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Chers amis,

Bienvenue à tous pour cette session d'automne, avec 
une programmation culturelle particulièrement riche !

Deux expositions se succéderont dans la galerie de 
l'Institut et mettront à l'honneur de jeunes artistes 
de Fukuoka, le premier japonais, Gaku Watanabe, et 
le second français, Nicolas Depetris. La compagnie 
XY, emblématique du nouveau cirque à la française, 
enchantera petits et grands avec un spectacle 
acrobatique époustouflant. Deux débats d'idées franco-
japonais aborderont des questions de société qui 
appellent de nouvelles façons de penser l'organisation 
du travail : l'égalité entre les hommes et les femmes 
face à l'emploi et l'entrepreneuriat social. Le festival 
littéraire Feuilles d'Automne fêtera sa dixième édition 
avec la venue de l'auteur Olivier Bourdeaut et de la 
dessinatrice de bande dessinée Zeina Abirached. Et l'un 
des grands noms français de l'art contemporain, Pierre 
Huyghe, investira le jardin de Dazaifu Tenmangu avec 
une nouvelle œuvre créée in situ.

Je souhaite également la bienvenue à Vincent Degoul, 
nouveau secrétaire général et directeur des cours, et 
Félycitie Daunas, professeur et chargée de mission 
pédagogique.  Leur arrivée dans l'équipe de l'Institut 
est l'occasion d'enrichir encore notre offre de cours de 
langue et de séminaires sur la culture française.

A très bientôt à l'Institut français du Japon – Kyushu, et 
réservez d'ores-et-déjà votre soirée du 9 décembre pour 
la Fête de Noël !
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ダヴィッド・テュルズ
アンスティチュ・フランセ九州館長
David Tursz
Directeur de l'Institut français du Japon – Kyushu

皆様

ようこそ秋学期へ。充実の文化イベントプログラム
で皆様をお迎えします！

アンスティチュのギャラリーでは福岡在住の若い二
人アーティストの展覧会を開催します。日本人アー
ティストの渡辺学そしてフランス人アーティストのニ
コラ・デペトリスです。また、フランスの現代サーカス
を代表するカンパニー XYは、驚きのスペクタクルで
子供から大人まで皆様を魅了するでしょう。二つの
日仏討論会では、新しい働き方を必要とする社会
問題を取り上げ、仕事における男女間の平等や社
会起業といった新しいコンセプトについて考えてい
きます。今年 10回目を迎える読書の秋には、文学
界からオリヴィエ・ブルドー、バンドデシネ界からゼ
イナ・アビラシェッドをお招きします。また、著名なフ
ランスの現代美術作家の一人であるピエール・ユイ
グによる庭が太宰府天満宮境内に作られます。

この秋、新しい事務局長・教務部長のヴァンサン・
ドゥグルと講師・教務担当のフェリシティ・ドナが着
任します。新しいスタッフと共に、フランス語講座とフ
ランス文化アトリエ・セミナーをますます充実させて
いきます。

それでは、アンスティチュでお会いしましょう。12月9
日にはクリスマスパーティーを開催予定です！

25 討論会
 DÉBATS D'IDÉES

26 ヌーヴォー・シルク
 NOUVEAU CIRQUE

26 IFシネマ
 IF CINÉMA

27 読書の秋2017
 FEUILLES D'AUTOMNE 2017

28 現代美術
 ART CONTEMPORAIN

28 シネマ
 CINÉMA

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

29  メディアテーク・カフェ 
  CAFÉS MÉDIATHÈQUE 

29 カフェ・デ・ザミ
 CAFÉ DES AMIS



秋期講座のご案内
SESSION D'AUTOMNE 

10月 7日（土）  ～ 12月 22日（金）

9月 25日（月）～ 10月 6日（金）

2017年秋期講座

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。

9月26日 （火） 14 :30 -15 :30
9月27日 （水） 19 :00 -20 :00
9月30日 （土） 11 :00 -12 :00  
10月4日 （水） 11 :00 -12 :00
10月21日 （土） 16 :00 -17:00
10月24日 （火） 14 :30 -15 :30
10月25日 （水） 19 :00 -20 :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。

10月3日 （火） 18 :00 -19 :00

※ 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。

秋期講座前の10 /2（月）～ 10 /6（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。

祝日（10 /9、11 /3、23）も授業は行われます。

全館休館：12 /23（土・祝）～ 1 /3（水）  
※ 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。

 

10月6日（金）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。
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登録手続きと受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

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。

  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・セミナー・アトリエを除
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1年間。メディアテーク会員、フランス
の漫画や雑誌が閲覧できるデジタル図書館キュルチュールテ
ック会員、提携レストランなどのサービス、また4季連続して受
講された方は、二つ目のクラス（フランス語講座のみ）半額、と
いった特典が受けられます。

  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、秋期講座の総額です。別
途年会費やテキスト代が必要となります。

年会費・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（5,000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
、登録の際に受講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。

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、2015年から福岡在住。 
文学、アート、歴史、映画に興味があり、博多
ラーメンが大好き。

Stéphane CLAIR

フランス語講師と翻訳者をしています。趣味は 
日本やアジア各地を旅すること。一緒にフランス
と日本の言葉の旅へ出かけましょう。

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。

Félycitie DAUNAS

南仏出身で 7年間ボルドーに住んでいました。
スポーツと食べることが大好きです。

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-SUTRA

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

carpe diem。それは「その日を摘め」という
意味で自分が大切に思う言葉。ラテン語ですが
フランス語でもそのまま使います。

Régis LACIAK

言語の勉強は楽しい旅のようなもの。精神を豊
かにする世界への扉です。簡単ではないけれど
喜びや刺激があります。

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

好きな食べ物はフランスと福岡のミックス、明太フ
ランス！全く違う二つの味が一つになって素晴ら
しい。人も別の国の文化を浴びて変わりますね。

Jean-Marc PORTALES

日本のモンサンミッシェルを知っていますか？ 
天国のような島「壱岐島」です。故郷から長く
離れると何でも自分の国に見えるようになります。

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。
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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 フランス語超入門1 R. LACIAK 火 14:30-16:00 4.5h ¥8,890

000-2 *2 フランス語超入門2 F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 6h ¥11 ,850

000-3 *3 フランス語超入門3 F. DAUNAS 水 19:00-20:30 4.5h ¥8,890

000-4 *4 フランス語超入門4 X. MICHEL 土 10:30-12:30 6h ¥11 ,850
＊1   10 /10 -10 /24  毎週火曜 全3回　　＊2、3   10 /11 -10 /25  毎週水曜 全3回　　＊4   10 /7-10 /21  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- R. LACIAK 火 14:30-16:00 12h ¥23,700

102 *2 Spirale nouvelle édition 1- F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 16h ¥31,600

103 *3 Spirale nouvelle édition 1- F. DAUNAS 水 19:00-20:30 12h ¥23,700

104 *4 Spirale nouvelle édition 1- X. MICHEL 土 10:30-12:30 16h ¥31,600
＊1   10 /31 -12 /19  毎週火曜 全8回　　＊2、3   11 /1 -12 /20  毎週水曜 全8回　　＊4   10 /28 -12 /16  毎週土曜 全8回

スピラル1課から始まるクラスは、「フランス語超入門」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。

「フランス語超入門」の授業終了後は、101～104へ
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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。

▲
116   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- J. ALTIERI 月 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

106 Spirale nouvelle édition 3- J.M. PORTALES 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

107 Spirale nouvelle édition 4- L. FUJISHIMA-SUTRA 水 14:30-16:30 22h ¥43,450

108 Spirale nouvelle édition 5- G. ADRÉA 土 17:00-19:00 22h ¥43,450

109 Spirale nouvelle édition 6- F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

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

111 Spirale nouvelle édition 14- B. TORRES 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

112 Spirale 14- R. LACIAK 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

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

114 Spirale nouvelle édition 16- F. CHARRUAULT 火 10:30-12:30 22h ¥43,450

115 Spirale nouvelle édition 20- X. MICHEL 土 13:00-15:00 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

116 * 発音 R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
＊  10 /18、11 /1、15、29、12 /13  隔週水曜 全5回
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A
1  入
門
　

/　
A

2  初
級

A2  初級  ÉLÉMENTAIRE  
－フランス語の基礎を学習したことのある方対象－

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

詩から学ぶ発音
Poésie et prononciation  

フランス語のやさしい詩を通じ、フランス語のエッセン
スを学び、リズムや発音を身につけることができます。ボ
キャブラリーの幅を広げ、会話でも実際に使えるように
なりましょう。

▲
216  J. ALTIERI 

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

やさしいフランス語で書かれた物語や短編を通じ、フラ
ンス語を読むことを楽しみましょう。読みながら語彙力や
発音力を身につけます。

▲

217  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- X. MICHEL 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

202 Le nouveau taxi ! 1 1- F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

203 Le nouveau taxi ! 1 4- R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

204 Le nouveau taxi ! 1 5- J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

205 Le nouveau taxi ! 1 6- F. GANDRILLON 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

206 Le nouveau taxi ! 1 6- F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

207 Le nouveau taxi ! 1 8- B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

208 Le nouveau taxi ! 1 9- B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

209 Le nouveau taxi ! 1 15- F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

210 Le nouveau taxi ! 1 23- F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

211 Le nouveau taxi ! 1 30- V. LEFRANÇOIS 土 16:00-18:00 22h ¥43,450

212 Le nouveau taxi ! 1 31- X. MICHEL 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

213 Le nouveau taxi ! 1 35- Y. DIOT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

214 Le nouveau taxi ! 1 36- B. TORRES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

215 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

216 詩から学ぶ発音 J. ALTIERI 金 15:00-16:30 16.5h ¥32,590

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

▲  

313  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。 

▲  

314   F. GANDRILLON    
315  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。

▲

316 / 317   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。

▲

318 / 319  F. CHARRUAULT

Clés pour la France 1 / 2 / 3 / 4

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。

▲  

320 / 322 / 323   S. PLAUT 
321   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。

▲  

324 / 325   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。

▲

326   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。

▲

327   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、P14 -15をご覧
ください。

▲

328   J.M. PORTALES
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B
1  中
級

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 1- F. CHARRUAULT 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

302 Le nouveau taxi ! 2 1- F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

303 Le nouveau taxi ! 2 1- S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

304 Le nouveau taxi ! 2 2-
J.M. PORTALES
F. CHARRUAULT

金 19:00-21:00 22h ¥43,450

305 Le nouveau taxi ! 2 13- J.M. PORTALES 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

306 Le nouveau taxi ! 2 16- S. CLAIR 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

307 Le nouveau taxi ! 2 17- J.M. PORTALES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

308 Le nouveau taxi ! 2 27- B. TORRES 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

309 Le nouveau taxi ! 2 29- L. FUJISHIMA-SUTRA 水 10:00-12:00 22h ¥43,450

310 Le nouveau taxi ! 2 33- F. GANDRILLON 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

311 Le nouveau taxi ! 2 33-
F. CHARRUAULT 
J.M. PORTALES

金 19:00-21:00 22h ¥43,450

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

313 Saison 2 8- F. GANDRILLON 土 15:30-17:30 22h ¥43,450

314 Saison 3 1- F. GANDRILLON 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

315 Saison 3 5- 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

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

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

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

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

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

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

322 Clés pour la France 3 S. PLAUT 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

323 Clés pour la France 4 S. PLAUT 木 10:00-12:00 22h ¥43,450

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

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

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

327 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

328 * DELF B1 J.M. PORTALES 土 16:30-18:00 7.5h ¥14,810
＊  10 /7-11 /4  毎週土曜 全5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

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。

▲

406   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。

▲

407   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。

▲

408   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。

▲

409   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。

▲

410   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、P14 -15をご覧ください。

▲

411   J.M. PORTALES
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B
2  中

上
級

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

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

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

409 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

410 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

411 * DELF B2 J.M. PORTALES 土 18:30-20:00 7.5h ¥14,810
＊  10 /7-11 /4  毎週土曜 全5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   Y. DIOT

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

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 Y. DIOT 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 contemporaine J. ALTIERI 火 14:30-16:30 10h ¥19,750
＊  10 /17、31、11 /14、28、12 /12  隔週火曜 全5回

Découvrir la littérature française 
contemporaine

20世紀フランス文学の世界を発見しに行きましょう。 
毎回異なる作家を取り上げ、作品への理解を深めます。
映像や新聞、ラジオ等のメディアも用いながら楽しく学ん
でいきます。

▲

504   J. ALTIERI   
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C
1-C

2  上
級
　

/　
特
別
選
択
講
座

受講料（1回分） 

A1 : Spirale leçon 2 以上
クラスコード 講座名 担当講師 日程 時間 全学習時間

61P1-E17 シャンソンから学ぶきれいな発音 JM. PORTALES 10/3（火） 19:00-21:00 2h

61P2-E17 音声記号に親しもう JM. PORTALES 10/4（水） 10:30-12:30 2h

A2 : 初級
クラスコード 講座名 担当講師 日程 時間 全学習時間

62C-E17 コミュニケーション練習 J. ALTIERI 10/2(月） 14:30-16:30 2h

62E-E17 演劇から学ぶフランス語 F. DAUNAS 10/4(水） 19:00-21:00 2h

B1 : 中級
クラスコード 講座名 担当講師 日程 時間 全学習時間
63CO-E17 聞き取り練習 X. MICHEL 10/5（木） 10:00-12:00 2h

63E-E17 フランス語で紹介する世界遺産 X. MICHEL 10/6（金） 19:00-21:00 2h

B2-C1 : 中～上級
クラスコード 講座名 担当講師 日程 時間 全学習時間

64E-E17 Théâtre en français F. DAUNAS 10/5（木） 19:00-21:00 2h

64L-E17 Lire des livres en français J. ALTIERI 10/6（金） 14:30-16:30 2h

特別選択講座
SESSION SPÉCIALE

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。

期間

10月2日（月）～ 10月6日（金）

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。

大学生、 
夏期フランス語 
講座の受講生
割引あり特別選択講座とは？

レベル別フランス語（2時間）

夏期フランス語講座登録中の方 ............¥3,000 
それ以外の方 .......................................¥3,500

※ 年間登録料は必要ありません。
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2018年度の募集締め切りは9月30日です。 
たくさんのご応募お待ちしております。

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

A2 初級 A1+ ～ 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 A2+～ 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。

フランス政府給費留学生制度（文系）
BOURSES DU GOUVERNEMENT 
FRANÇAIS (CULTURELLES)
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。

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2017年度秋季  試験日

10月10日（火）17時まで11月10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

7月8日（土）～9月2日（土）
17時まで

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年度秋季  試験日

筆記試験 口述試験 受講料

DELF A1 10月8日 （日） 10月22 日 （日） ¥11 ,000

DELF A2 10月15日 （日） 10月22日 （日） ¥11 ,000

DELF B1 10月8日 （日） 11月5 日 （日） ¥13 ,000

DELF B2 10月15日 （日）  11月5 日 （日） ¥13 ,000

DALF C1 10月8日 （日）  10月29日 （日） ¥17,000

DALF C2 10月15日 （日） 10月29日 （日） ¥17,000

資
格
試
験

B1

B2

P9

P11
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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！

© getty image
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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 y entrer progressivement et à apprendre 
les bases de la communication. Une initiation à 
l’écriture 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

7 E01 デビュークラス
Classe de découverte J. ALTIERI 土 

Samedi 14:00-15:00 11 h ¥21,730

7 E02 小学生初級クラス
Les Loustics 1 : Classe pour écoliers - niveau débutant J. ALTIERI 土 

Samedi 15:15-16:15 11 h ¥21,730

7 E03 小学生中級クラス
Les Loustics 2 : Classe pour écoliers - niveau intermédiaire J. ALTIERI 土 

Samedi 16:30-17:30 11 h ¥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 アンディ・ウォーホルにならおう
Apprenons avec Warhol J. ALTIERI 10 /14（土）

Samedi 14 octobre 10:30-12:00 1 .5 h ¥3 ,000

AE02 モンドリアンにならおう
Apprenons avec Mondrian J. ALTIERI 11 / 11（土）

Samedi 11 novembre 10:30-12:00 1 .5 h ¥3 ,000

AE03 アンリ・ルソーにならおう
Apprenons avec Rousseau J. ALTIERI 12 /2（土）

Samedi 2 décembre 10:30-12:00 1 .5 h ¥3 ,000

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、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。ま
た、フランスの小学生との手紙やビデオレターのやりとり
の機会も準備しています。
Découvrons en nous amusant la langue et la culture 
françaises. Tout en apprenant en douceur le français 
avec la méthode « Les Loustics », les enfants sont 
immergés dans cette nouvelle langue grâce à de 
multiples activités (jeux, histoires, vidéos, chansons...). 
Il est également proposé aux enfants de correspondre 
par écrit et par vidéo avec des écoliers français afin de 
rendre plus concret leur apprentissage.

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
ATELIER D'ART POUR ENFANTS

* 画材費込み　Matériaux compris

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)

小学生クラス 初級 / 中級 
Classe pour écoliers – niveau débutant / intermédiaire

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
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美術史
HISTOIRE DE L'ART

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

西洋美術史：パルミジャニーノ
Histoire de l'art occidental : Parmigianino

毎週土曜：10/7、14、21、28
Samedis 7, 14, 21 et 28 octobre

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

フランス美術史：クロード・ロランと17世紀風景画
Histoire de l'art français : Claude Lorrain et la peinture 

paysagiste du 17e siècle

毎回木曜：10/26、11/2、9、30
Jeudis 26 octobre, 2, 9 et 30 novembre

19:00-20:00 ¥8,000 ¥8,700

AS01-A17

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ビタミンD （DESTIN-運命） カミーユ・クローデル
Vitamine D (DESTIN) : Camille Claudel

10/ 7 （土）
Samedi 7 octobre

16:00-17:30 ¥2,500 ¥3,000

AS02-A17

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

講師：畠山奈保美  Naomi Hatakeyama

ドレカミフランス / ジャポン代表取締役

※  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

冷たく静謐な夜明けの光、木立を染
める赤みを帯びた黄昏の光…移り
変わる光を巧みに表現したロランの
風景画を中心に鑑賞します。
Séance consacrée à Claude Gellée 
dit “le Lorrain”, peintre paysagiste du 
XVIIème siècle qui a su exprimer avec 
virtuosité les états changeants de 
la lumière.

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」

西洋美術史
HISTOIRE DE L'ART OCCIDENTAL

「パルミジャニーノ」
コレッジオの構図、ミケランジェロの人物像、
ラファエッロの優美さを継承した、パルマ出身
のマニエリスムの画家の作品を観ていきます。
Une professeure diplômée de la prestigieuse 
École du Louvre vous invite à apprécier les 
œuvres de Parmigianino, ce peintre originaire 
de Parme, représentant du courant maniériste 
et héritier des compositions du Corrège, des 
personnages de Michel-Ange et de l'élégance 
de Raphaël.

パリジェンヌの心のビタミン講座
LES PARISIENNES : VITAMINES POUR L'ESPRIT
著書自身による新著関連講座。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人女性をセレクト、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。今年パリにオープンした「LES TROIS CHOCOLATS」の美味し
いショコラ付き。
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, et sa vie sera examinée sous tous les angles. Vous 
explorerez avec l'auteure les lieux en lien avec son histoire.

パルミジャニーノ 「聖母子と洗礼者聖ヨハネと聖ヒエロニムス」
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

自由なテーマで描いていただきます。
Thème libre

10/17 （火）
Mardi 17 octobre

14:30-16:30 ¥3,600* ¥4,100*

11/24 （金）
Vendredi 24 novembre

14:30-16:30 ¥3,600* ¥4,100*

AS04-A17

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

CF会員
Membres du CF

一般
Général

フランスワインの基本品種
味わい表現の基礎知識

Les principaux types de vin français
Fondamentaux de l'expression du goût 

10/10 （火）
Mardi 10 octobre

19:00-20:30

￥5,000*

￥21,000* ￥23,500*

フランスワインと世界のワインの比較
Comparaison vins français / vins du monde

10/24 （火）
Mardi 24 octobre

￥5,000*

自然派ワインの最新情報
Le vin biologique aujourd'hui 

11 / 14 （火）
Mardi 14 novembre

￥5,000*

ボジョレーヌーボ解禁！
ガメイとピノノワールの魅力

L'arrivée du Beaujolais nouveau !
Les charmes du Gamay et du Pinot Noir  

11 /28 （火）
Mardi 28 novembre

￥5,000*

ノエルのショコラとワインの相性
Mariage des vins et du chocolat de Noël 

12 /19 （火）
Mardi 19 décembre

￥5,000*

AS03-A17

講師：吉村智美  Tomomi Yoshimura

「ラタフィア」（薬院）オーナーソムリエ
10月 16日開催の「ソムリエ協会主催・第 1回全日本ブラインドテイスティングコンテスト」出場

*ワイン代込み Vin compris　*1回毎の受講も可能です。

* 材料費込み　Matériaux compris

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品種を学びながら、ボジョレーヌーボ、ノエル等のイベン
トに沿ったワインを紹介します。五感でワインを感じながらお楽しみください。 
初心者の方もご参加いただける講座です。
Dispensé par un sommelier professionnel ayant séjourné dans plusieurs pays 
producteurs, ce séminaire vous présentera les principaux vins français et, actualité 
oblige, le Beaujolais Nouveau ou encore les vins à privilégier pour la fête de Noël. 
Venez apprendre à apprécier le vin en mobilisant tous vos sens, le tout en vous 
faisant plaisir. Les débutants sont également invités à participer.

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、そして額装すれば立派なアート作品になります！
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. Il ne manquera plus qu'un encadrement à 
votre création!

講師：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、書のデモンストレーションを披露

吉
本
翔
風

 「
慈
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hé

rir
」
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講師：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

講師： 
セバスティアン・プロー  Sébastien Plaut

LOVE FMのDJ
アンスティチュ・フランセ九州講師

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

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

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

牛肉の煮込み ブルゴーニュ風
Bœuf Bourguignon

10/20 （金）
Vendredi 20 octobre

11 :00-12:30 ¥5,000* ¥5,500*

海の幸のパイ包み焼き　ソースナンチュア
Dartois de fruits de mer sauce Nantua

11/17 （金）
Vendredi 17 novembre

11:00-12:30 ¥5,000* ¥5,500*

牛ヒレ肉のパイ包み焼き ウェリントン
Filet de bœuf en croûte ''Wellington''

12 /15 （金）
Vendredi 15 décembre

11:00-12:30 ¥5,000* ¥5,500*

AS05-A17

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

音楽と料理
Musique et cuisine 

10/20 （金）
Vendredi 20 octobre

19:00-21:00 ¥1,000

フランス音楽のレジェンド
Légendes de la musique française

11/ 17 （金）
Vendredi 17 novembre

19:00-21:00 ¥1,000

2017年ベスト （2）
Best of 2017 （2）　 

12 /15 （金）
Vendredi 15 décembre

19:00-21:00 ¥1,000

AS06-A17

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

※ 各回、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。

* 料理代込み　Repas compris
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講師：フェリシティ・ドナ  Félycitie Daunas

アンスティチュ・フランセ九州講師

講師：れいら　Layla

シャンソン・ジャズの演奏と語学サポート
を行っている。

フランス人、またはフランスにゆかりのある、日本人にもお馴染みの人物たち。
お馴染み？とも言い切れない方におすすめなのが、こちらのアトリエ。彼らセレ
ブリティたちの多面性やフランスでの評判などを解説します。新しいフランス語
も一緒に覚えていきましょう。
講義はやさしいフランス語と日本語（フランス語レベル初級程度）
Ils sont français ou liés à la France, et les Japonais les connaissent 
bien. Bien ? Pas toujours. C'est l'objectif de cet atelier, vous 
présenter les multiples facettes de ces célébrités et l'opinion que 
les Français ont d'elles. L'occasion également de s'approprier un 
nouveau vocabulaire en français.
Séminaire en français facile et en japonais 

パリと地方の歌巡り
AUTOUR DE PARIS ET UNE RÉGION 
FRANÇAISE

パリと南東フランスを、歌いながら旅
しましょう。ピアノもお伴します。
フランス語中級以上の方向け。
Venez chanter Paris et le Sud-Est de la 
France sur des airs de piano. 
À partir du niveau intermédiaire.

過去と現在の偉人たち
GRANDS PERSONNAGES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

マリー・キュリー
Marie Curie

10/12 （木）
Jeudi 12 octobre

19:00-20:30
¥2,500 ¥3,000

10/21 （土）
Samedi 21 octobre

11 :00-12:30

アラン・ドロン
Alain Delon

11/9 （木）
Jeudi 9 novembre

19:00-20:30
¥2,500 ¥3,000

11/18 （土）
Samedi 18 novembre

11:00-12:30

パブロ・ピカソ
Pablo Picasso

12 /14 （木）
Jeudi 14 décembre

19:00-20:30
¥2,500 ¥3,000

12 /16 （土）
Samedi 16 décembre

11:00-12:30

AS07-A17

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

パリと地方の歌巡り：河は呼んでいる、ア・パリ
Autour de Paris et une région française : L'eau vive, À Paris

10/28 （土）
Samedi 28 octobre

11:00-12:30 ¥2,000

こどもの歌とクラシック：アヴィニョンの橋で、あなたがほしい
Chanson populaire & Mélodie :  Sur le pont d'Avignon, Je te veux

11/25 （土）
Samedi 25 novembre

11:00-12:30 ¥2,000

AS08-A17

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. 

シャンソン
VIVE LA CHANSON

新講座

© Fujifotos / アフロ
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講師：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

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

芸術サロン － 絵画の中の子供たち
SALON DES BEAUX-ARTS

秋の芸術サロンは子供たちがテーマ。王妃のように着飾った女の
子、生後数日で亡くなった赤ん坊の肖像、ルソーのデフォルメされた
子供…子供たちに向けられた画家の眼差しを追っていきます。
Au programme de ce troisième salon, des jeunes filles habillées comme 
des reines, des portraits d'enfants partis trop tôt, les enfants déformés 
du Douanier Rousseau... Autant de regards contrastés portés par des 
peintres sur l'enfance.  

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

4. 第一次世界大戦の余波
Les conséquences de la Première Guerre mondiale

11/30 （木）
Jeudi 30 novembre

19:00-20:30 ¥2,800* ¥3,500*

AS09-A17

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会
Membres du CF

一般
Général

子供の領分 : 絵画の中の子供たち 
Le coin des enfants : Les enfants dans les tableaux

12 /2 （土）
Samedi 2 décembre

14:30-16:00 ¥3,300* ¥3,800*

AS10-A17

フランス史 － 第一次世界大戦
HISTOIRE DE FRANCE - LA GRANDE GUERRE 
第一次世界大戦から見るフランスを探る、歴史シリーズ
最終回。大戦の後、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、そして
直接関与しなかった地域までもが、政治や文化、社会の
抜本的な方向転換を余儀なくされました。この変化とは、
一体どういうものなのでしょうか？世界は、今日とどのよう
に折り合いをつけているのでしょうか？
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

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

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

Les lendemains de la Première Guerre mondiale consacrèrent 
des changements politiques, culturels et sociaux radicaux à 
travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, même dans des zones qui 
n'avaient pas été directement impliquées dans le conflit. 
Quels sont ces changements? Et comment le monde 
compose t-il avec aujourd'hui ?
Séminaire en japonais

ヴェルサイユ条約（1918）
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

パリを再建する日本人建築家
Les architectes japonais qui reconstruisent Paris

12 /20 （水）
Mercredi 20 décembre

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS12-A17

2017年下半期の 
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7～ 12月に話
題となったフランス映画 10作品をピックアップ。そして大ヒット
作品「アーティスト」の監督、「最強の二人」の監督の新作なども
紹介。
日本語によるアトリエ
Présentation des films événements de la deuxième moitié de l'année 
2017, avec notamment le nouveau film du réalisateur de The Artist, 
et celui des réalisateurs de Intouchables...
Atelier en japonais

フランスの日本人建築家
LES ARCHITECTES JAPONAIS EN FRANCE

フランスで活躍する現代の日本人建築家シリー
ズ第二弾。今回は、特にパリの建築物やプロジェ
クトに焦点をあて解説します。公共施設、オフィ
スビル、病院やデパート…、パリの景観は安藤
忠雄、隈研吾、伊東豊雄、黒川紀章、またアンス
ティチュ・フランセ東京の新棟建築に指名された
藤本壮介、といった大物建築家により、その様相
を大きく変えています。画像を使っての講義です。
初心者の方も奮ってご参加ください。
講義はフランス語
Le second volet de ce nouveau séminaire sur 
l'architecture japonaise contemporaine en France 
sera consacré à des réalisations et des projets 
majeurs à Paris. Lieux publics, immeubles de bureaux, 
hôpitaux, grands magasins..., le paysage urbain de la 
capitale française est largement transformé par de 
grands noms tels que Tadao Ando, Kengo Kuma, 
Toyo Ito, Kisho Kurokawa, ou encore Sou Fujimoto, 
qui vient de remporter le concours pour le nouveau 
bâtiment de l'Institut français de Tokyo.
Séminaire en français 

講師：セバスティアン・プロー  Sébastien Plaut

LOVE FMのDJ　アンスティチュ・フランセ九州講師

講師：マキシム・ドゥランシ  Maxime Derancy

建築家・インテリアデザイナー
日本の伝統建築や現代建築、また日仏文化の懸け橋となっている建築物に
興味を持つ。

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

「アーティスト」、「最強の二人」各監督の新作
Nouveaux films du réalisateur de The Artist et des réalisateurs de Intouchables

12 /16 （土）
Samedi 16 décembre

16:00-17:30 ¥1,000

AS11-A17

La Samaritaine, Paris, France. Transformation des Grands Magasins de la Samaritaine. 
SANAA, architecte de conception. Visualisation de rendu, CyrilleThomas. 
SANAAが手掛けるラ・サマリテーヌプロジェクト

23アンスティチュ・フランセ九州



展覧会
EXPOSITIONS

渡辺 学 「フォーリー・コレクション」
GAKU WATANABE « COLLECTION DE FAURIE »

9月30日（土）～ 10月21日（土） 
Du samedi 30 septembre au samedi 21 octobre

本展は架空の人物フォーリーが収集したコレクションを再現します。珍奇植
物や鉱石の標本、肖像画、太陽系の図、地図、記録写真、実験道具などを展
示。丹念なリサーチに基づく一方で、衝動的、あるいは即興的に描いたドロー
イングを基に制作しています。
「Cutting out of drawing」と名付けた手法は、ドローイングを切り離してみ
せることで、置かれる場所や時間によって変化する影が特徴。モノが元の場所
を離れて並列したとき、新たな世界観が生まれます。様々な手法で再現された
コレクションをお楽しみください。
Cette exposition, conçue comme la collection reconstituée d'un personnage fictif 
appelé Faurie, rassemble spécimens végétaux et minéraux étranges, portraits, 
représentations du système solaire, cartes et photos documentaires. 
Elle comprend également de nombreux dessins, tantôt automatiques et spontanés, 
tantôt fruits d'un patient travail de recherche. La technique du « Cutting out of 
drawing », qui consiste à détacher le dessin de son support, produit des œuvres 
aux ombres mouvantes, différentes selon le lieu d'exposition et l'heure de la 
journée. Une fois les dessins ainsi transformés,  ce sont de nouvelles dimensions 
qui s'ouvrent. 
Venez découvrir ce véritable cabinet des curiosités !

© Gaku Watanabe

オープニングパーティー：9月30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）

Vernissage : Samedi 30  septembre, 18h30
Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut
Entrée gratuite
Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)

ニコラ・デぺトリス「人と風景」
NICOLAS DEPETRIS « L'HOMME ET LE PAYSAGE »

11月11日（土）～ 12月16日（土） 
Du samedi 11 novembre  au samedi 16 décembre

ニコラ・デぺトリス　ニースに生まれ、福岡在住。建築を学びパリでデッサンと
絵画をジャン＝バティスト・セシュレに師事。2014年パリで初個展を開いて以
来、日本、フランスとモナコで定期的に作品を発表している。彼の絵画や、デッ
サン、版画はフランスと日本で多様な形、素材で制作される。デぺトリスは建
築をテーマとし、風景、空、雲の動きなど、自然における人のいる場所を描く。
Nicolas Depetris, né à Nice, vit et travaille à Fukuoka. Architecte de formation, il 
a appris le dessin et la peinture avec Jean-Baptiste Sécheret à Paris. Depuis une 
première exposition personnelle à Paris en 2014, ses œuvres sont régulièrement 
présentées au Japon, en France et à Monaco. À travers ses peintures, mais aussi 
ses dessins et ses gravures, réalisés en France et au Japon sur divers formats et 
supports, Depetris aborde des thèmes tels que l'architecture, le ciel et le rapport 
de l'Homme au paysage.

オープニングパーティー：11月 11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）

Vernissage : Samedi 11 novembre, 18h30
Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut
Entrée gratuite
Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)

Torikai le matin 
© Nicolas Depetris
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会場、開催時間につきましてはアンスティ
チュ・フランセ九州のサイトでご案内いたし
ます。
入場無料 
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 et horaire à préciser
Information à venir sur le site de 
l'Institut
Entrée gratuite, réservation recom-
mandée
Renseignements et réservations : 
Institut (Tél. : 092-712-0904) 

会場：アクロス福岡 円形ホール（福岡市中央
区天神 1-1-1）
入場無料・席数限定
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 : Acros Fukuoka Arena Hall (1-1-1 
Tenjin, Chuô-ku, Fukuoka)
Entrée gratuite, réservation recom-
mandée
Renseignements et réservations : Institut 
(Tél. : 092-712-0904) 

討論会
DÉBATS D'IDÉES

新しい働き方に向けて～女性は変革の鍵？
LES FEMMES, MOTEURS DU CHANGEMENT DANS 
LE MONDE DU TRAVAIL?

10月4日（水）17 :30 
Mercredi 4 octobre, 17 h30

社会、とりわけ労働市場における女性の地位は日本にとっての根本的な課題
となっています。フランスでは、女性の社会進出と経済的分野での進歩がみら
れていますが、本当の平等に達するには、まだ努力を続けなければいけません。
この日仏討論会は女性が安定した質の高い職に就くための改善策について
意見を交わし、個としての開花と仕事の能力の両立を可能にする新しい働き
方を考えていきます。
La place des femmes dans la société, et en particulier sur le marché du travail, 
apparaît comme un enjeu prioritaire pour le Japon. En France, d'importantes 
avancées ont eu lieu ces dernières années en termes de participation et de 
perspectives économiques des femmes, mais on est encore loin de l'égalité 
recherchée. Ce débat franco-japonais fera une large place aux témoignages sur 
les tentatives d'amélioration de l'accès des femmes à des emplois stables et de 
qualité, et réfléchira à de nouveaux modes d'organisation du travail permettant à 
tous de concilier compétitivité et épanouissement personnel.

社会問題解決の取り組みを 
どうビジネスにするか?
INNOVATION SOCIALE :  
FACTEUR DE CROISSANCE POUR L'ENTREPRISE ?

11月22日(水 ) 
Mercredi 22 novembre

社会起業家のコンセプトはムハマド・ユヌスによって提唱され、2006年には
ノーベル経済学賞が授与されました。彼はマイクロクレジットのパイオニアであ
り、社会の進歩を促す原動力となっています。日本とフランスでも多くの先導者
によってこのコーポレート・ガバナンスの新モデルを推奨しています。　
本分野における2名のフランス人専門家が来福し、九州大学教授 国際法務
室副室長、ユヌス＆椎木ソーシャルビジネス研究センターのエグゼクティブ・
ディレクター岡田昌治とボーダレス・ジャパンの設立者である田口一成と共に
それぞれの経験を対峙します。
Le concept d'entreprenariat social a été introduit par Muhammad Yunus, Prix Nobel 
d'économie en 2006 et pionnier du microcrédit : le profit n'est pas seulement une 
fin en soi, il peut être également un moteur de progrès social. De nombreuses 
initiatives au Japon et en France prônent ce nouveau modèle de gouvernance des 
entreprises. Deux experts français de ce domaine d'avenir viendront confronter 
leurs expériences avec le Professeur Masaharu Okada, directeur du Yunus & Shiiki 
Social Business Research Center de l'Université du Kyushu, et Kazunari Taguchi, 
fondateur de la plateforme Borderless.

CREATIVE

同時通訳付
Avec traduction simultanée 
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ヌーヴォー・シルク
NOUVEAU CIRQUE
カンパニーXY『夜はこれから』
COMPAGNIE XY « IL N'EST PAS ENCORE MINUIT... »

10月15日（日）15 :00 
Dimanche 15 octobre, 15 h00

カンパニー XYは、アクロバットのみで世界各地の人々を魅了する、現代サー
カスのカンパニーです。彼らの最新作『夜はこれから』では、総勢22名のパ
フォーマーがその身体だけで5 m以上の塔を組んだり、宙を舞ったり、大迫力
かつ美しい技の数 を々披露します。「現代サーカス」はサーカスの要素に演劇・
ダンス・音楽・美術を融合した全く新しいアートとして世界中を席巻中。その
発祥の地フランスにおいて最前線を行く団体が、福岡に初上陸します。国境も
言語も世代も軽やかに飛び越える圧倒的パフォーマンスをお見逃しなく！
※現代サーカス＝コンテンポラリー・サーカス、ヌーヴォー・シルクとも呼ばれます。

La compagnie de nouveau cirque XY fascine le monde entier.
Dans son dernier spectacle intitulé « Il n'est pas encore minuit... », les 22 acrobates 
forment des pyramides humaines d'au moins 5 mètres et dansent dans les airs avec 
une impressionnante virtuosité.
Le nouveau cirque, discipline artistique née en France et mêlant théâtre, danse, 
musique, et arts visuels, est en plein essor à l'international. Cette compagnie à 
l'avant-garde du genre se produit pour la première fois à Fukuoka !
Ne manquez pas ce spectacle exceptionnel transcendant les frontières, et les 
différences de langues et de générations. 

IFシネマ
IF CINÉMA

10月25日（水）19 :00
Mercredi 25 octobre, 19h00

『イースタン・ボーイズ』
Eastern Boys
[2013年/ 128分 /ドラマ ]
監督：ロバン・カンピヨ
出演： オリヴィエ・ラブルダン、 

キリル・エメリャノフ

不法移民問題、ミドルエイジクライシス、 
同性愛をスリリングに描いた作品

11月16日（木）19 :00
Jeudi  16 novembre, 19h00

『顔のない眼』
Les yeux sans visage
[1960年 / 88分 /ホラー ]
監督：ジョルジュ・フランジュ
出演： ピエール・ブラッスール、 

アリダ・ヴァリ

フランスの恐怖映画の金字塔。 
ジョルジュ・フランジュ監督の名作！

12月7日（木）19 :00
Jeudi 7 décembre, 19h00

『ラルザックの羊たち』
Tous au Larzac
[2011年 / 120分 /ドキュメンタリー ] 
監督：クリスチャン・ルオー 
出演： レオン・マイユ、クリスチャンヌ・ブリュギエール、 

ピエール・ブリュギエール

10年にもわたる農民たちの逃走を 
描いたドキュメンタリー作品

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)

アンスティチュ・フランセ九州では毎月1回、日本語字幕付きのフランス映画の上映会「シネ
クラブ IF」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.

会場：東区民センター なみきホール 
（福岡市東区千早 4-21-45）
料金：一般 : S席 3,500円 / A席 2,000円 
ユース（18歳～ 25歳）：1,500円 
子ども（4歳～高校生）：1,000円
チケット取扱い ：
•  アートリエ：福岡県消防会館 6階 
（土日祝休・店頭販売のみ・9:30～ 17:30）
•  チケットぴあ：Pコード 459-051  
（Tel：0570-02-9999）
•  ローソンチケット：Lコード 81320  
（Tel：0570-084-008）
•  劇ナビ@FUKUOKA（要事前登録）
お問合わせ： 
（公財）福岡市文化芸術振興財団   
（Tel：092-263-6266 / 平日 10:00～ 17:00）
詳細は特設 HPで（www.ffac.or.jp/xy/）Lieu : Centre de la Mairie de Higashi-ku, Namiki Hall  

(4-21-45 Chihaya, Higashi-ku, Fukuoka)
Renseignements : FFAC (10h00-17h00 Tél. : 092-263-6266)

OCTOBRE NOVEMBRE

DÉCEMBRE

© Christophe Raynaud de Lage
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対話 オリヴィエ・ブルドーを迎えて
RENCONTRE AVEC OLIVIER BOURDEAUT

11月2日（木）18 :00 -19 :30 
Jeudi 2 novembre, 18 h00 -19 h30

オリヴィエ・ブルドーの処女作『ボージャングルを待ちながら』の日本語訳が今
秋出版されるに際し、福岡の西南学院大学で講演・意見交換会とサイン会を
行います。ちょっと変わった家族史や2016年のフランス文学界についてのディ
スカッションを予定しています。フランスの主要なメディアによる数々の賞を受
賞。進行役と通訳は、西南学院大学文学部教授和田光昌先生。

À l'occasion de la parution en japonais de son premier 
roman, En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut 
sera accueilli à Fukuoka pour une rencontre publique à 
l'Université Seinan Gakuin, suivie d'une séance de signature. 
Vous pourrez échanger avec l'auteur de cette chronique 
familiale légère et loufoque, événement de l'actualité 
littéraire en France en 2016 et lauréate de nombreux prix 
décernés par les principaux medias français. Le rôle de 
modérateur et d'interprète sera assuré par Mitsumasa 
Wada, professeur de littérature française à Seinan.

ゼイナ・アビラシェッドを迎えて
RENCONTRE AVEC ZEINA ABIRACHED

11月3日（金・祝）14 :00 -15 :30 
Vendredi 3 novembre, 14 h00 -15 h30

グラフィックデザイナー、イラストレーター、BD作家として活躍するゼイナ・アビ
ラシェッド。最新作『オリエンタル・ピアノ』は2016年にアングレーム国際漫画
祭にノミネートされる。曽祖父の一代記そして60年代のレバノンで新しい楽
器を発明し、東洋と西洋の音楽の伝統を融合する。異文化の出会いというメ
タファーが作家に影響を与え、ベイルートとパリで交差します。北九州市漫画
ミュージアムに作家をお迎えしトークイベントを開催します。イメージと音を通
して独特のスタイルを共有しましょう。日本語通訳付き。
Zeina Abirached est graphiste, illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. 
Sa dernière publication, Le Piano oriental, a été récompensée en intégrant la 
prestigieuse Sélection officielle du Festival d'Angoulême en 2016. Il y est question 

de la folle tentative de son ancêtre, inventeur d'un nouvel 
instrument dans le Liban des années 60 pour rapprocher 
les traditions musicales d'Orient et d'Occident. Une 
métaphore savoureuse de la rencontre de deux cultures, 
qui a profondément marqué son parcours, partagé entre 
Beyrouth et Paris. En images et en musique, elle viendra 
au Musée du Manga de Kitakyushu vous faire partager son 
talent et l’histoire de ce piano pas comme les autres. 

Atelier en français avec traduction consécutive.

読書の秋2017
FEUILLES D'AUTOMNE 2017

司会・通訳：和田光昌（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・日本語通訳付き
主催： アンスティチュ･フランセ九州 

西南学院大学
お問い合わせ・ご予約：アンスティチュ・フラン
セ九州（Tel : 092-712-0904）
Lieu : Seinan Gakuin Centennial Hall  
(2-12-19 Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka)
Entrée gratuite sur réservation
Organisé par l'Institut français du  
Japon – Kyushu
Co-organisé par l'Université Seinan 
Gakuin
Renseignements et réservations :  
Institut (Tél. : 092-712-0904)

会場：北九州市漫画ミュージアム イベ
ントコーナー（北九州市小倉北区浅野
2-14-5あるあるCity6階）
参加無料・要予約    
※ 漫画ミュージアムへの入館料が必要と
なります（一般 400円 / 中高生 200円 /  
小学生 100円）
主催： アンスティチュ･フランセ九州 

北九州市漫画ミュージアム
お問い合わせ・ご予約：北九州市漫画
ミュージアム（Tel : 093-512-5077）
Lieu : Musée du Manga de la Ville de  
Kitakyushu (2-14-5 Asano, Kokuraki-
ta-ku, Kitakyushu)
Entrée gratuite pour l'atelier sur 
réservation  
Entrée du musée : Adultes 400 yens /  
Collégiens, lycéens 200 yens / 
Écoliers 100 yens
Organisé par l'Institut français du 
Japon – Kyushu
Co-organisé par le Musée du Manga 
de la Ville de Kitakyushu
Renseignements et réservations :  
Musée du Manga de la Ville de 
Kitakyushu (Tél. : 093-512-5077)

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

12月7日（木）19 :00
Jeudi 7 décembre, 19h00

『ラルザックの羊たち』
Tous au Larzac
[2011年 / 120分 /ドキュメンタリー ] 
監督：クリスチャン・ルオー 
出演： レオン・マイユ、クリスチャンヌ・ブリュギエール、 

ピエール・ブリュギエール

10年にもわたる農民たちの逃走を 
描いたドキュメンタリー作品

En attendant Bojangles © Editions Finitude

『オリエンタル・ピアノ』 © 河出書房新社
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現代美術
ART CONTEMPORAIN
第10回 太宰府天満宮アートプログラム 
ピエール・ユイグ
DAZAIFU TENMANGU ART PROGRAM  VOL .10 
PIERRE HUYGHE  

11月26日（日）～ 2018年5月6日（日）予定 
Du dimanche  26 novembre au dimanche 6 mai 2018

2006年から始まった太宰府天満宮アートプログラムの第 10回展。国籍や
ジャンルを越えて広く内外からの才能を集めることで、現代文化の多様性を呈
示する本プログラムは、歴史と未来が出会う「広場」としての神社の役割と、文
化の守り手として、百年、千年先を見据えた太宰府天満宮の姿勢を、世界に
向けて発信するユニークな展覧会です。
今回は、フランス人アーティストピエール・ユイグ（1962年生）による庭が神社境
内に作られます。千百余年の歴史の中で変遷を遂げる境内図のリサーチに基づ
く本作は、ドクメンタ13（2012年）の「Untilled 未耕作地」プロジェクトでも作家
が取り組んだように、自然と人為の関係性への考察を背景としています。
La 10ème édition de la programmation art contemporain de Dazaifu Tenman-gû 
verra l'artiste français Pierre Huyghe, né en 1962, investir le jardin du sanctuaire 
avec une installation inspirée de l'étude des plans du site, et des incessants 
changements que celui-ci connut en 1100 ans d'histoire. À travers ce travail, l'artiste 
interroge la relation entre naturel et artificiel, dans le prolongement de son projet 
intitulé Untilled et présenté à Documenta en 2012. 

シネマ
CINÉMA
コテ・クール 特集 福岡
CÔTÉ COURT À FUKUOKA

11月28日（火） 19 :00 
Mardi 28 novembre, 19 h00

アンスティチュ・フランセ九州は広島国際映画祭とのコラボレーションにより今
年は映画監督パスカル・セルヴォを招きフランスの短編映画祭『コテ・クール』
の夕べを開催します。プログラムは2017年に最優秀賞を受賞した彼の監督
作品『Hugues』、また彼が主演するローラン・アシャール監督作品『ル・タブ
ロー』の2作品。上映の後はアンスティチュ・フランセ日本の映画プログラム主
任の坂本安美によるティーチインを行います。
L'Institut français du Japon – Kyushu poursuit sa collaboration avec le Festival 
International du Film de Hiroshima, et accueille cette année le réalisateur Pascal 
Cervo pour une soirée spéciale consacrée à Côté court, principal festival français 
dédié au court-métrage. Au programme, son film Hugues, Grand Prix de l'édition 
2017, et Le Tableau, réalisé par Laurent Achard et dans lequel il joue. La projection 
sera suivie d'un débat animé par Abi Sakamoto, programmatrice cinéma de l'Institut 
français du Japon venue de Tokyo pour l'occasion.

会場：太宰府天満宮　宝物殿および境内 
（福岡県太宰府市宰府 4-7-1）
料金：宝物殿入館料　9:00～ 16:30（最終
入館 16:00まで） 　 
一般 400 (300) 円　高大生 200 (100) 円 
小中生 100 (50) 円
※（）内は 30名以上の団体料金
お問い合わせ：大宰府天満宮文化研究所  
9:00～ 17:00  (Tel : 092-922-8225）
主催：太宰府天満宮
協力：TARO NASU

Pierre Huyghe 
Untilled, 2011 –12
Alive entities and inanimate things, made and not made
© Ola Rindal

会場：アンスティチュ・フランセ５F多目的ホール
料金：1.000円
お問い合せ：アンスティチュ・フランセ九州 
 (Tel：092-712-0904)
協力：広島国際映画祭

Lieu : Espace conférences, 5e étage de 
l'Institut 
Tarif : 1.000 yens 
Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)
En collaboration avec  
Hiroshima International Film Festival
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メディアテーク・カフェ
CAFÉS MÉDIATHÈQUE

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

書籍　Livres

映画　DVD

雑誌　Magazines

音楽　CD

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

オンライン図書館 
Culturethèque

会場：メディアテーク
料金：各回 1,000円（飲み物付き）
要予約
※ 一度お支払いいただいた料金は返金できません。

文学カフェ
Café littéraire

翻訳文学、新学期！
RENTRÉE LITTÉRAIRE : LA LITTÉRATURE 
FRANCOPHONE EN TRADUCTION JAPONAISE

10月13日（金）19:00-20:00
Vendredi 13 octobre, 19h00-20h00

最近出版された仏文学の翻訳を現代
から古典まで幅広く紹介。お気に入り
の作品、作家を見つけましょう！
De nombreuses œuvres littéraires 
francophones paraissent en traduction 
japonaise. Laquelle préférez-vous ?

進行役：倉方健作　Animé par Kensaku

Lieu : Médiathèque de l'Institut
Tarif : 1.000 yens (une boisson offerte)
Réservation nécessaire
* Aucun remboursement ne sera effectué.

毎週土曜 15:00-16:00
10月7日、14日、28日、 
11月4日、11日、25日、 
12月2日、9日
会場：メディアテーク
参加料：500円 
（5枚綴り券 2,000円）
第3土曜 15:00-16:00
10月21日、11月18日、 
12月16日
会場：カフェ パンデロー  
（当館同ビル 1Ｆ）
参加料： 800円 
（カフェでの飲み物 1杯付き）
※ 5枚綴り券をお持ちの方は、事前に3
Ｆ受付でドリンククーポン（300円）のみ
ご購入ください。

カフェ・デ・ザミ
CAFÉ DES AMIS

café

Les samedis 7, 14 et 28 octobre, 
4, 11 et 25 novembre, 2 et 9 
décembre, 15h00-16h00
Lieu : Médiathèque de l'Institut
Pour les francophones natifs : 
la participation au café 
est gratuite.

Les samedis 21 octobre, 18 
novembre et 16 décembre, 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 3e étage, pour 
acheter un coupon boisson (à 
300 yens).

歴史カフェ
Café historique

マリー・アントワネット
MARIE-ANTOINETTE

10月27日（金）19:00-20:00
Vendredi 27 octobre, 19h00-20h00

オーストリアからフラン
ス王妃へ嫁ぎ、フランス
革命に翻弄された悲劇
的な運命。
Le destin tragique d'une 
jeune Autrichienne 
devenue Reine de 
France et confrontée à la 
Révolution.

進行役：ヨアン 
Animé par Yoannジャック・プレヴェール没後40周年特集

Commémoration des 40 ans de la mort de Jacques Prévert

シャンソンでプレヴェール♪
L'UNIVERS DE PRÉVERT À TRAVERS SES CHANSONS

11月10日（金）19:00-20:00
Vendredi 10 novembre, 19h00-20h00
進行役：れいら　Animé par Layla

ポエムでプレヴェール★
L'UNIVERS DE PRÉVERT À TRAVERS SES POÈMES

11月24日（金）19:00-20:00
Vendredi 24 novembre, 19h00-20h00
進行役：ジョアン　Animé par Johan

プレヴェールが時代に大きな影響を残
した詩、歌、映画を再発見しましょう。
À la redécouverte d'un écrivain qui a 
profondément marqué la poésie, la 
chanson et le cinéma de son époque.

文学カフェ
Café littéraire

旅人作家シルヴァン・テッソン
SYLVAIN TESSON

12月8日（金）19:00-20:00
Vendredi 8 décembre, 19h00-20h00

現代性に魅せられない作家が
極寒の僻地で6ヶ月間一人で
暮らし何を考えたのだろうか。
Un écrivain peu enthousiasmé 
par "la modernité" et qui aime à se 
mettre "sur le côté" en voyageant. 

進行役：ヨアン 
Animé par Yoann 

日本語によるアトリエ 
Atelier en japonais

フランス語によるアトリエ 
Atelier en français

お問い合わせ・ご予
約  

Renseignements et réservations

Tel : 092-712-0904
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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

30 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU

※  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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カレンダー
CALENDRIER 秋学期： 2017年10月7日（土）～12月22日（金）

フランス語 . . . . . . . . P2～ 16

こどもプログラム . . . . . . P17

フランス文化. . . . P18～28

メディアテーク . . . . . . . P29

カフェ・デ・ザミ

文

9月  SEPTEMBRE
1

2
文   シャンソン
語   DELF・DALF出願受付締切

3 文   ガブリエル・ビアンコ リサイタ
ル（福岡)

4

5 文   ガブリエル・ビアンコ  リサイタル 
（長崎）

6
7 文   フランス史 ー 第一次世界大戦

8
  文学カフェ

文   中洲ジャズフェステバル  
イー・ワイ・エム・トリオ

9   こどものためのアート・アトリエ

10

11
12 文   フランスワイン巡り
13
14
15 文   フレンチ・ポップス

16
文   ムッシュヨシダのフランス料理と 
テーブルマナー

17
18
19
20
21 文    IFシネマ
22   文学カフェ

23
24

25 語   秋学期早期登録受付 
（9/25-10/6）

26
語   無料体験レッスン
文   フランスワイン巡り

27 語   無料体験レッスン

28
29

30

語   無料体験レッスン
文   パリジェンヌの心のビタミ
ン講座

文   展覧会：渡辺 学「フォーリー・ 
コレクション」（9/30-10/21）

10月  OCTOBRE
1

2 語   特別選択講座（10/2-10/6）

3 語   無料説明会

4
語   無料体験レッスン
文   討論会：新しい働き方に向けて

5
6

7
文   西洋美術史
文   パリジェンヌの心のビタミン講座

 
8
9

10
語   TCF出願受付締切
文   フランスワイン巡り

11

12 文   過去と現在の偉人たち

13   文学カフェ

14
  こどものためのアート・アトリエ

文   西洋美術史
 

15 文   ヌーボーシルク：カンパニーXY

16

17 文   墨で描く日仏語

18
19

20
文   ムッシュヨシダのフランス料理と
テーブルマナー

文   フレンチ・ポップス

21

文   過去と現在の偉人たち
文   西洋美術史
語   無料体験レッスン

 
22
23

24
語   無料体験レッスン
文   フランスワイン巡り

25
語   無料体験レッスン
文    IFシネマ

26 文   フランス美術史

27   歴史カフェ

28
文   シャンソン
文   西洋美術史

 
29

30
31

11月  NOVEMBRE
1

2
文    対話：オリヴィエ・ブルドー
を迎えて

文   フランス美術史

3 文   ゼイナ・アビラシェッドの 
ワークショップ

4  
5
6
7
8

9
文   フランス美術史
文   過去と現在の偉人たち

10   シャンソンでプレヴェール♪

11

  こどものためのアート・アトリエ
文   展覧会：ニコラ・デぺトリス 
「人と風景」（11/11～12/16）

 
12
13
14 文   フランスワイン巡り
15
16 文    IFシネマ

17
文   ムッシュヨシダのフランス料理と
テーブルマナー

文   フレンチ・ポップス

18
文   過去と現在の偉人たち

 
19
20
21

22 文   討論会：社会問題の取り組みを
どうビジネスにするか？

23

24
文   墨で描く日仏語

  ポエムでプレヴェール★

25
文   シャンソン

 

26 文   太宰府天満宮アートプログラム
（11/26-5/6）

27

28
文   フランスワイン巡り
文   コテ・クール 特集　福岡

29

30
文   フランス美術史
文   フランス史 ー 第一次世界大戦

12月 DÉCEMBRE
1

2
  こどものためのアート・アトリエ

文   芸術サロン
 

3

4

5
6
7 文    IFシネマ
8   文学カフェ

9  

10

11
12
13
14 文   過去と現在の偉人たち

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   フレンチ・ポップス

16
文   過去と現在の偉人たち
文   2017年下半期のフランス映画

 
17
18
19 文    フランスワイン巡り
20 文   フランスの日本人建築家
21
22
23  全館休館  （12/23-1/3）

24
25
26

27

28
29
30
31

語土曜日
Samedi
日曜日・祝日
Dimanche / Jour férié
休館
Fermeture



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 L  
飲み物テイクアウト100円引き 

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 %割引 L  D

フレンチレストランMORI（東油山） 
おすすめアペリティフサービス D

スイス料理シャレー（東油山） 
ドリンク1杯サービス

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 】
月～金 10 :00 -13 :00 / 14 :00 -19 :00
土 10 :00 -13 :00 / 14 :00 -18 :00

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

表紙：カンパニー XY『夜はこれから』
Couverture : Compagnie XY « Il n'est pas encore minuit... »

© Christophe Raynaud de Lage

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

L

D

ランチご注文の方限定
ディナーご注文の方限定

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。




