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春期講座  2018年4月7日（土）–6月30日（土）

2018年INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON-KYUSHU

アンスティチュ・フランセ九州
フランス語講座・文化プログラム
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Chers amis,

Pour célébrer comme il se doit le 160e anniversaire 
des relations diplomatiques entre nos deux pays, 
l'Institut français du Japon – Kyushu vous offre une 
programmation de printemps particulièrement 
éclectique : une rencontre publique avec l'auteure de 
bande dessinée Catherine Meurisse, une exposition 
photographique sur les événements de Mai 68 à 
Paris, la dernière création du chorégraphe Edouard 
Hue, une performance de l'écrivain Pascal Quignard 
associé à une pianiste japonaise, un second débat 
d'idées franco-japonais sur l'innovation sociale, 
ou encore une nouvelle tournée du guitariste 
Gabriel Bianco.

La session qui débute est enrichie de nouveaux 
ateliers, jeux pour les enfants et écriture créative 
pour les adultes, de la reprise du Tour de France 
des régions, et de nouveaux cours, avec la formule 
Flex, en petits effectifs et à la carte, et des classes 
spéciales à l'intention des étudiants.

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

フランス語講座
COURS DE FRANÇAIS

02 春期講座のご案内
 SESSION DE PRINTEMPS

03 登録手続きと受講料
 INSCRIPTIONS ET TARIFS

04 講師紹介
 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

05 クラスの選択
 CHOISIR SA CLASSE

06 A1 入門
 A1 DÉBUTANT

08 A2 初級
 A2 ÉLÉMENTAIRE

10 B1 中級
 B1 INTERMÉDIAIRE

12 B2 中上級
 B2 AVANCÉ

14 C1 -C2 上級
 C1 / C2 SUPÉRIEUR

15  コンクール
 CONCOURS

16 資格試験
 CERTIFICATIONS

こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS

18  こどものためのフランス語
  COURS POUR ENFANTS

19  こどものためのアトリエ
 ATELIERS POUR ENFANTS

フランス文化
CULTURE

21 アトリエ・セミナー
 ATELIERS ET SÉMINAIRES

26 バンド・デシネ
 BANDE DESSINÉE

26 写真
 PHOTOGRAPHIE
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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
日仏交流 160周年に際し、この春、アンスティチュ・フラ
ンセ九州は、バンド・デシネ作家カトリーヌ・ムリスを迎え
ての交流会をはじめ、1968年にパリで起きた五月革命
の写真展、振付家エドワード・ユの新作公演、作家パス
カル・キニャールと日本人ピアニストによるパフォーマン
ス、第二弾となるソーシャル・イノベーションについての日
仏討論会、そして昨年好評を得たギタリストのガブリエ
ル・ビアンコの新たなツアーなど、多岐にわたる特別な文
化プログラムをご用意しました。

新学期は、こどものための遊びのアトリエや大人のため
のアトリエ・エクリチュール、といった新しいアトリエが開
講するほか、地方をめぐるセミナー、ツール・ド・フランス
が再開するなど、充実の内容です。また、フランス語講
座では、フレックス、少人数、アラカルトそして学生スペ
シャルなどからあなたに合うスタイルの講座をお選び頂
けます。

それでは、近いうちにアンスティチュ・フランセ九州で、早
速3月25日の（日）オープンデーで皆様にお目にかかれ
ることを楽しみにしております。

27 アーティスト・イン・レジデンス
 RÉSIDENCE D'ARTISTES

28 コンテンポラリーダンス
 DANSE CONTEMPORAINE

28 文学 / 音楽
 LITTÉRATURE / MUSIQUE

29 討論会 
 DÉBAT D'IDÉES

29 クラシック音楽 
 MUSIQUE CLASSIQUE

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

31  メディアテーク・カフェ 
  CAFÉS MÉDIATHÈQUE 

31 カフェ・デ・ザミ
 CAFÉ DES AMIS

2018年は、日本とフランスの外交関係が開設されて 160年という節目の年です。この記念ロゴマークの
デザインは、フランスを代表するデザイナー、フィリップ・アペログが特別に手掛けたものです。
En 2018 , nous célébrons les 160 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la France 
et le Japon. A cette occasion, un logo a été conçu par le designer graphiste, Philippe Apeloig.



入門者のためのフランス語無
料体験レッスン

フレンチオープンデー

春期講座のご案内
SESSION DE PRINTEMPS 

4月 7日（土）～ 6月 30日（土）

3月 19日（月）～ 3月 31日（土）

2018年春期講座

登録受付

全館休館：4 /30（月・祝）～5 /6（日） ※ 建物内にお入りになれません。
5 /12（土）はDELF DALF試験実施のため、授業は行われません。

3月31日（土）までに登録されると、受講料半額券や各種招待券など素敵なプレゼントが当た
る抽選会に参加できます。また、先着100名様にオリジナルグッズをプレゼント。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ご連絡く
ださい。

3月27日（火）
14:30-15:30

当日登録の方は年会費が無料！

当日は他にも中・上級レベルまでの様々なタイプの体験レッスンをご用意しています。 
詳しくはサイトまたはオープンデーチラシをご覧ください。

レベルチェック＋面談 11:00-17:30
所要時間約10分

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

11:00-12:00

全くフランス語が 
初めての方対象

13:00-14:00

15:00-16:00

17:00-18:00

春期講座前の3/19（月）～3/30（金）はフランス語短期 
  研修をご用意しています。詳しくはお問い合わせください。

3月25日（日）

※ 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。

3月28日（水）
10:30-11:30

3月28日（水）
19:00-20:00
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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。

 ╚ その他の事項については登録時にお渡ししている受
講要綱をお読みください。必要な場合は受付にお尋
ねください。

  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
 ╚ メディアテーク会員資格、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 44時間 ￥74 ,800

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

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

年会費・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
オンライン学習サービス
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 
（フレックス講座・学生スペシャル・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。

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

講座レベル
NIVEAUX 

総合フランス語
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。

 1時間：7,000円 
  授業料 5回分：33,750円　10回分：65,000円  
 ※ 2018年3月末まで有効

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8,000円 / 3名で1時間9,000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。

 

5アンスティチュ・フランセ九州



総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

スピラル
Spirale

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

A1  入門  DÉBUTANT  
－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フレックス   
2 ~4名までの少人数制クラスでDELF試験の対策を効
果的に行います。受講可能な時間帯を選び、受付にお知
らせください。2名揃った時点でスタート。試験についての
各レベル・詳細は、 P16 -17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

1G44SPI11a Spirale nouvelle édition 1
J. ALTIERI-LECA

Y. DIOT
水・金 19:00-21:00 44h ¥74,800

1G16SPI11a Spirale nouvelle édition 1 F. DAUNAS 木 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1G16SPI11b Spirale nouvelle édition 1 V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1G16SPI11c Spirale nouvelle édition 1 F. GANDRILLON 水 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1G16SPI11d Spirale nouvelle édition 1 J.M. PORTALES 火 14:30-16:00 16.5h ¥32,590

1G22SPI12a Spirale nouvelle édition 3 J. ALTIERI-LECA 火 10:30-12:30 22h ¥43,450

1G22SPI12b Spirale nouvelle édition 3 X. MICHEL 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

1G22SPI12c Spirale nouvelle édition 3 F. DAUNAS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1G16SPI13a Spirale nouvelle édition 6 F. DAUNAS 水 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1G22SPI13b Spirale nouvelle édition 8 J.M. PORTALES 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

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
1G16SPI21a Spirale nouvelle édition 13 F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1G22SPI22a Spirale 18 R. LACIAK 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

資格試験準備 
クラスコード 講座名 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

1S11DDFx DELF A1 フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
11h ¥33,000*

＊ フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

補足強化 
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
1S7PROa 発音* R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

＊  4 /18、5 /9、23、6 /6、20　隔週水曜全5回

学習時間が毎回 1 .5時間（全 16.5時間）の入門クラスは、 
次学期からは2時間（全22時間）となります。
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A
1  入
門

学校やコース選び、登録手続き、住居手配など、完全個別フォロー1.
2. 代行手数料なし。

長期留学のお申し込みの方には学生ビザ申請準備に役立つ情報提供

フランス政府公式機関アンスティチュ・フランセ関西の
語学留学サポート

OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

フランス語学留学サポート
（アンスティチュ・フランセ関西̶京都）

www.institutfrancais.jp/enfrance-kansai/
火曜～金曜：11時～19時　土曜：11時～18時
Tel. 075-761-2122（直通）  
email : kansai.enfrance@institutfrancais.jp

まずはカウンンセリングのご予約を！（対面及びビデオチャット）

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
1T16GAKUa 学生スペシャル F. DAUNAS 木 17:30-19:00 16.5h ¥26,072

1T7EXPRESa フランス・エクスプレス* X. MICHEL 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
＊   5 /30、6 /6、13、20、27　毎週水曜全5回

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

学生スペシャル   20%
割引Spécial étudiant 

フランス語を更に向上させたい大学生のためのクラス。 
テキストの代わりに様々な動画、簡単な記事など使い、 
日常使いの対話を中心とした楽しい授業です。 

フランス・エクスプレス  
France express

フランス語をかじってみたい方・フランス旅行に備えたい
方のためのクラス。様 な々シチュエーションを設定し、よく
使われる表現を実践する形で覚えます。質問は日本語で
構いません。楽しくフランス語とフランス文化に触れてみ
ませんか？
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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フレックス   

2 ~4名までの少人数制クラスでDELF試験の対策を効
果的に行います。受講可能な時間帯を選び、受付にお知
らせください。2名揃った時点でスタート。試験についての
各レベル・詳細は、 P16 -17をご覧ください。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

Le nouveau taxi ! 1 復習
Le nouveau taxi ! 1 Révision

taxi ! 1 をベースに文法や会話を復習し、しっかり使いこな
せるようにしましょう。扱うテーマはテキストに留まらず、話
題のニュースも盛り込みます。口頭表現力、コミュニケー
ション力アップにも役立つクラスです。

聞き取り 
Compréhension orale

え、今何て言った？聴解力を完璧にするのが、実は一番難
しいのではないでしょうか。このクラスではシャンソン、広
告、番組など、ごくシンプルな資料を通してフランス語会話
がより理解できるための手助けをします。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

会話プラス フレックス  
Kaiwa Plus FLEX

2～ 4名の少人数クラスで1時間、思う存分会話してみま
しょう。受講可能な時間帯を選び、受付にお知らせくださ
い。2名揃った時点でスタートします。

学生スペシャル  20%
割引Spécial étudiant

フランス語を更に向上させたい大学生のためのクラス。テキ
ストの代わりに様 な々動画、簡単な記事など使い、日常使
いの対話を中心とした楽しい授業です。 

詩から学ぶフランス語
Poésie et prononciation

フランス語のやさしい詩を通して、美しい発音を身につける
ことができます。またボキャブラリーの幅を広げ、書くための
テクニックも学んでいきます。

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

やさしいフランス語で書かれた物語や短編（ペローの赤
ずきんやシンデレラなど）を通して、読む力をつけていきま
す。またボキャブラリーを増やし、書くことにもつなげていき
ます。
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A
2  初

級

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

2G44TAX11a Le nouveau taxi ! 1 1
F. DAUNAS
X. MICHEL

金
10:30-12:30
13:30-15:30

44h ¥74,800

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

2G22TAX11b Le nouveau taxi ! 1 1 F. GANDRILLON 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX11c Le nouveau taxi ! 1 1 F. CHARRUAULT 火 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX12a Le nouveau taxi ! 1 7 X. MICHEL 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

2G22TAX12b Le nouveau taxi ! 1 9 F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

2G22TAX13a Le nouveau taxi ! 1 10 R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX14a Le nouveau taxi ! 1 14 J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 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 17 B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX21b Le nouveau taxi ! 1 17 B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

2G22TAX21c Le nouveau taxi ! 1 18 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX21d Le nouveau taxi ! 1 19 F. GANDRILLON 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

2G22TAX22a Le nouveau taxi ! 1 23 F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX24a Le nouveau taxi ! 1 32 F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX24b Le nouveau taxi ! 1 33 X. MICHEL 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

資格試験準備 
クラスコード 講座名 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

2S11DDFx DELF A2 フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
11h ¥33,000*

＊ フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

補足強化 
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

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

2S16ORALa 聞き取り* R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
＊  4 /25、5 /16、30、6 /13、6 /27　隔週水曜全5回

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

2T11KPFx 会話プラス フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
11h ¥33,000*

2T16GAKUa 学生スペシャル F. DAUNAS 火 18:00-19:30 16.5h ¥26,072

2T16PPa 詩から学ぶフランス語 J. ALTIERI-LECA 金 15:00-16:30 16.5h ¥32 590

2T16ILa やさしいフランス文学 J. ALTIERI-LECA 木 14:00-15:30 16.5h ¥32 590
＊ フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます
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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。

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DELF B1フレックス   

2 ~4名までの少人数制クラスでDELF試験の対策を効
果的に行います。受講可能な時間帯を選び、受付にお知
らせください。2名揃った時点でスタート。試験についての
各レベル・詳細は、 P16 -17をご覧ください。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

Le nouveau taxi ! 2 Révision  1 / 2

taxi ! 2 をベースに文法や会話を復習し、しっかり使い
こなせるようにしましょう。扱うテーマはテキストに留まら
ず、話題のニュースも盛り込みます。口頭表現力、コミュニ
ケーション力アップにも役立つクラスです。

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

会話プラス フレックス  
Kaiwa Plus FLEX

2～ 4名の少人数クラスで1時間、思う存分会話してみ
ましょう。受講可能な時間帯を選び、受付にお知らせくだ
さい。2名揃った時点でスタートします。

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。

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 F. DAUNAS 火 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX12a Le nouveau taxi ! 2 5 B. TORRES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX12b Le nouveau taxi ! 2 7 S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX12c Le nouveau taxi ! 2 8 F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX13a Le nouveau taxi ! 2 9 F. CHARRUAULT 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX13b Le nouveau taxi ! 2 9
J.M. PORTALES
F. CHARRUAULT

金 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX15a Le nouveau taxi ! 2 19 J.M. PORTALES 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX15b Le nouveau taxi ! 2 21 S. CLAIR 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX16a Le nouveau taxi ! 2 25 J.M. PORTALES 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22TAX18a Le nouveau taxi ! 2 32 L. FUJISHIMA-SUTRA 月 10:00-12:00 22h ¥43,450

3G22TAX18b Le nouveau taxi ! 2 35 B. TORRES 木 19:00-21:00 22h ¥43,450

3G22SAI28a Saison 2 9 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 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

3S11DDFx DELF B1 フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
11h ¥33,000*

＊ フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

3S22REV11a Le nouveau taxi ! 2 révision  1 J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22REV11b Le nouveau taxi ! 2 révision  2
F. CHARRUAULT
J.M. PORTALES

金 19:00-21:00 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

3T11KPFx 会話プラス フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
11h ¥33,000*

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

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
＊ フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます
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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フレックス   

2 ~4名までの少人数制クラス
でDELF試験の対策を効果的
に行います。受講可能な時間帯
を選び、受付にお知らせくださ
い。2名揃った時点でスタート。
試験についての各レベル・詳細
は、 P16 -17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

会話プラス フレックス  
Kaiwa Plus FLEX

2～ 4名の少人数クラスで1時間、思う存分会話してみ
ましょう。受講可能な時間帯を選び、受付にお知らせくだ
さい。2名揃った時点でスタートします。

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。

France actu 3 / 4

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。

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。

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。

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

4G22SAI12a Saison 3 2 F. GANDRILLON 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

4G22SAI17a Saison 3 7 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 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

4S11DDFx DELF B2 フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
11h ¥33,000*

＊  フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

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

4T11KPFx 会話プラス フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
11h ¥33,000*

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

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

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

4T22CULTVID1 Culture en vidéos 1 S. PLAUT 水 19:00-21:00 22h ¥43,450

4T22CULTVID2 Culture en vidéos 2 S. PLAUT 土 10:00-12:00 22h ¥43,450

4T16POES1 Poésie H. DE GROOTE 水 13:45-15:15 16.5h ¥32,590
＊ フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます
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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-LECA 火 14:30-16:30 10h ¥19,750
＊ 4 /24、5 /8、22、6 /5、19  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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コンクール
CONCOURS
毎年、アンスティチュ･フランセ九州が開催するスピーチコンクール。 参加して、フランス行きのチャ
ンスを掴みましょう！ 詳細は当館HPあるいは館内設置のコンクール概要をご覧ください。

協賛：

1. 初心者向け  (A1-A2程度)
第31回 初心者のための九州フランス語コンクール
アンスティチュと九州 ･広島の大学、機関が開催する初心者のためのスピーチコンクール。 
優勝者にはパリ行きのチャンスが！

　日程：2018年7月1日（日）
　応募締切：2018年6月23日（土）

会場：アンスティチュ・フランセ九州
対象： 九州でフランス語を学んでいる全ての方で、学習時

間300時間以内の方
優勝：福岡-パリ往復航空券（時期などの制約あり）
主催： アンスティチュ・フランセ九州、長崎外国語大学、大

分日仏協会、西南学院大学、福岡大学、福岡女子
大学、広島大学

後援： 在日フランス大使館 / アンスティチュ・フランセ日本

2. 中～上級者向け  (B1以上)
第20回 ボルドー・アキテーヌ 福岡・九州 姉妹都市 フランス語スピーチコンテスト
福岡市とボルドー市の姉妹都市交流事業の一環として開催されるコンクール。 
優勝者は親善大使に任命され、ボルドー市で1ヶ月の語学研修が贈られます。

　日程：2018年6月9日（土）　
　応募締切：2018年6月5日（火）

会場：アンスティチュ・フランセ九州
対象： 九州在住のフランス語中級（レベルB1）以上の方

全て
優勝： 福岡-ボルドー往復航空券とアリアンス・フランセー

ズ・ボルドーでの1ヶ月の語学研修（ホームステイ）
主催： アンスティチュ・フランセ九州、福岡市姉妹都市委

員会、福岡市
後援： 在日フランス大使館 /アンスティチュ・フランセ日本、 

ボルドー市、アリアンス・フランセーズ・ボルドー /アキテーヌ

2017年コンクールの様子

2017年優勝者 福岡大学 園田さん
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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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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） 5月12日 （土） ¥9 ,900

DELF A2 5月13日 （日） 5月13日 （日） ¥11 ,000

DELF B1 5月12日 （土） 5月12日 （土） ¥13 ,000

DELF B2 5月13日 （日） 5月13日 （日） ¥15 ,000

DALF C1 * 5月12日 （土） 5月14日 （月） ¥20 ,000

DALF C2 * 5月13日 （日） 5月14日 （月） ¥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 （水）

￥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

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

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

P13
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フランス語に初めて触れる小さな子どもたちのためのクラ
スです。物語、カード・記憶ゲーム、ボール遊び、ぬり絵等
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 et en nous 
amusant. Basé sur une approche ludique de la langue 
(histoires, jeux de cartes, de mémoire et de balle, 
coloriage...), ce cours comprend aussi une initiation à 
l'écriture et à la lecture.

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-LECA 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-LECA 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-LECA 土

Samedi 16 :30 -17:30 11 h ¥21 ,730

こどものためのフランス語
COURS POUR ENFANTS

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)

初級Cours débutant – テキスト『レ・ルスティック1』
フランス語の勉強を始めたい、あるいはフランス語圏への滞
在経験があり、フランス語力を維持したいお子様に最適なク
ラスです。授業ではテキスト『レ・ルスティック１』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。

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

中級Cours intermédiaire – テキスト『レ・ルスティック２』
初級『レ・ルスティック１』を終了したお子様、またはフラン
ス語圏への滞在経験があり、中級以上のフランス語力を
持つお子様に最適なクラスです。テキスト『レ・ルスティック
２』を使って授業を進め、会話や読み書きの力をさらに付
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。

Basé sur le manuel « Les Loustics 1 », ce cours est 
destiné aux enfants débutant l'apprentissage du 
français ou ayant été scolarisés en milieu francophone 
(maternelle ou école élémentaire). Les enfants sont 
amenés à progresser en douceur 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.

Basé sur le manuel « Les Loustics 2 », ce cours 
s'adresse aux enfants ayant déjà complété le niveau 1 
de la méthode « Les Loustics » ou ayant été scolarisés 
en milieu francophone et dont le niveau de français est 
estimé suffisant pour suivre le cours. Tout en gardant 
une approche ludique de la langue, les enfants sont 
amenés à développer en parallèle leurs compétences 
orales et écrites. Il est attendu des enfants qu'ils 
sachent écrire et lire de manière autonome.

講師は 
ジョアン

* 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1年を通じ実施しています。
*  Les enfants inscrits à ces deux cours participent à un programme d'échange par correspondance avec des écoliers français.
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«Méli-Mélo»（メリメロ）とは、フランス語でいろいろなも
のがたくさん！という意味。カードやドミノ、ボードゲーム、
ぬり絵やステンシルなど、たくさんのゲームやアクティビ
ティを準備しています。初めてのフランス語体験にぴった
りのアトリエです。遊びやアクティビティを通じて、子ども
たちは注意力と集中力を高め、周りと協力することも学び
ます。

Cet atelier propose une première expérience du 
français par le jeu (cartes, dominos, jeux de société...) 
et des activités créatives (coloriage, pochoir, 
dessin....). Tout en s'amusant, les enfants apprennent 
à être attentifs, se concentrer et interagir.

ピカソ、マティス、モネ、ウォーホール・・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。 

Picasso, Matisse, Monet, Warhol... Apprenons à 
dessiner comme les grands artistes ! Différentes 
techniques (peinture, dessin, pastel, collage, etc) 
sont enseignées afin de permettre aux enfants 
de développer leurs capacités artistiques. Tout en 
s'inspirant d'œuvres célèbres, les enfants produisent 
leurs propres travaux. 

クラスコード 
Code

講師  
Professeur

曜日  
Jour

時間  
Heure

全学習時間  
Total

受講料  
Tarif

AJ01 J. ALTIERI-LECA 4 /21（土）
Samedi 21 avril 10 :30 -11 :30 1 h ¥2 ,000

AJ02 J. ALTIERI-LECA 5 /19（土）
Samedi 19 mai 10 :30 -11 :30 1 h ¥2 ,000

AJ03 J. ALTIERI-LECA 6 /16（土）
Samedi 16 juin 10 :30 -11 :30 1 h ¥2 ,000

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 ルノアールにならおう
Apprenons avec Renoir J. ALTIERI-LECA 4 /14（土）

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

AE02 マネにならおう
Apprenons avec Manet J. ALTIERI-LECA 5 /26（土）

Samedi 26 mai 10:30-12:00 1 .5 h ¥3 ,000

AE03 シスレーにならおう
Apprenons avec Sisley J. ALTIERI-LECA 6 /23（土）

Samedi 23 juin 10:30-12:00 1 .5 h ¥3 ,000

こどものためのアトリエ
ATELIERS POUR ENFANTS

定員：各回12名

※ 汚れてもいい服装でお越しください

遊びのアトリエ《Méli-Mélo》（対象：3～6歳） 
Atelier jeux « Méli-Mélo » (de 3 à 6 ans)

アート・アトリエ（対象：5～12歳） 
Atelier d'art  (de 5 à 12 ans)

新講座

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
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今年で7回目を迎える欧州留学フェアは、フランスを含む
ヨーロッパ各国から数十の高等教育機関の代表者が来日し、
直接様々な教育機関に留学相談ができる絶好のチャンスです！
高校生から社会人まで、どなたでも参加可能で、
予約や参加費も不要です。
ぜひこの機会にご自身の理想の留学を実現する
第一歩を踏み出してください！
www.ehef-japan.org

大阪会場 5月20日 12:00～ 18:00 
大阪国際交流センター

5月19日 11:00～ 18:00 
明治大学駿河台キャンパス  アカデミーコモン2階

東京会場

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！

欧州留学フェア 2018
今年もやってきた！
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※  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
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高校生から社会人まで、どなたでも参加可能で、
予約や参加費も不要です。
ぜひこの機会にご自身の理想の留学を実現する
第一歩を踏み出してください！
www.ehef-japan.org

大阪会場 5月20日 12:00～ 18:00 
大阪国際交流センター

5月19日 11:00～ 18:00 
明治大学駿河台キャンパス  アカデミーコモン2階

東京会場

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！

欧州留学フェア 2018
今年もやってきた！
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

CF会員
Membres du CF

一般
Général

フランスワイン概要  フランスのワイン法 
Aperçu du vin français

4/10（火）
Mardi 10 avril

19:00-20:30

￥5,000*

￥21,000* ￥23,500*

ロワール地方とアルザス地方  味わいを言葉にする
Les vins de Loire et d'Alsace 

4/24（火）
Mardi 24 avril

￥5,000*

ブルゴーニュ地方とジュラ・サヴォワ地
Les vins de Bourgogne, du Jura et de Savoie

5/8（火）
Mardi 8 mai

￥5,000*

ボルドー地方と南西地方  貴腐ワインの魅力
Les vins de Bordeaux et du Sud-Ouest

5/22（火）
Mardi 22 mai

￥5,000*

ラングドック＝ルシオン地方とコート・デュ・ローヌ地
方 酒精強化ワイン

Les vins du Languedoc-Roussillon et des Côtes du Rhône

6/5（火）
Mardi 5 juin

￥5,000*

AS01-P18

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。
フランスの基本品種を学びましょう。食前・食後にいただく上品な甘さの貴腐
ワイン、酒精強化ワインの試飲も。1講座で5種類のワインをブラインドテイス
ティングで楽しんでいただきます。初めての方もお気軽にご参加ください。
Une sommelière professionnelle ayant séjourné dans plusieurs pays producteurs 
vous expliquera les caractéristiques de base des vins français. Au programme de 
cette session : les vins mutés et liquoreux au goût élégamment sucré, à boire avant 
ou après le repas. A chaque séance, vous dégusterez à l'aveugle cinq vins différents 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 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。

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 ce séminaire, 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

エディット・ピアフ：ラ・モーム（小さい子）
Edith Piaf : La môme 

4/17 （火）
Mardi 17 avril

19:30-21:00 ¥2,500 ¥3,000

ヴィクトル・ユーゴ：多くの顔を持つ作家
Victor Hugo : L'auteur aux mille visages

5/15（火）
Mardi 15

19:30-21:00 ¥2,500 ¥3,000

カリスマ的ジャン＝ポール・ベルモンド
Le charismatique Jean-Paul Belmondo

6/19（火）
Mardi 19 juin

19:30-21:00 ¥2,500 ¥3,000

AS02-P18 

ジャン＝ポール・ベルモンド

ヴィクトル・ユーゴー
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クロード・ロラン 
「アポロとメルクリウスのいる風景」

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：4/21、28、5/19、26
Samedis 21 , 28 avril, 19 et 26 mai

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

フランス美術史：17世紀風景画
Histoire de l'art français :  Paysages du XVIIe siècle

毎回木曜：6/7、14、21、28
Jeudis 7, 14,  21 et 28 juin

19:00-20:00 ¥8,000 ¥8,700

AS04-P18

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

「17世紀風景画」
17世紀の理想的・英雄的風景画について、その特徴と、ターナーを始めとする
後代の風景画家に与えた影響について見ていきます。
Nous décortiquerons les paysages héroïques et idéalistes du XVIIIe siècle et 
analyserons leur influence sur la future génération de peintres paysagistes tels 
que Turner.

西洋美術史
HISTOIRE DE L'ART OCCIDENTAL

「パルミジャニーノ」
肖像画家としての活躍と、錬金術にのめり込み精神的
危機を深めていった晩年の作品について見ていきます。
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. Cette 
session sera consacrée aux portraits réalisés dans les dernières années de sa vie, 
qui ont nourri sa quête spirituelle, alors qu'il était en pleine crise existentielle et 
obsédé par l'alchimie.

パルミジャニーノ「男の肖像」

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

フレンチ・ポップス
FRENCH POPS
今のフランス＆フランス語圏の音楽シーンについて、いろいろ知りたいですか？
LOVE FMのフランス人DJとして有名なセボことセバスティアン・プローが、毎
月テーマに沿って選んだ15タイトルを紹介します。アーティストにまつわる逸話
を聞きミュージック・ビデオを鑑賞、そして自由にディスカッションしましょう。
日本語によるアトリエ
Vous voulez tout savoir sur l'actualité de la scène musicale française et francophone ?  
Sébastien Plaut, célèbre animateur de LOVE FM, vous présentera une sélection de 
15 titres autour d'un thème mensuel : anecdotes sur les artistes, projection de clips 
et discussions libres. 
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

親がテーマのシャンソン特集
Chansons sur les parents

4/20（金）
Vendredi 20 avril

19:00-21:00 ¥1,000

TVオーディション番組特集
Spécial The Voice

5/18（金）
Vendredi 18 mai

19:00-21:00 ¥1,000

2018年ベスト（1）
Best of 2018 (1)

6/15（金）
Vendredi 15 juin

19:00-21:00 ¥1,000

AS03-P18
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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：グザヴィエ・ミシェル  Xavier Michel

ソルボンヌ大学考古学博士　アンスティチュ・フランセ九州講師

5月革命を振り返ろう
RETOUR SUR "MAI 68" 

ツール・ド・フランス — バスク地方
TOUR DE FRANCE  - LE PAYS BASQUE

" 1968年五月革命 "は20世紀のフランスで他に類をみない大規
模な政治、社会、文化に対する抗議運動。パリの中心地カルティ
エ・ラタンで勃発した学生運動が発端となりました。セミナーでは
これらの事件を顧みながら、フランス社会がそこからどのように大
きく変容していったかを解説します。今回の講義は、五月革命から
50年を記念した写真展「1968年五月革命の中で」を開催中の
ギャラリーにて行います（写真展についてはP26をご覧ください）。
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

"Mai 68" est un mouvement de contestation politique, sociale et 
culturelle d'une ampleur sans équivalent dans la France du XXe siècle, 
né de manifestations étudiantes au Quartier latin dans le centre 
de Paris. Ce séminaire reviendra sur le déroulé des événements 
et montrera comment ils ont profondément transformé la société 
française. Il se tiendra exceptionnellement dans la galerie, où sera 
présentée l'exposition photo Au coeur de Mai 68 pour commémorer 
ce 50e anniversaire (cf. page 26).
Séminaire en japonais

フランス地方の魅力を講師陣がガイ
ドするツール・ド・フランスが 1年ぶり
に戻ってきました！今期は南西部、フ
ランスとスペインにまたがるバスク地
方の旅へお連れします。画像で素晴
らしい景色や歴史地区を楽しみ、美
味しいスペシャリテの試食で旅を締
めくくります。
日本語によるアトリエ

Ce séminaire consacré à la découverte 
des provinces et terroirs de France est 
de retour ! Pour cette session, nous 
vous proposons de partir dans le Sud-
Ouest, à la visite du Pays Basque. Au 
programme : présentation en images 
de ses paysages et sites historiques 
somptueux, et dégustation de sa 
délicieuse gastronomie. 
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

五月革命を振り返ろう
Retour sur Mai 68

5/17（木）
Jeudi 17 mai

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS05-P18

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

バスク地方
Le Pays Basque

5/25（金）
Vendredi 25 mai

19:00-20:30 ¥2,800* ¥3,500*

AS06-P18 * 飲み物・スペシャリテ付き　Boisson et nourriture comprises
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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

芸術サロン －  
2018年パリ・アートシーン
SALON DES BEAUX-ARTS

没後50周年を記念して開催される「Fujita展」（マイヨール 
美術館）、風景画家コローの人物画を集めた展覧会 (マル
モッタン美術館 )、コンテンポラリー・アートの代表的アーティ
ストNeïl Beloufaのインスタレーション(パレ・ド・東京 )…な
ど、多彩なパリのアート・シーンについて「最新フランス事情」
を交えながらご紹介します。
Le Salon des Beaux-Arts se consacrera à l'actualité parisienne des 
grandes expositions : Fujita au musée Maillol, pour commémorer 
le 50e anniversaire de sa disparition, une rétrospective de 
Corot portraitiste au musée Marmottan Monet, ou encore les 
installations de l'artiste contemporain Neïl Beloufa au Palais 
de Tokyo. 

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

2018年パリのアートシーン
Scène des arts visuels à Paris en 2018

6/16（土）
Samedi 16 juin

14:30-16:00 ¥3,300* ¥3,800*

AS08-P18 * 飲み物・デザート付き　Boisson et dessert compris

Fondation Louis-Vuitton フォンダシオン ルイ･ヴィトン

講師：ジョアン・アルティエリ  Johan Altieri-Leca

アンスティチュ・フランセ九州講師

エクリチュール  
ÉCRITURE EN FRANÇAIS

テーマに応じてフランス語を書くアトリエ。日常生活編（手紙
や日記、レシピなど）、フランス滞在編（志望動機書、履歴書
など）、創作編（物語、詩、自伝など）にも挑戦します。
日本語とフランス語によるアトリエ

Vous apprendrez à écrire en situation à partir d'un cas pratique 
donné : dans la vie quotidienne (correspondance, journal intime, 
recettes...), pour préparer un séjour d'études ou professionnel en 
France (lettre de motivation, CV...) ou encore en vous essayant à 
l'écriture créative (histoire, poème, portrait...).
Atelier en français et en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

A1以上  
日常生活編 ≪手紙やメール≫

Vie quotidienne : correspondance

5/29（火）
Mardi 29 mai

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

A2以上  
フランス滞在編 ≪志望動機書≫

Séjour en France : lettre de motivation 

6/12（火）
Mardi 12 juin

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

A2以上  
創作編 ≪物語の続きを書く≫

Écriture créative ： écrire une histoire 

6/26（火） 
Mardi 26 juin

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS07-P18

新講座
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

2. 権力の獲得
Les conquêtes et la prise du pouvoir

6/21（木）
Jeudi 21 juin

19:00-20:30 ¥2,800* ¥3,500*

AS09-P18

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 ー ナポレオン ・ボナパルト
HISTOIRE DE FRANCE – NAPOLÉON BONAPARTE 

4回シリーズの「ナポレオン・ボナパルト」2回目は、
フランス第一次共和政時代に立証された、ナポレ
オン・ボナパルトの軍事的天才ぶりに迫ります。イ
タリア遠征軍、そして東洋遠征軍の最高指揮官と
なり、トゥーロン攻囲戦とイタリア・エジプト遠征
で殊勲を立てる若き英雄は、1799年密かにフラ
ンスに帰還し、ブリュメールのクーデターによって
権力を獲得します。
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Ce second volet de la série consacrée à Napoléon 
Bonaparte témoignera du génie militaire de ce jeune 
général durant la Première République française. 
Commandant en chef de l'armée d'Italie puis de 
l'armée d'Orient, il se distingue par des faits d'armes 
exceptionnels au cours du siège de Toulon et des 
campagnes d'Italie et d'Égypte, avant de rentrer 
secrètement en France en 1799 pour prendre le 
pouvoir par le Coup d'État du 18 Brumaire.
Séminaire en japonais

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

2018年上半期のフランス映画
LE CINÉMA FRANÇAIS EN 2018
フランス映画の‘今 'がわかるアトリエ。日本未公開の作品で、
フランスで今年上半期に話題になった作品をピックアップして
お伝えします。監督や俳優について説明した後に、予告編を
鑑賞。カンヌ映画祭での上映作品についても紹介します。
日本語によるアトリエ
Ce séminaire semestriel dévoile en exclusivité les films qui ont 
marqué l'actualité en France, avant leur sortie au Japon. Une 
présentation des réalisateurs et des acteurs précède le visionnage 
des bandes-annonces. Cette séance reviendra sur les films 
découverts au Festival de Cannes.
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

「La douleur（苦悩）」とカンヌ国際映画祭上映作品
La douleur et les films du festival de Cannes

6/30（土）
Samedi 30 juin

16:00-17:30 ¥1,000

AS10-P18

* 飲み物・おつまみ付き　 Boisson et amuse-bouches compris
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ヴィラ九条山はアンスティチュ・フランセ
日本の支部のひとつで、ベタンクールシュ
エーラー財団とアンスティチュ・フランセの
支援を受けています。

La Villa Kujoyama est un établisse-
ment de l’Institut français du Japon et 
bénéficie du soutien de la Fondation 
Bettencourt-Schueller et de l’Institut 
français. 

バンド・デシネ
BANDE DESSINÉE

写真
PHOTOGRAPHIE

カトリーヌ・ムリスを迎えて
RENCONTRE AVEC CATHERINE MEURISSE
3月25日（日）17 :30 -19 :00 
Dimanche 25 mars, 17 h30 -19 h00
カトリーヌ・ムリスは、エコール・エティエンヌと国立高等装飾美術学校を卒
業した風刺漫画家、青少年向け書物のイラストレーターでバンド・デシネ作
家。豊かな教養とユーモアを織り交ぜた彼女のアルバムは様々な芸術分野
間の対話を特徴としています。2016年に出版されたバンド・デシネ作品『La 
Légèreté／軽やかさ』では、風刺雑誌シャルリー・エブドの襲撃事件のあと、
普通の生活を取り戻し、仕事に復帰するに至った自らの体験を語っています。
フランコフォニーのお祭りとオープンデイに際し、現在、アーティスト・イン・レジ
レンスのヴィラ九条山に滞在するカトリーヌ・ムリスが来館し、自身の仕事やラ
イブドローイングを披露します。
Catherine Meurisse, diplômée de l'École Estienne et de l'École Nationale des Arts 
Décoratifs, est dessinatrice de presse, illustratrice pour la jeunesse et auteure de 
bande dessinée. Ses albums, mêlant érudition et humour, se caractérisent par le 
dialogue entre les arts. Publiée en 2016, sa bande dessinée La Légèreté raconte 
son retour à la vie et au dessin, après l'attentat contre Charlie Hebdo. Actuellement 
résidente à la Villa Kujoyama, Catherine Meurisse sera à l'Institut à l'occasion de la 
Journée Portes ouvertes et de la Fête de la Francophonie pour présenter son travail 
et vous offrir une démonstration de dessin en direct.

4月21日（土）～ 5月26日（土）　 
Du samedi 21 avril au samedi 26 mai
五月革命は20世紀のフランスで最も重要な社会運動となり、それまでの政
治の歴史と精神を断絶しました。アンスティチュ・フランセ九州は、五月革命
50周年を記念して2007年にこの世を去った偉大なインディペンデント・フォ
トグラファー、フィリップ・グラの個人アーカイブより、当時のパリで撮影された
43枚の写真を展示します。会期中ギャラリーにてヨアン・ディオによる五月革
命とフランス社会の変容ついてのセミナーを行います。(詳細は23 pをご覧く
ださい。)
Les événements de Mai 68 ont constitué le plus important mouvement social qu'a 
connu la France au XXe siècle et y ont marqué une rupture fondamentale dans 
l'histoire politique et des mentalités. Pour commémorer leur 50e anniversaire, 
l'Institut présente un ensemble de 43 clichés pris dans le Paris de l'époque par 
le grand photographe indépendant Philippe Gras, et retrouvés dans ses archives 
personnelles après sa disparition en 2007. Dans le lieu de l'exposition, Yoann Diot 
animera un séminaire sur la signification de Mai 68 et la transformation de la 
société française qui en a résulté (cf. page 23).

© Rita Scaglia

会場：アンスティチュ・フランセ九州 5F多目的ホール　入場無料
Lieu : Espace conférences, 5e étage de l'Institut　Entrée gratuite

オープニングパーティー：4月21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 21 avril, 18h30
Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut
Entrée libre
Renseignements : Institut (Tél. : 092-712-0904)

フィリップ・グラ「1968年五月革命の中で」
PHILIPPE GRAS « AU CŒUR DE MAI 68 »
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バンド・デシネ
BANDE DESSINÉE

アーティスト・ 
イン・レジデンス
RÉSIDENCE  
D'ARTISTES
九州のパビリオン
LE PAVILLON DANS LE KYUSHU

5月3日（木）～ 17日（木） 
Du jeudi 3 au jeudi 17 mai

2001年に現代美術作家アンジュ・レッチアによってパリのパレ・ド・トーキョー内に創設されたパビリオンは現代美術
のためのレジデンスです。2017年 11月、同パビリオンはボルドー美術学校内に移転しました。これを機に、1984年以
来ボルドー美術学校とパートナーシップを結ぶ九州産業大学は国際的なアートシーンで活動を始めるアートとデザイ
ン分野の5名の新進アーティストを受け入れます。ボルドーに新設されたパビリオン初のプロモーションとして8か月
間、海外で共同滞在をするメンバーは、スンヒ・チョー、アナイス・エ、ロール・シューブルヴィル、マルゴー・ズペル、モー
ド・トリモリエール。目的地は九州に決定しました！

「パビリオンは若いアーティスト達のためにつくられた創作と交流のプラットフォームです。その主旨はヒエラルキー的な
縦の構造による教育を発展させるのではなく、聞き、寄り添うことを基礎とした感性的なもののパルタージュを提案す
ることにあります。この横に広がる教育学の展望の中で、海外でのワークショップを企画することはパビリオンにおける
貴重な時間です。個 を々豊かにし、一時的なコミュニティの形成に参加する体験を共有すること。旅の挑戦は脱領土
化といえます。つまり、異なる文化に直面するために習慣から逸脱するということです。1988年以来、日本は私にとって
特別な行き先でした。数々の日本滞在で私と自然との関係性は変容しました。また、コルシカで培った私の直観も深め
られました。パビリオンのアーティスト達と共に九州という島へ行くアイデアには、自然の要素に対する意識と一時的な
次元に対する意識を高めたいという思いがあります。東京や大阪といった大都市以外の旅の選択はメガシティの混沌
としたエネルギーを避け、日本人が想起する自然の脆弱性への認識をスケッチすることです。私たちの旅のキーワード
は、そう、不変なのです。」
 アンジュ・レッチア

Créé en 2001 au Palais de Tokyo de Paris par le photographe et vidéaste Ange Leccia, le Pavillon est une résidence dévolue 
à la création plastique contemporaine. En novembre 2017, le Pavillon s'est installé à l'Ecole supérieure des Beaux-Arts de 
Bordeaux, par ailleurs liée depuis 1984 par un accord de partenariat avec l'Université Kyushu Sangyo, et accueille 5 artistes 
de la scène émergente internationale de l'art et du design. D'une durée de 8 mois, la résidence prévoit un séjour collectif 
d'immersion à l'étranger et pour cette première promotion bordelaise du Pavillon, composée de Seunghee Choe, Anaïs Hay, 
Laure Subreville, Margaux Zuppel et Maude Trémolière, la destination retenue est le Kyushu !

« Le Pavillon est une plate-forme de création et d'échanges conçue pour de jeunes artistes en voie de professionnalisation. Son 
principe n'est pas de développer un enseignement hiérarchique et vertical mais de proposer un partage du sensible basé sur 
l'écoute et l'accompagnement. Dans cette perspective d'une pédagogie horizontale, l'organisation d'un workshop à l'étranger 
est un temps fort du Pavillon : il suppose de vivre une expérience commune qui vient enrichir chacun individuellement et 
participe pleinement à la constitution de cette communauté temporaire. L'enjeu du voyage peut être considéré comme 
la déterritorialisation, c'est-à-dire sortir de ses habitudes pour se confronter à une culture différente de celle de son 
appartenance. Depuis 1988, le Japon a été pour moi une destination privilégiée. J'y ai réalisé de nombreux séjours qui ont 
transformé notamment ma relation à la nature. J'y ai aussi approfondi mes intuitions forgées en Corse. L'idée de se rendre 
sur l'île du Kyūshū avec les artistes du Pavillon repose sur le désir de les sensibiliser aux éléments naturels et à leur dimension 
éphémère. En choisissant un périple qui ne passe pas par les grandes villes que sont Tokyo ou Osaka, il s'agit d'échapper à 
l'énergie chaotique des mégalopoles pour esquisser la conscience d'une fragilité de la nature, tout à fait emblématique de la 
manière dont les Japonais la conçoivent. Le maître-mot de notre périple sera donc l'impermanence. »
 Ange Leccia

Le Pavillon
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5月6日(日)14 :00　Dimanche 6 mai, 14 h00

2017年2月に開催された第 10回福岡ダンスフリンジフェステバルにて素晴ら
しいデュオ「Meet me halfway」をみせたエドワード・ユが振付家大島匡史朗
が主催するイベント「Works」で福岡に戻ってきます。平田智香子、堀田千晶、
大島匡史朗と共にそれぞれの振付による短編4作品を発表。印象的なエネル
ギーの放出で観客を魅了した前作に反して、前進する欲望を描いた日本初演
の最新ソロ作品「Forward」をぜひご覧ください。
Après avoir interprété son superbe duo Meet me halfway au 10e Fringe Festival 
en février 2017, Edouard Hue revient à Fukuoka à l'invitation du chorégraphe 
Kyoshiro Oshima pour l'événement Works. Il partagera le plateau avec Chikako 
Hirata, Chiaki Hotta et Kyoshiro Oshima pour la présentation de quatre pièces 
courtes. L'occasion de découvrir pour une première au Japon sa nouvelle création 
intitulée Forward, un solo sur le désir obsédant d'avancer, qui prend à contre-
pied son précédent spectacle en plongeant d'emblée le spectateur dans une 
impressionnante décharge d'énergie.

コンテンポラリー・ダンス
DANSE CONTEMPORAINE
エドワード・ユ /  
ビーヴァー・ダム・カンパニー 「Foward」
EDOUARD HUE / BEAVER DAM COMPANY  
« FORWARD »

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：指定席 4,500円 / 自由席 4,000円 /  
学生券 3,000円 (指定席・自由席共通 )
主催：SnC
チケット取扱い ・お問合せ：SnC  
(メール：worksinfukuoka@gmail.com /  
Tel : 080-3984-7814）

Lieu : Centre de la Mairie de Higashi-ku, 
Namiki Hall (4-21-45 Chihaya, Higashi-ku, 
Fukuoka)
Tarifs : Siège réservé 4.500 yens /  
Placement libre 4.000 yens / Étudiants 
3.000 yens (Siège réservé / Placement libre)
Organisation : SnC
Vente des billets et renseignements : SnC 
(E-mail : worksinfukuoka@gmail.com /  
Tél. : 080-3984-7814)

会場：長崎創楽堂（長崎市文教町 1-14長崎大学
文教キャンパス教育学部音楽棟 1F）
料金：一般 2,000円 / 大学生以下 1,000円
共催：アンスティチュ・フランセ九州、長崎大学
お問い合わせ：長崎創楽堂を活用したアートマネジ
メント育成事業事務局（Tel：095-819-2343）

Lieu : Nagasaki Sôgakudô (Bunkyo campus 
1F, 1-14 Bunkyo-machi, Nagasaki) 
Tarifs : Général 2.000 yens /  
Jeunes (étudiants compris) 1.000 yens
Co-organisation : Institut français du Japon - 
Kyushu, Université de Nagasaki
Renseignements : Bureau du service de 
formation au management des arts appliqués 
de Nagasaki Sôgakudô (Tél. : 095-819-2343)

© Merel Heering

© Martine Saada5月16日（水）19 :00　Mercredi 16 mai, 19 h00

作家パスカル・キニャールは2002年にゴンクール賞を受賞、著書の多くが日
本語に翻訳されています。第二次世界大戦で街の大半が破壊されたル・アー
ブルで幼少時代を過ごしました。昨年、ピアニスト博多かおると共に東北の
津波犠牲死者へのオマージュとしてピアノデュオと声のパフォーマンスを行い、
1525年にル・アーブルの街が津波に飲み込まれて以来、行われている地元の
儀式にインスピレーションを受けました。その一年後、パスカル・キニャールと
博多かおるは、長崎でオマージュを捧げることを誓いました。
L'auteur Pascal Quignard, dont les ouvrages sont disponibles en traduction 
japonaise, est lauréat du Prix Goncourt, principale distinction littéraire française, 
en 2002. Au Havre, ville rasée pendant la seconde guerre mondiale et où il passa 
son enfance, il donna l'année dernière une performance en duo piano et voix avec 
la pianiste Kaoru Hakata en hommage aux victimes du tsunami dans le Tohoku, 
et inspirée du rituel local célébré depuis que la ville fut engloutie par un raz-de-
marée en 1525. Pascal Quignard et Kaoru Hakata s'étaient alors juré de rendre un 
hommage similaire un an plus tard, à Nagasaki.

文学 / 音楽
LITTÉRATURE / MUSIQUE
パスカル・キニャール-博多かおる 
「作家50年目の夜」

PASCAL QUIGNARD - KAORU HAKATA  
« LA SOIRÉE JUBILAIRE »
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討論会
DÉBAT D'IDÉES
サービス領域におけるソーシャル・イノベーション
L'INNOVATION SOCIALE AU SERVICE DES TERRITOIRES
5月23日（水）18 :30　Mercredi 23 mai, 18 h30

アンスティチュ・フランセ日本は昨年 11月福岡市と福岡市スタートアップカフェ、
九州大学ユヌス&椎木ソーシャルビジネス研究センターの協力により第一
回目のソーシャル・イノベーションをテーマとした日仏討論会を開催しました。 
前回の成果と連帯をさらに深める第二弾として、地域の経済発展に多大な貢
献をもたらす革新的な社会起業家を推進し支援する福岡市の姉妹都市ボル
ドーの例を中心に討論します。
L'Institut français du Japon avait organisé en novembre dernier un premier débat 
sur le thème de l'innovation sociale comme facteur de croissance pour l'entreprise, 
en partenariat avec la Ville de Fukuoka, le Startup Cafe et le Social Business 
Research Center de l'Université du Kyushu. Nous poursuivrons ensemble cette 
exploration d'un nouveau modèle alliant rentabilité et solidarité, en centrant les 
débats sur l'exemple de Bordeaux, ville jumelée avec Fukuoka, où des dispositifs 
innovants de promotion et d'accompagnement de l'entrepreneuriat social 
contribuent pleinement au développement économique local.

オフィシャル・パートナー：ヴェオリア・ジャパン株式会社
Partenaire : Véolia Japon 

会場：福岡市スタートアップカフェ 
（福岡市中央区大名 2-6-11 FUKUOKA  
growth next 1階）
入場無料（座席数に限りがございますので、 
事前のオンライン登録をお勧めします） 
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州 
（Tel : 092-712-0904）

Lieu : Startup Cafe Fukuoka  
(FUKUOKA growth next 1F, 2-6-11 Daimyo, 
Chuo-ku, Fukuoka)
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles, inscription recommandée
Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)

  沖縄   会場：がらまんホール 
（沖縄県国頭郡宜野座村字宜野座 314-1）
主催：宜野座村文化のまちづくり事業実行
委員会
協力：アンスティチュ・フランセ九州
料金：前売 3,000円 / 当日3,500円
お問い合わせ：がらまんホール 
（Tel : 098-983-2613）
  福岡   会場：アンスティチュ・フランセ九州
5Fギャラリー
料金：前売り2,000円 / 当日2,500円 
（クラブフランス会員、及びフォレストヒル 
生徒は 10％割引）
チケット販売：アンスティチュ・フランセ九州
主催：アンスティチュ・フランセ九州
協力：フォレストヒル音楽工房
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092-712-0904）
  長崎   会場：長崎県美術館 ホール 
（長崎市出島町 2-1）
料金：一般 2,500円（3,000円） /  
大学生以下 2,000円（2,500円） 
※（）内は当日料金
チケット販売：チケットぴあ、ローソンチケット、
長崎県美術館
主催：長崎県美術館
共催：FM長崎　
協力：アンスティチュ・フランセ九州
お問い合わせ：長崎県美術館 
（Tel：095-833-2110）

クラシック音楽
MUSIQUE CLASSIQUE
ガブリエル・ビアンコリサイタル
GABRIEL BIANCO 
6月1日（金）19 :30 沖縄 / 2日（土）19 :00福岡 / 3日（日）17 :00長崎 
Vendredi 1er juin à Okinawa, 19 h30 / Samedi 2 juin à Fukuoka, 
19 h00 / Dimanche 3 juin à Nagasaki, 17 h00

昨年9月に行われた初の日本ツアーで好評を博したギターの名手ガブリエル・
ビアンコが福岡と長崎でのリサイタルのため再び九州に戻ってきます。今回は
初の沖縄公演も予定。クラシックギターのレパートリーより20世紀のバロッ
ク音楽をお楽しみください。プログラムはヨハン・セバスチャン・バッハ、アスト
ル・ピアソラからホアキン・トゥリーナ・ぺレスまで。今回の福岡公演はアンス
ティチュ・フランセ九州にガブリエル・ビアンコを招き「音楽サロン」形式で行い
ます。この類まれなアーティストと豊かなくつろぎのひと時をお楽しみください！
Après le succès de sa première tournée japonaise en septembre dernier, le 
guitariste virtuose Gabriel Bianco revient dans le Kyushu pour deux nouveaux 
récitals à Fukuoka et Nagasaki, et, pour la première fois, un concert à Okinawa. Il 
nous invite à un voyage à travers le répertoire de la guitare classique, de l'époque 
baroque au XXe siècle. Au programme, Jean-Sébastien Bach, Astor Piazzolla, ou 
encore Joaquin Turina. A Fukuoka, c'est cette fois-ci dans les locaux de l'Institut 
que nous accueillerons Gabriel Bianco, en format « Salon de musique ». Un moment 
intense et intime avec cet artiste d'exception !

  Okinawa     Lieu : Gamaran Hall (314-1 Ginoza, Kunigami-gun)
  Fukuoka     Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut
  Nagasaki    Lieu : Musée préfectoral de Nagasaki (2-1 Dejima-machi) 

同時通訳付
Avec interprétariat simultané

© IFJK

© Eve Dufaud
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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 1,500円（飲み物付き）
※ 一度お支払いいただいた料金は返金できません。

お問い合わせ・ご予約 / Renseignements et réservations　Tel : 092-712-0904

Lieu : Médiathèque de l'Institut
Tarif : 1.500 yens (par séance avec une boisson)
* 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
4月14日、28日、5月19日、26日、6月16日、30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 14 et 28 avril, 19 et 26 mai, 16 et 30 juin  
15h00-16h00

Lieu : Médiathèque de l'Institut
Pour les francophones natifs, la participation au café est gratuite.
 AS11-P18

カフェ・デ・ザミ
CAFÉ DES AMIS

歴史カフェ Café historique

枢機卿リシュリュー
LE CARDINAL DE RICHELIEU - 
L'HOMME ROUGE

6月8日（金）19:00-20:00
Vendredi 8 juin, 19h00-20h00

枢機卿リシュリューは聖職者にしてルイ13世の宰相を務めた政治家。フラ
ンス史上、最も賞賛され、また同時に最も嫌われた宰相でしょう。その真
相はいかに。
Le Cardinal de Richelieu était un homme d'état du XVIIe siècle sous le règne de 
Louis XIII, et certainement un des ministres les plus encensés de l'histoire de 
France. Peut-être également le plus détesté...

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 M-4

カフェ・フィロ Café philo

偉大なる人文主義者モンテーニュ
MICHEL DE MONTAIGNE - LE GRAND HUMANISTE 

6月29日（金）19:00-20:00
Vendredi 29 vendredi, 19h00-20h00

新しくカフェ・フィロがスター
トします。フランス哲学の歴史
をたどりながら意見交換をし
ましょう。哲学初心者もお気
軽に。
Le café philo est un nouveau café 
médiathèque pour apprendre 
et échanger sur l'histoire 
de la philosophie française. 
Première séance consacrée à 
Montaigne, l'un des pères de la 
pensée moderne.

進行役：ヨアン　Animé par Yoann M-5

文学カフェ Café littéraire

ガイ・デュプレ
GUY DUPRÉ

4月13日（金）19:00-20:00
Vendredi 13 avril, 19h00-20h00

日本人の血を引くフランスの作家ガイ・デュプレは文学
界で大変評価されています。2018年 1月に亡くなった
仏文学界の重要な作家へ敬意を込めて、その主な作品
を紹介します。
Peu connu du grand public, Guy Dupré était un écrivain franco-japonais admiré 
des ses pairs et respecté par la critique. Ce café littéraire rendra hommage à cet 
auteur disparu en janvier 2018.

進行役：ヨアン　Animé par Yoann M-1

シャンソン・カフェ Café Chanson

映画の中のシャンソン
CHANSON FRANÇAISE ET CINÉMA

4月27日（金）19:00-20:00
Vendredi 27 avril, 19h00-20h00

オンライン図書館キュルチュールテックやユー
チューブといったメディアを活用しながら、フラン
ス映画で使われているシャンソンを案内します。
Avez-vous déjà entendu des chansons françaises dans des films ? Grâce à 
Culturethèque, venez partager un moment musical en découvrant ces titres 
incontournables du patrimoine français qui ont été utilisés au cinéma.

進行役：れいら　Animé par Layla M-2

アンスティチュ読書部 Club littéraire

文学と映画
LITTÉRATURE ET CINÉMA

5月11日（金）19:00-20:00
Vendredi 11 mai, 19h00-20h00

映画化されたお気に入りの小説、小説化
されたお気に入りの映画情報を持ち寄り、
読書の楽しさを分かち合いましょう。
Venez partager vos passions en parlant de vos livres préférés adapatés au cinéma, 
et de vos films préférés tirés d'œuvres littéraires...

進行役：ジョアン・アルティエリ　Animé par Johan M-3

要予約 / Réservation nécessaire
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カレンダー
CALENDRIER 冬学期：2018年4月7日（土）～6月30日（土）

フランス語 . . . . . . . . . P4～ 17

こどもプログラム . . P18～ 19

フランス文化. . . . . P21～29

メディアテーク . . . . . . . . . P31

カフェ・デ・ザミ . . . . . . . . P31

文

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 文   過去と現在の偉人たち
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   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）

語   春期講座登録受付（3/19-3/31）

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春季試験出願
受付締切

25 文   フレンチ オープンデー
文   カトリーヌ・ムリスを迎えて

26

27 語   入門者のためのフランス語無料
体験レッスン

28
語   入門者のためのフランス語無料
体験レッスン

文   IFシネマ
29
30
31

4月 AVRIL
1

2
3
4
5
6

7

8
9
10 文   フランスワイン巡り
11
12
13   文学カフェ

14   こどものためのアトリエ（アート）
 

15
16
17 文   過去と現在の偉人たち
18
19
20 文   フレンチ・ポップス

21

  こどものためのアトリエ（遊び）
文   西洋美術史
文   写真展：1968年五月革命の 
中で（4/21-5/26）

15
23

24 文   フランスワイン巡り

25
26
27   シャンソンカフェ

28
文   西洋美術史

 
29 全館休館（4/29-5/6）

30

5月 MAI
1
2
3
4
5

6 文   エドワード・ユ / ビーヴァー・ダ
ム・カンパニー「Foward」

7
8 文   フランスワイン巡り
9
10
11   アンスティチュ読書部

12 語   DELF・DALF春季試験

13 語   DELF・DALF春季試験
14 語   DALF春季試験
15 文   過去と現在の偉人たち

16 文   パスカル・キニャール-博多かお
る「作家50年目の夜」

17 文   五月革命を振り返ろう
18 文   フレンチ・ポップス

19
  こどものためのアトリエ（遊び）

文   西洋美術史
 

20
21
22 文   フランスワイン巡り
23 文   日仏討論会
24
25 文   ツール・ド・フランス

26
  こどものためのアトリエ（アート）

文   西洋美術史
 

27
28

29 文   エクリチュール

30
31

6月 JUIN
1 文   ガブリエル・ビアンコ リサイタル 

（沖縄）

2 文   ガブリエル・ビアンコ リサイタル 
（福岡）

3 文   ガブリエル・ビアンコ リサイタル 
（長崎）

4

5
文   フランスワイン巡り
スピーチコンクール（中～上級者向
け）応募締切

6
7 文   フランス美術史
8   歴史カフェ

9 語   スピーチコンクール（中～上
級者向け）

10
11
12 文   エクリチュール
13
14 文   フランス美術史
15 文   フレンチ・ポップス

16
  こどものためのアトリエ（遊び）

文   芸術サロン"

 
17
18
19 文   過去と現在の偉人たち
20

21
文   フランス美術史
文   フランス史

22

23
  こどものためのアトリエ（アート）

語   スピーチコンクール（初心者向
け）応募締切

24
25

26 文   エクリチュール

27 語   TCF出願受付締切
28 文   フランス美術史
29   カフェ・フィロ

30
文   2018年上半期のフランス映画

 

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

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

パスタ・エ・ピッツァ・クリスティーズ（警固）  
デザート（バニラのジェラート）サービス

仏蘭西家庭料理花むら（舞鶴） 
グラスシャンパン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

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。

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。

表紙：エドワード・ユ 「Forward」
Couverture : Edouard Hue, Forward 

© Merel Heering

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） 
乾杯用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




