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Chers amis,

L'artiste français Pierre Huyghe vient de se voir 
décerner la seconde place dans le classement 2017 
des 100 personnalités les plus influentes du monde 
de l'art contemporain établi par la revue de référence 
ArtReview. Sa dernière œuvre est actuellement 
visible, non à New York, Londres, Paris ou Tokyo, 
mais ici-même à Fukuoka. Je vous encourage bien 
sûr à saisir l'occasion pour découvrir l'univers de ce 
créateur majeur avec l'installation Exomind dans les 
jardins du sanctuaire Dazaifu Tenmangû.

Sont également au programme cet hiver une 
exposition de cartes électorales pour mieux 
comprendre la réalité contemporaine des sociétés 
française et japonaise, une rétrospective Vlaminck 
à Kitakyushu et le lancement d'un séminaire sur les 
grands compositeurs français.  

Par ailleurs, je vous invite à venir à l'Institut le 16 
décembre pour bénéficier de cours d'essai et 
de rendez-vous individuels avec notre équipe 
enseignante qui vous guideront dans le choix de la 
classe la plus appropriée. Autres nouveautés : des 
cours de préparation à tous les niveaux du DELF, et le 
TCF sur ordinateur à la date de votre choix.

A très bientôt à l'Institut français du Japon – Kyushu, 
et notez dès maintenant le 25 mars dans vos agendas 
pour notre Journée Portes ouvertes !
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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

美術雑誌『ArtReview』が発表している現代アート界
で最も影響力のあるトップ 100名の2017年版ランキ
ングで、フランス人アーティスト、ピーエール・ユイグが第
2位に輝きました。現在、ユイグの最新作を見ることが
できるのは、ニューヨーク、ロンドン、パリでもなく、東京
でもありません。そう、ここ福岡で見ることができるので
す。太宰府天満宮の境内に作られたインスタレーション
「ソトタマシイ」を通して、素晴らしいアーティストの世
界を発見する機会をお見逃しのないよう是非お越しく
ださい。

この冬の文化プログムでは、地図で見るフランスの社会
事象と選挙をテーマとする展覧会も開催され、フランス
と日本の現代社会をより理解することができるでしょう。
北九州市立美術館分館では、ヴラマンク展が開催され
ます。また、フランスの作曲家をテーマにした新セミナー
がスタートします。

12月16日には是非アンスティチュ・フランセ九州へお越
しください。フランス語体験レッスンや、講師が面談しク
ラス選択のアドバイスを行うフランス語入門デーを開催
します。他にDELF試験準備講座を全レベルに設定、ま
た、希望日にオンラインで受講できるTCF SOも新た
に実施します。

それでは、近いうちに皆様にお目にかかれることを楽し
みにしております。最後に3月25日のフレンチオープン
デーのためにスケジュールを空けておくことを忘れなく！

フランス文化
CULTURE

18 アトリエ・セミナー
 ATELIERS ET SÉMINAIRES

24 展覧会
 EXPOSITIONS

25 アーティスト・イン・レジデンス
 RÉSIDENCE D'ARTISTE

25 IFシネマ
 IF CINÉMA

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

26  メディアテーク・カフェ 
  CAFÉS MÉDIATHÈQUE 

26 カフェ・デ・ザミ
 CAFÉ DES AMIS



冬期講座のご案内
SESSION D'HIVER 

1月 9日（火）  ～ 3月 26日（月）

12月 9日（土）～ 12月 22日（金）

2018年冬期講座

登録受付

祝日（2 /12、3 /21）も授業は行われます。受付・メディアテーク業務はお休みとなりますのでご了承ください。
全館休館：12 /23（土・祝）～ 1 /3（水） ※ 建物内にお入りになれません。

12月22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、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。

フランス語入門デー

12月13日（水）  19:00-20:00
12月19日（火）  11:00-12:00
※  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。

当日登録の方は年会費が無料！

フランス語無料体験レッスン

入門者のための 

始めての方から既に学んだことのある
方まで。アンスティチュのフランス語レッ
スンをお試しできるまたとない機会で
す。体験レッスンは前日までにお申し込
みください。

12月16日（土）
オンラインレベルチェック 10:30-14:00 所要時間20-30分

面談 12:00-14:00 講師が面談し、クラス選択の 
アドバイスを行います。

入門者向けフランス語 11:00 全くフランス語が初めての方対象

初級者向けフランス語 12:00 少しだけフランス語を勉強した 
経験のある方対象

入門者向けフランス語 13:00 全くフランス語が初めての方対象

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU2
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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会費、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。受付・メディアテーク業
務はお休みとなります。

 ╚ 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・大学生のための 
フランス語短期研修・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）

 ╚ 4期連続して受講された方は二つ目のフランス語講座50％
割引（低料金の方の受講料を割引）

  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、冬期講座の総額です。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。2日前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2回まで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。短期間のクラスの見学はできませ
ん。入門クラスは3週目以降に1回のみ見学可能です。

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 

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
FRANÇAIS GÉNÉRAL
フランス語を体系的に学ぶ講座です。テキスト
『Spirale』『Le nouveaux taxi !』『Saison』を使用
し、読解・聴解・文書作成・口頭表現の4つの能力を
総合的に身につけることができます。

資格試験準備 
PRÉPARATION AUX EXAMENS
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。

補足強化 
APPROFONDISSEMENT 
LINGUISTIQUE
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
COURS THÉMATIQUES
ニュースや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。

 

A1 超入門・入門  DÉBUTANT
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  ÉLÉMENTAIRE
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  INTERMÉDIAIRE
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  AVANCÉ
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  SUPÉRIEUR
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。

 

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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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  
－フランス語を初めて学ぶ方、少しだけ学んだことのある方対象－

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DELF A1
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。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

発音
Prononciation

文書、CD、動画を使い、発音・語法（L/R, B/V、イントネーション、
リズム、リエゾン...）・聴解・読解の総合的な上達を目指します。

総合フランス語
A1-1
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
1G16SPI11a Spirale nouvelle édition 1- J. ALTIERI 火 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1G16SPI11b Spirale nouvelle édition 1- L. FUJISHIMA-SUTRA 水 14:30-16:00 16.5h ¥32,590

1G16SPI11c Spirale nouvelle édition 1- X. MICHEL 水 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1G16SPI11d Spirale nouvelle édition 1- F. DAUNAS 土 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1G22SPI12a Spirale nouvelle édition 2- X. MICHEL 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1G16SPI12b Spirale nouvelle édition 3- F. DAUNAS 水 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1G22SPI12c Spirale nouvelle édition 4- J.M. PORTALES 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

1G16SPI13a Spirale nouvelle édition 6- J. ALTIERI 月 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1G16SPI14a Spirale nouvelle édition 9- F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

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

1G22SPI21a Spirale nouvelle édition 14- V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1G22SPI22a Spirale nouvelle édition 16- B. TORRES 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

1G22SPI22b Spirale 16- R. LACIAK 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

1G22SPI22c Spirale nouvelle édition 17- F. GANDRILLON 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

1G22SPI23a Spirale nouvelle édition 18- F. CHARRUAULT 火 10:30-12:30 22h ¥43,450

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
1S7DELFA1 DELF A1* J.M. PORTALES 火 13:00-14:30 7.5h ¥14,810

＊  2 /20～ 3 /20 毎週火曜全5回

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
1S7PROa 発音* R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

＊  1 /17、31、2 /14、28、3 /14  隔週水曜全5回
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総合フランス語
A2-1
クラスコード テキスト 課 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2G22TAX11a Le nouveau taxi ! 1 1- X. MICHEL 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

2G22TAX11b Le nouveau taxi ! 1 3- F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

2G22TAX12a Le nouveau taxi ! 1 7- R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX13a Le nouveau taxi ! 1 10- J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX13b Le nouveau taxi ! 1 10- F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX13c Le nouveau taxi ! 1 11- F. GANDRILLON 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

2G22TAX14a Le nouveau taxi ! 1 13- B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX14b Le nouveau taxi ! 1 13- B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

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

2G22TAX21a Le nouveau taxi ! 1 19- F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX23a Le nouveau taxi ! 1 27- F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX24a Le nouveau taxi ! 1 32- X. MICHEL 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

2G22TAX24b Le nouveau taxi ! 1 34- V. LEFRANÇOIS 土 16:00-18:00 22h ¥43,450

資格試験準備 
2S7DELFA2 DELF A 2* J.M. PORTALES 木 13:00-14:30 7.5h ¥14,810

＊  2 /22～ 3 /22 毎週木曜全5回

補足強化 
2S22REV12a Le nouveau taxi ! 1 復習 J.M. PORTALES 月 19:00-21:00 22h ¥43,450

テーマ別 
2T16PPa 詩から学ぶ発音 J. ALTIERI 金 15:00-16:30 16.5h ¥32,590

2T16ILa やさしいフランス文学 J. ALTIERI 木 14:00-15:30 16.5h ¥32,590

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。

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DELF A2
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。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

Le nouveau taxi ! 1 復習 / Révision  

taxi ! 1 をベースに、文法や会話のおさらいをします。

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。

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。

7アンスティチュ・フランセ九州



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。

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。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

Le nouveau taxi ! 2 Révision 

自信を持って次のレベルに進むために。taxi ! 2をベース
に、文法や会話のおさらいをします。以前の授業で十分に
理解できなかった部分も、ここでしっかり押さえておきま
しょう。

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。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

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。

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。

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。

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。
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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

3G22TAX11a Le nouveau taxi ! 2 1- B. TORRES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX11b Le nouveau taxi ! 2 1- F. DAUNAS 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX12a Le nouveau taxi ! 2 3- F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX12b Le nouveau taxi ! 2 3- S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX12c Le nouveau taxi ! 2  4- F. CHARRUAULT 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX12d Le nouveau taxi ! 2 5-
J.M. PORTALES 

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

3G22TAX21a Le nouveau taxi ! 2 16- J.M. PORTALES 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX22a Le nouveau taxi ! 2 19- S. CLAIR 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX22b Le nouveau taxi ! 2 19- J.M. PORTALES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX24a Le nouveau taxi ! 2 30- L. FUJISHIMA-SUTRA 水 10:00-12:00 22h ¥43,450

3G22TAX24b Le nouveau taxi ! 2 31- B. TORRES 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX25a Le nouveau taxi ! 2 35- F. GANDRILLON 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX25b Le nouveau taxi ! 2 35- F. CHARRUAULT 
J.M. PORTALES 金 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22SAI24a Saison 2 8- F. GANDRILLON 土 15:30-17:30 22h ¥43,450

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
3S7DELFB1 DELF B1* J.M. PORTALES 水 13:00-14:30 7.5h ¥14,810

＊  2 /21～ 3 /21 毎週水曜全5回

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

3S22REV11a Le nouveau taxi ! 2 révision J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22COM1 Communiquer : comprendre et parler 1 B. TORRES 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22COM2 Communiquer : comprendre et parler 2 B. TORRES 土 10:30-12:30 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

3T22ACTU1 France actu 1 F. CHARRUAULT 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

3T22ACTU2 France actu 2 F. CHARRUAULT 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3T22CONV1 Culture et conversation S. CLAIR 木 14:00-16:00 22h ¥43,450

3T22CULTVID1 Culture en vidéos 1 S. PLAUT 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

3T22CULTVID2 Culture en vidéos 2 S. PLAUT 土 10:00-12:00 22h ¥43,450

3T22CLE1 Clés pour la France 1 S. PLAUT 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

3T22CLE2 Clés pour la France 2 R. LACIAK 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

3T22CLE3 Clés pour la France 3 S. PLAUT 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

3T22CLE4 Clés pour la France 4 S. PLAUT 木 10:00-12:00 22h ¥43,450
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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－

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

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。 

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。

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。

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。

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。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

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。

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。

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。

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。

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。
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B
2  中

上
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

4G22SAI11a Saison 3 1- F. DAUNAS 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

4G22SAI11b Saison 3 1- F. GANDRILLON 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

4G22SAI22a Saison 3 6- V. LEFRANÇOIS 土 13:30-15:30 22h ¥43,450

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

4S7DELFB2 DELF B2* J.M. PORTALES 土 16:30-18:00 7.5h ¥14,810
＊  2 /24～ 3 /24 毎週土曜全5回

補足強化
クラスコード テキスト 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4S22COM3 Communiquer : comprendre et parler 3 B. TORRES 月 10:00-12:00 22h ¥43,450

4S22COM4 Communiquer : comprendre et parler 4 B. TORRES 月 19:00-21:00 22h ¥43,450

4S22LIR1 Lire et s'exprimer S. CLAIR 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

4S22TRAD1 Traduction et expression S. CLAIR 木 18:15-19:45 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

4T22ACTU3a France actu 3 S. PLAUT 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

4T16ACTU3b France actu 4 F. CHARRUAULT 木 21:00-22:30 16.5h ¥32,590

4T16ACTU4a Rédaction et actualité S. CLAIR 金 11 :30-13:00 16.5h ¥32,590

4T22CONV1 Conversation dirigée J.M. PORTALES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

4T22FCS1 Le français qui bouge S. PLAUT 火 11 :00-13:00 22h ¥43,450

4T16POES1 Poésie H. DE GROOTE 水 13:45-15:15 16.5h ¥32,590
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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－

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

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。

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。

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
5S16LIRE1 Lisons les journaux ! H. DE GROOTE 水 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

5T16TV1 Comprendre le journal TV5 Y. DIOT 水 19:30-21:00 16.5h ¥32,590

5T16CONV1 Conversation et presse B. TORRES 土 14:15-15:45 16.5h ¥32,590

5T16LITT1 Découvrir la littérature française contemporaine J. ALTIERI 火 14:30-16:30 10h ¥19,750
＊  1 /16、30、2 /13、27、3 /13  隔週火曜 全5回

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。

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

バラエティーに富んだ2週間でレベルUP !

2018年3月19日（月）～ 3月30日（金）※研修は月・火・木・金
8日間  合計48時間  10:30-18:15
対象レベル：A2初級

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！

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。申込締切：2018年3月12日（月）

IMMERSION　日本でフランス語留学

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

日本からフランスに留学する人は毎年2000人。次はあなたの番です！

フランスの大学・大学院への応募申請スタート！
フランスの国立大学正規課程への応募申請が11月15日開始！
みなさん、申請に関する情報収集は進んでいますか？
申請の詳しい手順に関しては、Campus France のHPのオンライン申請の
手続きガイドをご覧ください。
→www.japon.campusfrance.org →フランス留学の手続き

内容：フランスの大学・大学院への応募申請手続きの仕方や、交換留学プ 
 ログラムで渡仏する場合の手続き方法、語学留学の場合の手続き 
 の流れ、など。
日程：東京 12月1日 17:30～　京都 12月2日 13:00～　福岡 12月9日 13:30～
対象：2018年にフランス留学を計画している学生・社会人の方々
詳細・お申し込みは下記HPまで（席に限りがありますので、事前お申し込みを
推奨します）→www.japon.campusfrance.org

フランス留学手続き説明会2017

Campus France - フランス政府留学局・日本支局

www.japon.campusfrance.org
フランス留学に関する情報はCampus Franceのホームページをご覧ください！
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2018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。

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。

www.science-japon.org/bgf/
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TCF-DAP 予備登録フランス語能力テスト 

TCF-DAP (Demande d’ Admission Préalable)は、フランスの大学の第一段階に登録する場合必要な語学試験です。詳細
はCampus Franceのサイトをご覧ください。 www.japon-campusfrance.org

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。

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

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

2018年度 春季試験日程 出願受付期間：    
2月24 日（土）～3月24日（土）17時まで

筆記試験 口述試験 受験料

DELF A1 5月12日 （土）

試験日程は 
www.delfdalf.jp 
にてご確認下さい。

¥9 ,900

DELF A2 5月13日 （日） ¥11 ,000

DELF B1 5月12日 （土） ¥13 ,000

DELF B2 5月13日 （日） ¥15 ,000

DALF C1 * 5月12日 （土） ¥20 ,000

DALF C2 * 5月13日 （日） ¥22 ,000

*  DALF C1/C2試験の実施は年1回となります。秋季は予定しておりませんのでご注意
ください。

TCF （一般）
試験日 出願締切 受験料

必須試験

7月27日 （金）6月27日 （金）

￥12 ,000

補足試験
口頭表現・文書作成 

両方とも
￥12 ,000

口頭表現・文書作成 
いずれか一つ ￥8 ,000

TCF SO ：  TCF （一般）の試験をオンラインで受験できます
試験日 出願締切 受験料

必須試験

希望日に 
受験可能 

（まずはお尋ねください）

受験希望日の 
10日前まで

￥13 ,000

補足試験
口頭表現・文書作成 

両方とも
￥12 ,000

口頭表現・文書作成 
いずれか一つ ￥8 ,000

2018年度試験日程
試験日 試験時間 出願締切 受験料

2月9日 （金） 16 :00 -18 :30 1月9日 （火） ¥20 ,000

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）。

TCF フランス語能力テスト 

TCF (Test de Connaissance du Français)は、フランス国民
教育省が認定した総合的なフランス語学力レベルを測るテストで
す。点数に応じて受験者のレベルを、言語に関する欧州共通基準
（CECRL）の 6段階で判断します。TCFは、自分のフランス語
能力を、英語のTOEICのように素早く確実に計ることを望む、
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。 また、ご希望の日程にオンラインで受験できる
TCF SO（必須試験と補足試験）も実施します。詳しくはお問合
せください。

出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

DELF・DALF フランス国民教育省フランス語資格試験
資
格
試
験

A1

B2

P6

P11
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小さなこどもたちのためのクラス。物
語やカード、記憶ゲームやアクティビ
ティ等を通じ、無理なく楽しくフラン
ス語を学ぶことができます。また、読
み書きの練習も始めます。
Découvrons le français en 
douceur. Basé sur une approche 
ludique de la langue (histoires, 
jeux de cartes et de mémoire, 
activités), ce cours comprend 
aussi une initiation à l'écriture et 
à la lecture. 

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 - cours 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 - cours intermédiaire
J. ALTIERI 土 

Samedi 16:30-17:30 11 h ¥21,730

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 セザンヌにならおう
Apprenons avec Paul Cézanne J. ALTIERI 1 /13（土）

Samedi 13 janvier 10:30-12:00 1 .5 h ¥3 ,000

AE02 ダリにならおう
Apprenons avec Salvador Dali J. ALTIERI 2 /10（土）

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

AE03 草間彌生にならおう
Apprenons avec Yayoi Kusama J. ALTIERI 3 /10（土）

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

初級Cours débutant –  
テキスト『レ・ルスティック1』
授業ではテキストを使いながら、楽しいア
クティビティを通じ、会話から筆記までの
橋渡しをしていきます。アルファベットの読
み書きの基礎があるお子様向けです。
Les enfants sont amenés à progresser 
de l'oral vers l'écrit dans un cadre 
ludique et à travers des activités 
faciles à appréhender. Ils doivent 
avoir un minimum d'autonomie en 
écriture et lecture.

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：4～6歳） 
Classe de découverte (de 4 à 6 ans)

小学生クラス（対象：6～12歳） 
Classe pour écoliers (de 6 à 12 ans)

＊ 初級・中級クラスでは、フランスの小学生との手紙・ビデオ交流を実施しています。

中級Cours intermédiaire –  
テキスト『レ・ルスティック２』
テキストを使って授業を進め、会話
や読み書きの力を更に付けていきま
す。アルファベットの読み書きのでき
るお子様向けです。
Tout en gardant une approche 
ludique de la langue, les enfants 
développent en parallèle leurs 
compétences orales et écrites. 
Ils doivent savoir écrire et lire de 
manière autonome.

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

フランスにおける日本建築の父たち
Les pères de l'architecture japonaise en France

1/10（水）
Mercredi 10 janvier

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS01-H18

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ベルリオーズ vs. サン=サーンス 「夢想家 vs.頑固親父 / 管楽器の変遷」
Berlioz et.Saint-Saëns

協力 : 福岡工業大学吹奏楽団

1/ 11（木）
Jeudi 11 janvier

19:00-
20:30

￥3,300

￥12,500 ￥15,000

モーリス・ラヴェル 1 /2  「墨絵から彩色画へ / ピアノとオーケストラ」
Maurice Ravel　1/2

1/25（木）
jeudi 25 janvier

￥3,300

モーリス・ラヴェル  2 /2   
「ボレロの著作権5000万€（約61億円）はどこに！ / ボレロ再考」

Maurice Ravel　2 /2　

2 /1（木）
Jeudi 1er  février

￥3,300

クロード・ドビュッシー  「唯我独尊に至る道 / 異端児であったか、否か」
Claude Debussy

2 /22（木）
Jeudi 22 février

￥3,300

新作オペラ '' Yumé ''  「静かなるダイナミズム /  
フランス、ランス歌劇場で初演した、能 「松風」を題材としたモノ・オペラ」

"Yumé" création lyrique franco-japonaise d'après la pièce de Nô "Matsukaze"

3/1（木）
Jeudi 1er mars

￥3,300

AS02-H18

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。

講師：中田昌樹

指揮者
国立音楽大学卒業後、パリ・エコールノルマ
ル音楽院を首席で卒業。名だたる指揮者に
師事後、フランス、リヨン管弦楽団でセルジュ・
ボドのアシスタントを務める。国内外での指
揮活動の傍ら新国立劇場の立上げに参画。
制作部オペラ専門員、オペラ研修所特任講
師の他、札幌大学文化学部特任教授を歴任。

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

第三弾では、フランスにおける日本人建築家の初期の交流と、その建築作品
に傾倒します。坂倉準三がル・コルビュジエの協力のもと設計したパリ万国博
覧会の日本館（1937年）。イサム・ノグチが設計を手掛けたパリ・ユネスコ本
部にある庭園（1958年）。そして黒川紀章や丹下健三らが 1960年代初頭に
発信した建築運動「メタボリズム」について、深く見ていきましょう。
講義はフランス語（画像を見ながらの説明）
Le troisième volet de ce séminaire sera consacré aux premières réalisations 
d'architectes japonais en France. Nous nous intéresserons à Junzo Sakakura et à 
sa collaboration avec l'architecte français Le Corbusier pour le Pavillon japonais 
de l'Exposition Internationale de Paris en 1937, puis à Isamu Noguchi, qui signa 
le jardin du siège de l'UNESCO à Paris en 1958. Enfin, nous plongerons au cœur 
du mouvement métaboliste représenté en France par Kisho Kurokawa et Kenzo 
Tange dès 1960.
Séminaire en français 

フランス音楽の陰翳 
LA FACE CACHÉE DE LA MUSIQUE FRANÇAISE

小澤征爾、レナード・バーンスタイン、キリル・コンドラシンに師事し、国内のみ
ならずヨーロッパ各地を舞台に活動する指揮者、中田昌樹氏による音楽セミ
ナー。フランスの個性的な作曲家たちの横顔を、違った角度から垣間見ていき
ます。世界で活躍してきた講師ならではの、貴重で広範な話と音楽に酔いしれ
ましょう。
Ce nouveau séminaire, conçu et animé par le chef d'orchestre Masaki Nakata, 
vous ouvrira les portes de la musique française. Masaki Nakata a dirigé aussi bien 
au Japon qu'en Europe, après avoir étudié aux côtés de Seiji Ozawa, Leonard 
Bernstein ou encore Kirill Kandrashin. Il vous emmènera à la découverte d'un 
vaste répertoire musical à travers les multiples facettes de la vie des plus grands 
compositeurs français.

Les architectes Junzo Sakakura et Le Corbusier 
à la Villa Katsura, Kyoto. © Agence nationale 
japonaise des affaires culturelles

坂倉準三とコルビュジエ、桂離宮にて

新講座

※ 一回毎の受講も可能です。
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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：1/ 13、20、27、2 /3
Samedis 13, 20, 27 janvier et 3 février

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：2 /8、15、22、3/1
Jeudis 8, 15, 22 février et 1er mars

19:00-20:00 ¥8,000 ¥8,700

AS03-H18

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

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」
17世紀の画家たちは、見たままの風景ではなく、写生をもとに「あるべき姿に」
再構築した風景を描きました。プッサンやロランのこうした理想的風景画につ
いて観ていきます。
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. Venez 
admirer les paysages idéaux du Lorrain et d'autres maitres de l'École française tels 
que Nicolas Poussin.

西洋美術史
HISTOIRE DE L'ART OCCIDENTAL

「パルミジャニーノ」
“この画家のみが持ち合わせた艶やかで甘美で淑やかな”（ジョルジョ・ヴァ
ザーリ『美術家列伝』）作品を鑑賞します。
Une professeure diplômée de la prestigieuse École du Louvre vous emmène plus 
loin dans l'exploration de l'œuvre du maître de la Renaissance Parmigianino. « Ce 
peintre avait entre ses mains une palette infinie de grâce, d'élégance et de douceur »  
disait de lui son contemporain Giorgio Vasari dans Les vies des meilleurs peintres, 
sculpteurs et architectes.

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

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 

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

偉大なる旅人、サン=テグジュペリ
Antoine de Saint-Exupéry, le grand voyageur

1/ 16 （火）
Mardi 16 janvier

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

クロード・モネの世界
A travers les yeux de Claude Monet

2 /13（火）
Mardi 13 février

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

不屈の精神、カトリーヌ・ドヌーヴ
L'indomptable Catherine Deneuve

3/27（火）
Mardi 27 mars

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS04-H18 

パルミジャニーノ「聖女カタリナの神秘の結婚」

クロード・ロラン「聖家族のエジプト逃避をめぐる風景」 

クロード・モネ

カトリーヌ・ドヌーヴ
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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

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

1/19（金）
Vendredi 19 janvier

11 :00-12:30 ¥5,000* ¥5,500*

牛肉の煮込み  ブルゴーニュ風
Bœuf Bourguignon

2 /16（金）
Vendredi 16 février

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

3/16（金）
Vendredi 16 mars

11 :00-12:30 ¥5,000* ¥5,500*

AS05-H18

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

新人歌手たち
Nouvelle année… Nouveaux chanteurs 

1 / 19（金）
Vendredi 19 janvier

19:00-21:00 ¥1,000

バレンタイン特集
Chansons d'amour d'hier et d'aujourd'hui

2 /16（金）
Vendredi 16 février

19:00-21:00 ¥1,000

2018年フランス版グラミー賞
Les Victoires de la Musique 2018

3/16（金）
Vendredi 16 mars

19:00-21:00 ¥1,000

AS06-H18

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：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。

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

パリと南西フランスを、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-Ouest  de la France sur des airs de piano. 
À partir du niveau intermédiaire.

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

パリと地方の歌巡り：私の若かった頃、ロマンス
Autour de Paris et une région française : Mes jeunes années, Romance

1/27（土）
Samedi 27 janvier

11 :00-12:30 ¥2,000

こどもの歌とクラシック：クラリネットをこわしちゃった、きらきら星
Chanson populaire & Mélodie : J'ai perdu le do de ma clarinette, Ah, vous dirais-je maman

2 /24（土）
Samedi 24 février

11 :00-12:30 ¥2,000

AS08-H18

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

おなじみのメロディーを、美しいフランス語で歌ってみましょう。 
ピアノ伴奏あります。
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

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知識
  Apprenons les bases du vin français

1/30（火）
Mardi 30 janvier

19:00-20:30

￥5,000*

￥21,000* ￥23,500*

フランス冷涼な産地のワイン
Les vins des régions froides de France

2 /6（火）
Mardi 6 février

￥5,000*

フランス温暖な産地のワイン
Les vins des régions chaudes de France

2 /20（火）
Mardi 20 février

￥5,000*

フランスワインと日本ワイン
 Les vins français et les vins japonais

3/13（火）
Mardi 13 mars

￥5,000*

フランスワインと世界のワイン
Les vins français et les vins du monde 

3/20（火）
Mardi 20 mars

￥5,000*

AS07-H18

講師：吉村智美  Tomomi Yoshimura

「ラタフィア」（薬院）オーナーソムリエ
「ソムリエ協会主催・第 1回全国ブラインドコンテスト」ファイナリスト

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、日本と世界のワインの比較を楽しんで
いただきます。初心者の方もご参加いただける講座です。
Un sommelier professionnel ayant séjourné dans plusieurs pays producteurs vous 
expliquera les caractéristiques de base des vins français en les comparant aux vins 
du Japon et du monde. Venez apprendre à reconnaître et apprécier les vins en 
mobilisant tous vos sens, le tout en vous faisant plaisir. 
Ce séminaire s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux initiés.

*ワイン代込み Vin compris※ 1回毎の受講も可能です。
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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：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

芸術サロン － 文学とアート
SALON DES BEAUX-ARTS

『オデュッセイア』は紀元前8世紀の終わり、ホメロスによって
書かれた長編叙事詩。フランスの学生にとって比類のない大
傑作です。ユリシーズ、アテナ、ゼウス、ポセイドン…一体誰が
誰で、誰が何をしたのか？ヨーロッパ文明の生みの親の一つ
であるこの作品を発見、再発見しましょう。文学とアート、各
分野に精通した2名の講師によるスペシャル企画です。
L'Odysée est une œuvre poétique d'Homère écrite vers la fin du 
VIIIe siècle av. J.C. C'est un chef d'œuvre incontournable pour tous 
les élèves français. Ulysse, Athéna, Zeus, Poséidon... Qui est qui ? 
Qui a fait quoi? C'est ce que nous vous proposons de découvrir 
ou redécouvrir avec un des livres fondateurs de la civilisation 
européenne.

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ホメロス 『オデュッセイア』
L'Odysée d'Homère à travers la littérature et l'art

2 /17（土）
Samedi 17 février

15:00-17:00 ¥4,100* ¥4,600*

AS09-H18 * 飲み物・おつまみ付き　Boisson et amuse-bouches compris

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ビタミンF（FORTUNE-幸運）
ジョセフィーヌ・ド・ボアルネ

Vitamine F (FORTUNE) : Joséphine de Beauharnais 

2 /3（土）
Samedi 3 février

16:00-17:30 ¥2,500 ¥3,000

AS10-H18

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

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。今期はナポレオンの妻ジョセフィーヌ・ド・ボアルネに学ぶ幸
運術の秘密を伝授します。 
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, et sa vie sera examinée sous tous les angles. Vous 
explorerez avec l'auteure les lieux en lien avec son histoire. Au programme cet hiver : 
Joséphine de Beauharnais, l'épouse de Napoléon Bonaparte. 

ピントリッキオ「オデュッセイアの帰還」
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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

フランス史 － ナポレオン ・ボナパルト
HISTOIRE DE FRANCE - NAPOLÉON BONAPARTE 

フランス史の新企画は「ナポレオン・
ボナパルト」（全4回）。歴史はコル
シカ島から始まりますー 1769年8
月15日ナポレオンが誕生。父親は島
の独立闘争でパオリの側近として戦
うのですが、その後フランス側に帰
順。そして二人の息子は国王の奨学
金を得ます。幼年学校時代のナポレ
オンは数学に秀でており、その才能
が認められて1784年、パリの陸軍
士官学校に入学することとなります。
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Au début de tout il y a la Corse, où 
Napoléon Bonaparte naît le 15 août 
1769. Son père, après avoir combattu 
aux côtés de Paoli pour l'indépendance 
de l'Ile, se rallie à la France et obtient 
pour deux de ses fils des bourses dans 
les écoles du roi. L'écolier Bonaparte 
se distingue plus particulièrement 
dans les mathématiques, ce qui lui vaut 
d'être reçu à l'École royale militaire de 
Paris en 1784.
Séminaire en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

1 . フライングスタートと上昇
 Le faux départ et l'escalade

3/15（木）
Jeudi 15 mars

19:00-20:30 ¥2,800 ¥3,500

AS11-H18 * 飲み物・おつまみ付き　Boissons et amuse-bouches compris

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

2 /27（火）
Mardi 27 février 14:30-16:30 ¥3,600* ¥4,100*

3/23（金）
Vendredi 23 mars 14:30-16:30 ¥3,600* ¥4,100*

AS12-H18 * 材料費込み　Matériaux compris

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

2017年秋、パリのアートフェスティバル「ARThée」で 5箇所の美術館での茶室に作品展示
2018年 1月迄イギリスオックスフォード大、アシュモレアン博物館にて茶道具と共に作品展示

吉本翔風 「美 Beauté」

新講座

ナポレオン・ボナパルト
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会場： 北九州市立美術館分館（北九州市小倉北区 1-1-1リバー
ウォーク北九州 5階）
料金：一般 1,200円（1,000円）、高大生 800円（600円）、
小中生 600円（400円）
※（　）内は前売り、団体料金（入場者が 20名以上）
主催：ヴラマンク展実行委員会（北九州市立美術館、朝日新聞社、
TVQ九州放送）
お問い合わせ：北九州市立美術館分館 
（Tel: 093-562-3215）

ヴラマンク展
VLAMINCK  
REGARDS SUR L'ŒUVRE ET SUR L'ARTISTE, 1907-1958
1月4日（木）～ 2月25日（日） 
Du jeudi 4 janvier au dimanche 25 février

雪景色や田園風景などを主題にした風景画や、花瓶の花束を描いた静物画など、叙情的な作風で知られるフランスの
画家モーリス・ド・ヴラマンク。本展では、セザンヌに傾倒する1907年頃から、スピード感のある筆致と重厚な色調を用
いた独自の画風に至った最晩年までの約80点の作品とともに、優れた文筆家でもあったヴラマンクの言葉から、新た
な魅力に迫ります。
Considéré comme l'une des figures principales du fauvisme, le peintre français Maurice de Vlaminck est connu pour ces natures 
mortes mais aussi pour ces innombrables peintures de paysages urbains et enneigés. De la rupture qu'a marquée l'influence 
de la rétrospective de Cézanne en 1907 à l'affirmation de son style propre, caractérisé par une peinture au ton profond et au 
coup de pinceau rapide, cette exposition retrace le cheminement de l'artiste à travers 80 œuvres.

© Maison franco-japonaise

エルヴェ・ル・ブラーズの《地図で見るフランスの社会事象と選挙》
COMPRENDRE PAR LES CARTES. AUTOUR DU TRAVAIL D'HERVÉ LE BRAS 
2月16日（金）～ 3月17日（土） 
Du vendredi 16 février au samedi 17 mars
エルヴェ・ル・ブラーズは人口統計学者で、フランス国立社会科学高等研究
院 (パリ)で教鞭を執っています。彼の仕事の特徴は数学的知見、歴史、人口
統計学に基づいて現代フランス社会の地図を作成すること。展示のテーマの
ひとつは選挙にまつわる様々な要因と2017年の大統領選挙の結果の分析
となっており、日仏会館・日本研究センター (東京 )の研究員レミ・スコシマロ
とリヨン高等師範学校のジュリエット・シュックによって作成された日本の選挙
に関する地図も同時に展示します。
本展のオープニング・パーティーにはレミ・スコシマロが在廊します。
Hervé Le Bras est démographe, enseignant à l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (Paris). Son travail a la particularité de lier les mathématiques, 
l'histoire et l'anthropologie pour élaborer une cartographie de la société 
française contemporaine. Une partie de l'exposition est consacrée à l'analyse 
des logiques électorales et des résultats de l'élection présidentielle de 2017. Elle 
est accompagnée de cartes électorales du Japon élaborées suivant la même 
démarche par les géographes Rémi Scoccimarro et Juliette Suc, actuellement 
chercheurs à la Maison franco-japonaise (Tokyo).
Rémi Scoccimarro sera présent au vernissage de cette exposition d'exception.

オープニングパーティー：2月 16日（金）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 : Vendredi 16 février, 18h30
Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut
Entrée gratuite
Renseignements : Institut 
(Tél. : 092-712-0904)

Lieu : Musée municipal d'Art de Kitakyushu, annexe de Riverwalk 
(1-1-1 Reverwalkkitakyushu, Kita-ku, Kokura, Kitakyushu)
Tarifs : Adultes 1.200 yens (1.000 yens) / Étudiants, lycéens 800 yens 
(600 yens) / Collégiens, écoliers 600 yens (400 yens).
*（　）Tarifs préventes et groupes (plus de 20 personnes).
Organisation : Comité de l'exposition Vlaminck（Musée municipal d'Art de 
Kitakyushu, Journal Asahi, TVQ Kyushu Broadcasting Co.,Ltd.）
Renseignements : Musée municipal d'Art de Kitakyushu, annexe de 
Riverwalk (Tél. : 093-562-3215)

《サイロ》1950年 油彩／カンヴァス フランス、個人蔵 © ADAGP

展覧会
EXPOSITIONS
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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 réservations : 
Institut (Tél. : 092-712-0904)

IF シネマ
IF CINÉMA
1月23日(火 )、2月27日(火 )、3月28日(水 ) 
Mardi 23 janvier, mardi 27 février, mercredi 28 mars

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「IFシネマ」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！
Projections mensuelles de films français sous-titrés en japonais, suivies d'une 
discussion autour d'un verre.

JANVIER

エルヴェ・ル・ブラーズの《地図で見るフランスの社会事象と選挙》
COMPRENDRE PAR LES CARTES. AUTOUR DU TRAVAIL D'HERVÉ LE BRAS 
2月16日（金）～ 3月17日（土） 
Du vendredi 16 février au samedi 17 mars

アーティスト・イン・アイランド
RÉSIDENCE D'ARTISTE
ジュスティーヌ・エマール
JUSTINE EMARD

2月20日（火）～ 22日(木 )　予定 
Du mardi 20 au jeudi 22 février 

アーティスト・イン・アイランドは、日本に滞在中のアーティストが長崎県の離
島を訪れ、自然、文化、物産、食等の優れた地域資源を体験し交流するプロ
グラムです。2月はフランス人アーティスト、ジュスティーヌ・エマールです。
La Préfecture de Nagasaki, en partenariat avec l'Institut français du Japon, a mis 
en place un programme de résidences d'artistes français pour allier valorisation 
de son exceptionnel patrimoine îlien et temps d'inspiration et d'échanges avec 
l'organisation d'ateliers à destination du public scolaire local.

© Franklin Bélingard

FÉVRIER MARS [ FRANCOPHONIE ]

1月23日(火 )19 :00
Mardi 23 janvier, 19 h00

『麗しき日々』
Les Beaux jours
[2013年 /95分 /ドラマ]
監督：マリオン・ヴェルヌ―
出演：ファニー・アルダン、ロラン・ラフィット、パトリック・ジュネ

ファニー・アルダン主演。大
人のラブストーリー！

2月27日(火 ) 19 : 00
Mardi 27 février, 19 h00

『カミーユ、恋はふたたび』
Camille redouble
[2012年 /115分 /ドラマ]
監督：ノエミ・ルヴォヴスキ
出演：ノエミ・ルヴォヴスキ、サミール・ゲスミ、ジュディット・シュムラ、

本国フランスで 100万人
を動員する大ヒット。見た
目はそのまま 16歳のころに
タイムスリップ！

 3月28日(水 ) 19 : 00
Mercredi 28 mars, 19 h 00

『恋するヨプゴン・ガール 』
Aya de Yopougon 
[2013年 /84分 /アニメーション]
監督：マルグリット・アブエ、クレモン・ウブルリ
声：タチアナ・ロホ、テラ・クポマフー

バンドデシネが原作のアニ
メーション。フランス語圏、
アフリカのコートジボワー
ルが舞台。

ジュスティーヌ・エマール 

1987年生まれ。パリ在住。写真、ビデオ、インスタレーション、拡張
現実などのさまざまなメディアを用いて、物質主義におけるイメージに
ついて問いかけている。数々の作品を通して、スクリーンやフレーム、
オフスクリーンといった映像を探求している日本で定期的に制作発
表をしているアーティスト。

Justine Emard 

Née en 1987, Justine Emard vit et travaille à Paris. À travers 
divers médiums (la photographie, la vidéo, les installations 
et la réalité augmentée), elle questionne l'image dans sa 
matérialité. Nombre de ses œuvres explorent les paradigmes 
de l'image cinématographique que sont l'écran, le cadre et le 
hors-champ. Elle crée et expose régulièrement au Japon.

お問い合わせ：長崎県文化振興課 
（Tel : 095-895-2764 ）
Renseignements : Préfecture de  
Nagasaki, section de promotion culturelle 
(Tél. : 095-895-2764)
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メディアテーク・カフェ
CAFÉS MÉDIATHÈQUE

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。

歴史カフェ Café historique

タレーラン
TALLEYRAND

1月26日（金）19:00-20:00
Vendredi 26 janvier, 19h00-20h00

フランス革命から七月王政までの政治家タレーラ
ンは、敏腕外交官としても知られる。暗黒小説に
出てくるような人物像に迫ります。
Homme de tous les régimes, de la Révolution à la 
Restauration, Talleyrand fit de la diplomatie un art 
où le cynisme allait de pair avec l'efficacité. Un vrai 
personnage de roman noir.

進行役：ヨアン＆ハルナ（西南学院大学院生） 
Animé par Yoann et Haruna, étudiante de français à Seinan Gakuin
M1

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

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

各月2回土曜 15:00-16:00
1月13日、27日、2月3日、17日、3月3日、17日
会場：メディアテーク
参加料：500円（5枚綴り券2 ,000円）
Les samedis 13 et 27 janvier, 3 et 17 février, 3 et 17 mars,  
15h00-16h00
Lieu : Médiathèque de l'Institut
Pour les francophones natifs, la participation au café est gratuite.
AS13-H18

カフェ・デ・ザミ
CAFÉ DES AMIS

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

文学カフェ Café littéraire

ミラン・クンデラ
MILAN KUNDERA

3月23日（金）19:00-20:00
Vendredi 23 mars, 19h00-20h00

チェコスロヴァキア生まれのフラ
ンスの作家、ミラン・クンデラは、
チェコスロバキア共産主義政権
に抵抗した作家として認知されている。代表作に『存在の耐えら
れない軽さ』がある。
Milan Kundera, romancier et dissident, qui décrit avec ironie la vie dans le monde 
communiste, est le plus français des auteurs tchèques. Il devient célèbre avec le 
roman L'insoutenable légèreté de l'être.

進行役：ヨアン　Animé par Yoann
M5

文学カフェ Café littéraire

歴史マンガのその先へ！
L'HISTOIRE DE FRANCE EN MANGA

2月9日（金）19:00-20:00
Vendredi 9 février, 19h00-20h00

ここ数年、フランスの歴史に題材をとったマンガが
ずいぶん増えました。その中から数作品を取りあ
げて、併せて読むことでさらに興味が深まる関連
文学作品や歴史資料を紹介します。
Au cours des dernières années, le nombre 
des mangas inspirés de l'histoire de France a 
sensiblement augmenté. Kensaku en présente une 
élection et oriente les participants vers d'autres 
textes littéraires ou documentaires.

進行役：倉方健作（九州大学准教授） 
Animé par Kensaku, professeur de l'Université du Kyushu
M2

シャンソン・カフェ Café Chanson

フランス地中海沿岸の歌
VOYAGEZ EN CHANSON AU CŒUR DE LA MÉDITERRANÉE

3月2日（金）19:00-20:00
Vendredi 2 mars, 19h00-20h00

東のアルプスから風光明媚な地
方を巡ってピレネーを目指しま
しょう。フランス語を勉強したこ
とのない方も大歓迎です。
Découvrez en chanson les plus belles 
régions des Alpes aux Pyrénées. Tous 
les amateurs de chanson française sont les bienvenus.

進行役：れいら　Animé par Layla
M4

アンスティチュ読書部 Club littéraire

お気に入りの伝記
BIOGRAPHIES ET AUTO-BIOGRAPHIES

2月23日（金）19:00-20:00
Vendredi 23 février, 19h00-20h00

お気に入りの伝記、自伝を持参し
て、読書の楽しさを読書部で一
緒に分かち合いましょう。読書が
好きな人、文学に興味のある人は
どなたでもご参加ください。
Parlons de vos personnages ou 
célébrités préférés à travers leurs biographies ou auto-biographies.  
Rejoignez le Club pour discuter et partager vos coups de cœur !

進行役：ジョアン・アルティエリ　Animé par Johan
M3
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カレンダー
CALENDRIER 冬学期：2018年1月9日（火）～3月26日（月）

フランス語 . . . . . . . . P2～ 16

こどもプログラム . . . . . . P17

フランス文化. . . . P18～25

メディアテーク . . . . . . . P26

カフェ・デ・ザミ

文

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

語   冬学期登録受付（12/9–12/22）
語   フランス留学説明会
文   フェット・ド・ノエル

 
10

11
12 文   フランス人による落語会
13 語   フランス語無料体験レッスン
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
語   フランス語入門デー

 
17
18

19
文    フランスワイン巡り
語   フランス語無料体験レッスン

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

1月 JANVIER
1
2
3

4 文   ヴラマンク展（1/4-2/25）

5
6
7
8
9 語   TCF-DAP 出願受付締切

10 文   フランスの日本人建築家

11 文   フランス音楽の陰翳
12

13
  こどものためのアート・アトリエ

文   西洋美術史
 

14
15
16 文   過去と現在の偉人たち
17
18

19
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
20 文   西洋美術史
21
22
23 文   IFシネマ
24
25 文   フランス音楽の陰翳
26   歴史カフェ

27
文   シャンソン
文   西洋美術史

 
28
29
30 文   フランスワイン巡り
31

3月 MARS

1
文   フランス音楽の陰翳
文   フランス美術史

2   シャンソン・カフェ

3  

4

5
6
7
8
9

10   こどものためのアート・アトリエ

11
12
13 文   フランスワイン巡り
14
15 文  フランス史 

16
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
17  
18

19 語   大学生のためのフランス語 
短期研修（3/19-3/30）

20 文  フランスワイン巡り
21
22

23
文   墨で描く日仏語

  文学カフェ
24 語   DELF・DALF出願受付締切
25  フレンチ オープンデー
26

27 文   過去と現在の偉人たち

28 文   IFシネマ
29
30
31

2月 FÉVRIER
1 文   フランス音楽の陰翳

2

3

文   西洋美術史
文   パリジェンヌの心の 
ビタミン講座
 

4
5
6 文  フランスワイン巡り

7

8 文   フランス美術史

9
語   TCF-DAP

  文学カフェ
10   こどものためのアート・アトリエ
11
12
13 文   過去と現在の偉人たち
14
15 文   フランス美術史

16

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
文    エルヴェ・ル・ブラーズの 
《地図で見るフランスの社会
事象と選挙》（2/16-3/17）

17
文   芸術サロン

 
18
19
20 文   フランスワイン巡り
21

22
文  フランス音楽の陰翳
文   フランス美術史

23 文   アンスティチュ読書部

24 文   シャンソン

25
26

27
文   墨で描く日仏語
文   IFシネマ

28

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 BLD 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：ピエール・ユイグ「ソトタマシイ」
Couverture : Pierre Huyghe,  Exomind
Photo by Pierre Huyghe

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。




