme d'Alfred 
de Musset. 

ルーヴル美術館特別展 「ルーヴルNo.9 ～漫画、9番目の芸術～」
EXPOSITION MUSÉE DU LOUVRE « LOUVRE N°9 - 9E ART »

4月15日（土）～5月28日（日） 
Du samedi 15 avril au dimanche 28 mai

くらくして　きょうはたべすぎ　ちゃったから

フランス語圏に発展した独自の漫画文化「バンド・デシ
ネ（BD）」はフランスで第9番目の芸術と位置付けられ
ています。そして、200年以上の長い歴史を持つルー
ヴル美術館が、「漫画」でルーヴル美術館を表現する
「ルーヴル美術館BDプロジェクト」を立ち上げました。
日仏総勢16人の漫画家たちがルーヴルをテーマに作
品を発表。本展覧会では、BDプロジェクトの全容を、
約300点の原画や資料・特別映像で紹介します。
会場：福岡アジア美術館（福岡市博多区下川端町3-1） 
料金：一般 1,300円 / 高大生 1,000円 / 小中生 600円 
主催：ルーヴル美術館、西日本新聞社、ＲＫＢ毎日放送、ルーヴル
No.9大実行委員会 
協力：福岡アジア美術館 
お問い合わせ：東映（Tel : 092-291-6792）

Dans le monde francophone, la culture du manga et de la BD s'est développée de longue date. En France, 
on parle même de 9e art. Et le Musée du Louvre lui consacre ce projet d'exposition en confiant à des 
auteurs français et japonais le soin de créer librement sur le thème « Le Louvre en BD ». Cette exposition 
présente 300 dessins originaux et images documentées.

Lieu : Musée des Arts Asiatiques de Fukuoka (3-1 Shimokawabata-cho, Hakata-ku, Fukuoka) 
Tarifs : 1.300 yens / Lycéens, Collégiens 1.000 yens / Écoliers 600 yens 
Organisation : Musée du Louvre, Journal Nishinippon, RKB, Comité du Louvre No.9 
Renseignements : Toei (Tél. : 092-291-6792)

荒木飛呂彦 © LUCKY LAND COMMUNICATIONS / 集英社

Vernissage : Samedi 25 mars, 18h30 
Lieu : Galerie, 5e étage de l’Institut 
Entrée gratuite 
Renseignements : Institut (Tél. : 092-
712-0904)
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会場：長崎県美術館（長崎県長崎市出島
町2-1）

料金：一般前売り 1,000円（当日 1,200円） 
/ 高校・大学・70歳以上 前売り 700円（当日 
900円） / 小学・中学 前売り500円（当日700
円）　※ 税込み、小学生未満無料

主催：長崎新聞社、長崎県美術館、NBC
長崎放送

企画協力：マリー・ローランサン美術館

後援：在日フランス大使館、アンスティチュ・フ
ランセ日本　ほか

お問い合わせ：長崎県美術館（Tel : 095-
833-2110）

Lieu : Musée préfectoral de Naga-
saki (2-1 Dejima-cho, Nagasaki-shi, 
Nagasaki)

Tarifs : Adultes 1.000 yens (sur place 
1.200 yens) / Étudiants, lycéens, plus de 
70 ans 700 yens (sur place 900 yens) / 
Collégiens, écoliers 500 yens (sur place 
700 yens) / Gratuit pour les enfants de 
moins de 6 ans

Organisation : Journal de Nagasaki, Mu-
sée préfectoral de Nagasaki, Nagasaki 
Broadcasting Company

Renseignements : Musée préfectoral de 
Nagasaki (Tél. : 095-833-2110)

愛の軌跡　マリー・ローランサン展
MARIE LAURENCIN « UN VOYAGE POUR LʼAMOUR »

4月14日（金）～6月18日（日） 
Du vendredi 14 avril au dimanche18 juin

マリー・ローランサン（1883～ 1956）は、エコール・ド・パリ（パリ派）を
代表する女性画家、詩人です。ベル・エポック（良き時代）と呼ばれたこ
ろの20世紀パリで活躍。淡く美しい色彩によって描かれた女性たちは、
今も多くのファンに憧れを抱かせ、激しい恋や亡命生活などのエピソード
も作品にロマンティックな魅力を与えています。本展では、油彩画、デッ
サン、資料など約100点を展示します。
Représentatif de l'Ecole de Paris, l'art de Marie Laurencin (1883-
1956) s'épanouit dans le Paris de la « Belle Epoque » au début du XXe 

siècle. Sa vie sentimentale 
m o u v e m e n t é e e t s o n 
e x p é r i e n c e d e l ' e x i l 
confèrent à ses célèbres 
portraits de femmes aux 
couleurs pâles un charme 
r o m a n t i q u e a f f i r m é . 
L'exposition propose une 
centa ine de peintures, 
dessins et archives.

屋久島国際写真祭展
YAKUSHIMA PHOTOGRAPHY FESTIVAL

5月20（土）～ 6月17日（土） 
Du samedi 20 mai au samedi 17 juin

フランスと日本の写真家の交流によって始まった第2回屋久島国際写真祭
（YPF）が3月17日～ 21日屋久島で開催されます。フランス、日本の写真家、
アートディレクター、写真業界のプロフェッショナル達が屋久島に集結し、
屋久島の魅力を最大限に生かした展示やワークショップを行います。本展
では屋久島国際写真祭で地元の人々の協力のもと制作された作品を展示
いたします。21日（日）には写真家千々岩考道を迎えてトークイベント＆交
流会を行います。

L'Institut français du Japon-Kyushu propose au public de Fukuoka 
de découvrir le festival de Yakushima, né en 2015 de la rencontre 
entre deux photographes, Kodo Chijiwa, résidant à Yakushima et 
Antonin Borgeaud, résidant à Paris. Ce festival franco-japonais réunit 
artistes et professionnels des deux pays pour expositions et ateliers. 
Rencontre publique avec Kodo Chijiwa le dimanche 21 à 14h00.

「三人の若い女」1953年頃 （マリー・ローランサン美術館蔵）

© KODO CHIJIIWA

オープニングパーティー：5月20日（土）18:30 
トークイベント＆交流会：5月21日（日）14:00

会場：アンスティチュ･フランセ九州5Fギャ
ラリー 
入場無料 
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092-712-0904）

Vernissage : Samedi 20 mai, 18h30 
Rencontre publique : Dimanche 21 mai, 
14h00

Lieu : Galerie, 5e étage de l’Institut 
Entrée gratuite 
Renseignements : Institut (Tél. : 092-
712-0904)
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E会場：アンスティチュ・フランセ５F多目的
ホール 
料金：800円（1ドリンク付） 
お問い合せ・ご予約：アンスティチュ・フランセ
九州 (Tel：092-712-0904）

Lieu : Espace conférences, 5e étage de 
l’Institut  
Tarif : 800 yens (une boisson offerte) 
Renseignements et réservation : Institut 
(Tél. : 092-712-0904)

司会・通訳：真下弘子（西南学院大学教授）

会場：西南学院大学百年館（福岡市早良区
西新2-12-19）

入場無料・要予約

お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092-712-0904）

Modéré par Hiroko Mashimo, professeur 
à l’université Seinan-Gakuin

Lieu : Seinan Gakuin. Centennial Hall (2-
12-19 Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka)

Entrée gratuite sur réservation

Renseignements et réservation : Institut 
(Tél. : 092-712-0904)

アントワーヌ・ヴォロディーヌを迎えて
RENCONTRE AVEC ANTOINE VOLODINE

6月16日（金）18:00 
Vendredi 16 juin, 18h00 

アントワーヌ・ヴォロディーヌは、最新作『Terminus radieux』2014年に
フランスで最も権威のある文学賞の一つメディシス賞を受賞した作家で、
現在は京都のヴィラ九条山に滞在しています。日本での研究プロジェクト
や自ら提唱する《ポスト・エグゾティスム》についての講演会を西南学院大
学で開催します。また、日本語訳された『無力な天使たち』についてもお話
しいただき意見交換を予定しています。フランス現代文学の重要な作家を
発見する機会となることでしょう。
Antoine Volodine, lauréat du prestigieux prix Medicis en 2014 pour 
son dernier roman, Terminus radieux, est actuellement à la Villa 
Kujoyama. Une rencontre publique sera organisée à l'Université 
Seinan Gakuin autour de son projet de recherche au Japon, de la 
démarche littéraire originale qu'il a créée, le « post-exotisme » et de 
son roman Des anges mineurs, traduit en japonais. Une occasion de 
découvrir l'univers particulier d'un auteur majeur de la littérature 
française contemporaine.

IFシネマ
IF CINÉMA
 
毎月1回、日本語字幕付きのフランス映画の上映会を催します。上映会
の後にはドリンクを飲みながら映画について語りましょう！
Séances mensuelles de films français sous-titrés en japonais, suivies 
d'une discussion autour d'un verre.

Volodine © Hermance Triay

クレジット：本講演会ははヴィラ九条山滞在時に進められたプロジェクトです。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。
Ce projet a été développé dans le cadre d'une résidence à la Villa Kujoyama. La Villa Kujoyama est une 
antenne de l'Institut français du Japon. Elle bénéficie du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller 
et de l'Institut français.

4月13日（木）19:00
Jeudi 13 avril, 19h00

『転校生』
Le nouveau
[2015年/81分/フランス] 
監督：ルディ・ローゼンバーグ 
出演： ラファエル・グレナシア、 

ジョシュア・ラッカー

5月11日（木）19:00
Jeudi 11 mai, 19h00

『呼吸―友情と破壊』
Respire
[2014年/92分/フランス] 
監督：メラニー・ロラン 
出演： ジョゼフィーヌ・ジャピ、 

ルー・ド・ラージュ、イザベル・カレ

6月15日（木）19:00
Jeudi 15 juin, 19h00

『ラ・ピローグ』
La Pirogue
[2012年/87分/コメディドラマティック] 
監督：ムッサ・トゥーレ 
出演： スレイマン・セイエ・エンディアエ、 

ライティ・ファル、マラミネ・ドラメ、バラ・ディアラ

文学
LITTÉRATURE
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フランス西海岸のシャンソン
Voyage chanson dans la côte ouest
進行役：れいら　Animé par Layla

4月14日（金） 19:00-20:00
Vendredi 14 avril, 19h00-20h00

2017年フランス大統領選
Élection présidentielle 2017
進行役：ヨアン・ディオ　Yoann Diot

5月12日（金） 19:00-20:00
Vendredi 12 mai, 19h00-20h00

J
日本語によるアトリエ
Atelier en japonais F

J

J

アンスティチュ読書部
Club littérature
進行役：ジョアン・アルティエリ Joan Altieri

4月28日（金） 19:00-20:00
Vendredi 28 avril, 19h00-20h00

J F

F

いま読むフランス文学：
最近の翻訳書から
La littérature francophone en 
traduction
進行役：倉方健作  Kensaku Kurakata

5月26日（金） 19:00-20:00
Vendredi 26 mai, 19h00-20h00

J

ジョージ・スタイナー
George Steiner
進行役：ヨアン・ディオ  Yoann Diot

6月23日（金） 19:00-20:00
Vendredi 23 mai, 19h00-20h00

J

フランス語によるアトリエ
Atelier en français

文学カフェ  CAFÉS LITTÉRAIRES

ポリティック・カフェ  CAFÉ POLITIQUE

シャンソン・カフェ  CAFÉ CHANSON

café

メディアテーク・カフェ
CAFÉS MÉDIATHÈQUE

カフェ・デ・ザミ
CAFÉ DES AMIS

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

書籍　Livres　

フランス映画　DVD

雑誌　Magazines

音楽　CD

会場：アンスティチュ・フランセ九州3Fメディアテーク 
料金：各回1,000円（飲み物付き）・要予約

お問い合わせ・ご予約：アンスティチュ・フランセ九州メディアテーク（Tel : 092-712-0904）

Réservation nécessaire. Renseignements et réservation : Institut (Tél. : 092-712-0904)

土曜 15:00-16:00  
4月8日、22日、5月6日、13日、27日、6月3日、10日
会場：アンスティチュ・フランセ九州メディアテーク
料金：クラブ・フランス会員、一般共通 500円
5枚綴りチケット 2,000円

毎月第3土曜 15:00-16:00  
4月15日、5月20日、6月17日
会場：カフェ パンデロー （当館同ビル1Ｆ）
参加料：クラブ・フランス会員、 
一般共通 800円（カフェでの飲み物1杯付き）
※ 5枚綴りチケットをお持ちの方は、事前に3Ｆ受付にてド
リンククーポン（300円）のみご購入ください。
※ 飲み物2杯目以降は、直接カフェ パンデローへお支払い
いただきますようお願いいたします。

Les samedis 8, 22 avril, 6, 13, 27 mai, 3 et 10 juin 
15h00-16h00
Lieu : Médiathèque de l'Institut
Pour les francophones natifs : la participation au café 
est gratuite.
Pour les non francophones natifs : la participation est 
de 500 yens (carnet de 5 tickets 2.000 yens).

Les samedis 15 avril, 20 mai et 17 juin, 15h00-16h00
Lieu : Café Pão de ló
Pour les francophones natifs : avant de vous rendre au 
café, merci de passer à l'accueil de l'Institut, au 3ème 
étage, pour acheter un coupon boisson (à 300 yens).
Pour les non francophones natifs : la participation, 
première boisson incluse, est de 800 yens.

Lieu : Médiathèque de l'Institut 
Tarif : 1.000 yens (par séance, une boisson comprise)

学習者のための本棚 
Bibliothèque de 
l'apprenant

オンライン図書館　 
Culturethèque　
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フランス西海岸のシャンソン
Voyage chanson dans la côte ouest
進行役：れいら　Animé par Layla

4月14日（金） 19:00-20:00
Vendredi 14 avril, 19h00-20h00

2017年フランス大統領選
Élection présidentielle 2017
進行役：ヨアン・ディオ　Yoann Diot

5月12日（金） 19:00-20:00
Vendredi 12 mai, 19h00-20h00

J
日本語によるアトリエ
Atelier en japonais F

J

J

アンスティチュ読書部
Club littérature
進行役：ジョアン・アルティエリ Joan Altieri

4月28日（金） 19:00-20:00
Vendredi 28 avril, 19h00-20h00

J F

F

いま読むフランス文学：
最近の翻訳書から
La littérature francophone en 
traduction
進行役：倉方健作  Kensaku Kurakata

5月26日（金） 19:00-20:00
Vendredi 26 mai, 19h00-20h00

J

ジョージ・スタイナー
George Steiner
進行役：ヨアン・ディオ  Yoann Diot

6月23日（金） 19:00-20:00
Vendredi 23 mai, 19h00-20h00

J

フランス語によるアトリエ
Atelier en français

文学カフェ  CAFÉS LITTÉRAIRES

ポリティック・カフェ  CAFÉ POLITIQUE

シャンソン・カフェ  CAFÉ CHANSON

フランス食品輸入 ルミエ・メッド
住所 ： 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-8-1-502 MED 
TEL ： 092-791-3091    
E-MAIL ： str@rc4.so-net.ne.jp 
営業時間 ： 月～金 10:00-20:00 
定休日 ： 土曜・日曜
ミツバチ生花粉は千年以上も前からヨーロッパで食されている天然
の総合ビタミン剤です。この「花のサプリメント」はフランス西部の小
さな村で養蜂業を営む農家が手作業で生産しています。フランスか
らフレッシュ（生）の状態で輸入していますので、乳酸菌が生きてい
ます。また、天然のロックローズから集められたものですので安心して
お召し上がりいただけます。日頃、不足しがちなミネラルやビタミンな
どを手軽に補給でき、ヨーグルトにかけて食べるとほのかな甘みとか
すかな花の香りが楽しめます。新しい朝の習慣にいかがでしょうか。

ラ・シュエット
住所 ： 〒877-0111 大分県日田市天瀬町 
TEL ： 090-2510-5000 （レジス・ラシアク 日本語対応）    
E-MAIL ： lachouette@nexyzbb.ne.jp 
料金 ：  15,000円 

【授業2時間、一泊2食付き（夕食はフランス料理）】
アンスティチュ・フランセ九州はいつもの講座の他に、語学＆美食の
週末をおすすめします。天ヶ瀬ののどかな環境で、アンスティチュの講
師レジス・ラシアクが、お好みに合わせたプランをお届けします。

お問い合わせは、日本語でも対応できますのでお気軽にどうぞ。

商品の詳細やご注文は、以下のホームページをご参照ください。
www.lumiemed.com

レンタルスペースのご案内
LOCATION DE SALLE

多目的ホール（66.65㎡）
収容人数：上映・講演会形式約70名（椅子のみ）　教室形式約30名

ギャラリー（73.1㎡）
壁面：2.85ｍ×8.3ｍ2面　2.45ｍ×3.7ｍ2面

教室 （教室により大きさが異なります）

収容人数：教室形式5人～ 15人

31アンスティチュ・フランセ九州

※  ギャラリーの貸出しに関しましては、展示内容をフランス関連に限定し、作品資料の事前提示をお願いしております。
※  当館の授業・イベントでの使用が優先となります。また、ご使用内容により授業に支障が出るような場合はお貸しできかねます。
※  詳細はお問合せください。
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5月  MAI
1

2

3

4

5

6  

7

8

9

10

11 文  IFシネマ

12   ポリティック・カフェ

13 文   パリジェンヌの 
心のビタミン講座
 

14

15

16

17

18 文  フランス史

19 文  フレンチ・ポップス

20   こどものための 
アート・アトリエ

文   ムッシュヨシダの 
フランス料理とテーブルマナー

文   屋久島国際写真展 
（5/20-6/17）

 

21

22

23

24

25

26   文学カフェ

27 文  シャンソン
 

28

29

30

31

カレンダー
CALENDRIER

春学季： 2017年4月3日（月）～6月24日（土）

フランス語 . . . . . . . . . . P2～18

こどもプログラム . . . . P19～20

フランス文化 . . . . . . . P21～29文

メディアテーク. . . . . . . . . . P30

カフェ・デ・ザミ

土曜日
Samedi

日曜日・祝日
Dimanche / Jour férié

4月  AVRIL
1 語  無料体験レッスン

2

3

4

5

6

7

8 文  シャンソン
 

9

10

11

12

13 文  IFシネマ

14   シャンソン・カフェ
文   マリー・ローランサン展 
（4/14-6/18）

15 文   ムッシュヨシダの 
フランス料理とテーブルマナー

文  ルーヴルN° 9展  （4/15-5/28）

 

16

17 語  無料体験レッスン

18 語  無料体験レッスン

19 文   墨で描く日仏語

20 語  無料体験レッスン

21 文   フレンチ・ポップス

22 文   フランス人アーティストによる 
ゴム版画アトリエ

語  無料体験レッスン
 

23

24

25 語  TCF出願受付締切

26

27 文   衣装デザイナーによる 
着物リメイクアトリエ

28   文学カフェ

29   全館休館  （4/29-5/5）

30

6月  JUIN
1

2

3 文  絵画アトリエ
 

4

5

6

7

8

9

10  

11

12

13

14

15 文  IFシネマ

16 文  フレンチ・ポップス
文   アントワーヌ・ヴォロディーヌ
を迎えて

17 文   ムッシュヨシダの 
フランス料理とテーブルマナー
  こどものための 
アート・アトリエ

文   2017年上半期の 
フランス映画
 

18

19

20

21 文  墨で描く日仏語

22

23   文学カフェ

24 文  芸術サロン

25

26

27

28

3月  MARS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10   文学カフェ

11   こどものための 
アート・アトリエ

文  絵画アトリエ

12

13 語   春学季早期登録受付 
（3/13-3/25）

14

15 文  IFシネマ

16

17 文   屋久島国際写真祭 
（3/17-3/21）

18 文   ムッシュヨシダの 
楽しいフランス料理

19 文  山海塾

20

21 語  特別選択講座  （3/21-3/24）

語   大学生のための 
フランス語短期研修 
（3/21-3/31）

22

23

24 文  フレンチ・ポップス

25   フレンチ・オープン・デイ
文  アジサカコウジ展  （3/25-4/28）

語  DELF・DALF出願受付締切

26

27 語  無料体験レッスン

28 語  無料体験レッスン

29

30 語  無料体験レッスン

31

語



カフェ パンデロー（大名・アンスティチュ同ビル1階奥）
デザートプレゼント（ランチを注文の方）、 
飲み物テイクアウト100円引き L

ル シュバリエ（大名・アンスティチュすぐ近く）  
ワインカラフェ（500 ml）プレゼント 赤または白
オー・バカナル（大丸パサージュ広場）  
ドリンク料金をテーブルでもカウンター料金
で（50円引き）
カフェ・ジャック・モノー（天神）料金20%割引
ル・ブルトン（今泉）  
1,000円以上ご利用の方は100円引
シェ・モリタ（警固） 
グラスワイン1杯プレゼント D

ビストロ食堂シュシュ（警固） 
食前酒1杯サービス D

ビストロ・ラ・ポーレ（警固）  
グラスワイン1杯プレゼント L  D

仏蘭西家庭料理花むら（舞鶴） 
アペリティフまたはソフトドリンク1杯プレ
ゼント D

ビストロ・シェ・ラパン（舞鶴）  
グラスワイン1杯プレゼント L  D

クロマニョン（大手門） 
食前酒1杯プレゼント
ラタフィア（薬院） 
小さなおつまみプレゼント
レストラン・マナベ（薬院） 
グラスワイン1杯プレゼント D

レストラン ヴェル・フォンセ（平尾） 
ソフトドリンク1杯サービス L  
グラスワイン1杯サービス D

ビストロ・ブーレ（平尾）  
コーヒー1杯あるいはワイン1杯プレゼント D

ビストロ クワバラ（渡辺通り） 
2名様よりワイン500mlを1本ご提供 L  D

オマール家プートリエー（高砂） 
グラスワイン1杯サービス
ピサンリ（春吉） 
グラスワイン1杯あるいはアニス酒1杯 
プレゼント L  D

ビストロ エズ（中州） 
グラスワイン1杯プレゼント D

ル・ペガス（西中洲） 
コーヒー1杯プレゼント（お食事の方）
オー・ボルドー（西中洲） 
ボルドー水（アヴァティール）1杯サービス
ビストロ バビロン（室見） 
コーヒー1杯プレゼント D

ア・マ・マニエール（西新） 
10パーセント割引 L  D

フレンチレストランMORI（東油山） 
当店おすすめのドリンク1杯プレゼント D

レストラン・ラ・グリシーヌ（筥松） 
ヴァン・ド・ナチュレールとフロマージュ 
（ド・ナチュレール）のマリアージュセットを 
（お連れの方も）プレゼント D

アンスティチュ・フランセ九州
〒810-0041　福岡市中央区大名2-12-6 ビルF

Institut français du Japon – Kyushu
2-12-6, Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka 810-0041

Tel. 092-712-0904    Fax. 092-712-0916
kyushu@institutfrancais.jp

アクセス
MÉTRO： ［地下鉄空港線］赤坂駅3番出口を出てすぐ 
BUS： ［西鉄バス］赤坂門（明治通）、赤坂門（大正通り）から徒
歩3分

※ 1階にカステラ本舗福砂屋さんが店鋪を構えているビルの3～5階。受付
は3階です。 
※ 駐車場はありません。（自転車でお越しの方は、地下1階の駐輪場をご利
用ください。）

www.institutfrancais.jp

開館時間
【 受付・メディアテーク 】
火～金 10:00-13:00 / 14:00-19:00　 
土 10:00-13:00 / 14:00-18:00

【 ギャラリー 】
火～金 10:00-19:00　土 10:00-18:00
※ 日・祝・月は受付、メディアテーク、及びギャラリーはお休みです。

表紙：アジサカコウジ「黄色のバラを持ったマリアンヌ」 
Couverture : Marianne à la rose jaune, Koji Azisaka

アンスティチュ・フランセ九州のおすすめ
PARTENAIRES DE L’INSTITUT

L Dランチ ディナー

たくさんのお店や施設のご協力を得て、クラブ・フランス会員向け特典をご提供頂きました。ご注文の際にクラブ・フランス会員
カードをご提示ください。




