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夏期講座  2018年7月2日（月）–9月28日（金）

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,

L'été débute avec trois événements importants, trois fêtes :  
celle du cinéma, avec la septième édition du Festival du 
Film français à Fukuoka, celle de la danse, avec le superbe 
dernier spectacle du chorégraphe Philippe Decouflé à 
Kitakyushu, et celle du football, avec la Coupe du Monde 
et, nous l'espérons, un parcours victorieux de l'équipe de 
France que nous vous invitons à suivre à l'Institut.

L'été, c'est également l'occasion de vous proposer des 
cours intensifs de français général, de nouveaux cours 
de français professionnel spécialisé dans les secteurs du 
tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration, ainsi qu'un 
stage conçu comme un centre de loisirs francophone 
pour les 4-12 ans. C'est enfin, pour mieux répondre à 
vos attentes, la mise en place de nouvelles facilités de 
paiement avec la possibilité de vous inscrire à distance en 
procédant par virement bancaire.

A très bientôt à l'Institut français du Japon – Kyushu et 
bel été à tous !

フランス語講座
COURS DE FRANÇAIS

02 夏期講座のご案内
 SESSION D'ÉTÉ

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  集中講座
 COURS INTENSIFS

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

20 アトリエ・セミナー
 ATELIERS ET SÉMINAIRES

ÉD
ITO

R
IA

L
SO

M
M

A
IR

E
目
次

ご
挨
拶

アンスティチュ・フランセ九州館長
ダヴィッド・テュルズ

David Tursz
Directeur de l'Institut français du Japon – Kyushu

親愛なる皆様

楽しいビッグイベントとともに夏が到来します。まず
は、シネマ。フランス映画祭は今年、福岡で7回目を
迎えます。次にダンス公演。北九州でフィリップ・ドゥク
フレ振り付けの素晴らしい新作が公演されます。そし
て、サッカーのワールドカップ。フランスチームの快進
撃をアンスティチュ・フランセ九州で応援しませんか。

また、夏といえばフランス語を集中して学ぶ良い機会
です。フランス語を総合的に学ぶ集中講座、そして
観光、ホテル、レストランで接客に必要なフランス語
を学ぶビジネスフランス語集中講座が新たに開設さ
れます。4～ 12歳のお子様を対象としたフランス流 
サマースクールもご用意しています。
そして、皆様のご要望にお応えし、夏学期より銀行
振込による受講料のお支払いをもって登録が可能と
なります。

それでは、近いうちにアンスティチュ・フランセ九州で
皆様にお目にかかれることを楽しみにしております。 
よい夏をお過ごし下さい！

24  シネマ
 CINÉMA

24 展覧会
 EXPOSITION

25 コンテンポラリー・ダンス
 DANSE CONTEMPORAINE

25 サッカー
 FOOTBALL

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

27  カフェ・メディアテーク 
  CAFÉS MÉDIATHÈQUE 

27 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

夏期講座のご案内
SESSION D'ÉTÉ 

7月 2日（月）～ 9月 28日（金）

6月 18日（月）～ 6月 30日（土）

2018年夏期講座

登録受付

祝日（7/16、9/17、24）も授業は行われます。
夏期休暇：8月6日（月）～ 8月17日（金）

※ この期間は通常の授業はお休みとなります。別途、集中講座をご用意しています。詳しくはP15をご覧ください。
 全館休館：8月11日（土・祝）～ 8月17日（金） 　

※ 建物内にお入りになれません。

6月30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。上記受付期間に手続きがで
きない方は、6月30日（土）までに必ずご連絡ください。

6月26日（火）
19:00-20:00

当日登録の方は年会費が無料！初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。

レベルチェックと面談
12 :30 -14 :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
1 1 :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

6月23日（土） 11 :00-14:30 

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

6月28日（木）
11:00-12:00

フランス語入門デー

 銀行振込（ご希望の方にはメールにて請求書を送付いたします）

夏期講座のお支払いから、以下の方法が可能になります！
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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、プライベートレッスン・集中講座・アトリエ・セミナー
を除くすべての講座の受講者が対象となり、クラブ・フランスの
会員となります。有効期間は4学期間。

  クラブ・フランス会員特典
 ╚ メディアテーク会員資格、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）。ただし、フレックス講
座、学生スペシャル、集中講座を除く。

  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

1 1時間 ￥2 1 ,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、夏期講座の総額です。 
別途年会費やテキスト代が必要となります。

年会費・受講料のお支払いは全額、前納していただくことに 
なっております。

現金の他、銀行振込、クレジットカード* でお支払いい
ただけます。 

* VISA、MASTER、DC（5,000円以上でご利用可能、1回払い）。

  サービス
ネットサービス
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

20 15年から福岡に住んでいます。文学と日本
映画が好きで、好物はラーメン。ジャック・プレ
ヴェール監督の『天井桟敷の人々』は好きな映
画のひとつです。

Stéphane CLAIR

フランス文学と日本語を学んだ後、来日してもう
すぐ20年。おすすめ映画は、名作『太陽がいっ
ぱい』。何度見ても飽きません。

Frédéric CHARRUAULT

2003年から福岡で暮らしています。昔のシリー
ズもの映画が大好きです。1970年のアラン・コ
ルノー監督の『série noire（セリ・ノワール）』
を皆さんに見て欲しい。

Félycitie DAUNAS

20 17年 9月から福岡に住んでいます。8年前
に広島の高校に留学しました。映画は『最強の
ふたり』が大好き。皆さんも是非見てください。

Hélène DE GROOTE

アンスティチュでは 1983年から教えています。
素晴らしい人達と出会い、彼らと学ぶ喜びを分
かち合うこともまた喜びです。いい映画を見たい
方に、フランソワ・オゾン監督の『婚約者の友人』
をおすすめします。

Yoann DIOT

20 14年から日本に住んでいます。文学、歴史、
哲学そしてサッカーが大好き。おすすめの映画
はピエール・ルメール原作の『天国でまた会お
う』。

Laurence FUJISHIMA-SUTRA

2005年からアンスティチュで教えています。南
仏で文学を、アメリカで写真を学びました。好き
な映画は『ハートブレーカー』。面白くてロマン
チックな映画です！

Fabien GANDRILLON

2009年に福岡に来ました。好きなフランス映
画は『ザ・カンニング [IQ=0]』。

Régis LACIAK

日本に来たのはリュック・ベッソン監督の『サブ
ウェイ』がフランスで公開された日。おすすめ映
画はクリストフ・バラティエ監督の『コーラス』
です。

Vincent LEFRANÇOIS

人生の半分以上を日本で過ごし、日々デッサン
を書き溜めています。おすすめ映画は、レミ・ブザ
ンソン監督の『Le premier jour du reste de 
ta vie （君の残りの人生の初日）』。

Xavier MICHEL-TANAKA

アンスティチュ歴は 20 12年から。考古学博士
で、日本史、ダイビング、旅行が大好き。おすす
めの映画？ジョルジュ・ロートネル監督の『ハジ
キを持ったおじさんたち』。

Sébastien PLAUT

200 1年からアンスティチュで働いています。フ
ランスでは日本語と日本文化を学びました。お
すすめ映画は『不機嫌なママにメルシィ』です。

Jean-Marc PORTALES

日本に住んで20年。美味しい料理、そして友人
達と楽しく過ごすのが大好き。おすすめしたい映
画は『小さな哲学者たち』です。

Bernard TORRES

1980年代から日本に住んでいて、自然の中を
自転車で回るのが好きです。『あるいは裏切りと
いう名の犬』はフランスで斬新な刑事ものとして
話題になった映画。ぜひ見てみてください。

好きな映画を尋ねました！
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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、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力を
総合的に身につけることができます。

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 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  
 ※ 2019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。
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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

正しい発音抜きにフランス語を理解してもらうことはできま
せん。この講座は学期毎に設定される様 な々課題に沿って
トレーニングしていきます。今期は母音 « ai », « é », « è »,  
« on », « an », « on »...などの発音練習をしましょう。総合
フランス語の補足としておすすめのクラスです！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

1 G44SPI1 1 a Spirale nouvelle édition 1 X. MICHEL-TANAKA 
Y. DIOT 土

10:00-12:00
13:00-15:00

44h ¥74,800

1 G16SPI1 1 a Spirale nouvelle édition 1 J.M. PORTALES 土 16:00-17:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI1 1 b Spirale nouvelle édition 1 R. LACIAK 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI1 1 c Spirale nouvelle édition 1 J. ALTIERI-LECA 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1 G22SPI12a Spirale nouvelle édition 3 F. DAUNAS 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI12b Spirale nouvelle édition 3 V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI12c Spirale nouvelle édition 3 J.M. PORTALES 火 14:30-16:30 22h ¥43,450

1 G22SPI13a Spirale nouvelle édition 6 X. MICHEL-TANAKA 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI13b Spirale nouvelle édition 6 F. DAUNAS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI14a Spirale nouvelle édition 9 F. DAUNAS 水 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

1 G22SPI21 a Spirale nouvelle édition 12 J.M. PORTALES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G16SPI22a Spirale nouvelle édition 15 F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

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

1 S1 1 DDFx 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 1 1 h ¥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
1 S7PROa 発音* X. MICHEL-TANAKA 水 16:00-17:30 7.5h ¥14,810

＊  7/11 , 25 , 8 /22 , 9 /5 , 19 　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
1 T16GAKUa 学生スペシャル F. DAUNAS 木 17:30-19:00 16.5h ¥26,072

1 T7EXPRESa フランス・エクスプレス* Y. DIOT 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
＊   8 /29, 9 /5 , 12 , 19, 26　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 な々動画、簡単な記事などを使い、 
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？

7アンスティチュ・フランセ九州
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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 révisions

『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。

発音 
Prononciation

正しい発音抜きにフランス語を理解してもらうことはでき
ません。学期毎に設定される様々な課題に沿ってトレーニ
ングしていきます。今期は主にフレーズのリズムを練習しま
しょう。総合フランス語の補足としておすすめ！

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
ストの代わりに様々な動画、簡単な記事などを使い、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
Le français en poésie

フランス語のやさしい詩を通して、発音とボキャブラリー
を身につけましょう。またフランス語文法の基礎を学び、 
短い作文を書きます。

DR
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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

2G44TAX1 1 a Le nouveau taxi ! 1 1
F. DAUNAS

X. MICHEL-TANAKA
水

10:30-12:30
13:30-15:30

44h ¥74,800

2G44TAX13a Le nouveau taxi ! 1 10
J. ALTIERI-LECA

X. MICHEL-TANAKA
金

10:30-12:30
13:30-15:30

44h ¥74,800

2G16TAX1 1 a Le nouveau taxi ! 1 1 J. ALTIERI-LECA 木 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

2G22TAX12a Le nouveau taxi ! 1 6 B. TORRES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX13a Le nouveau taxi ! 1 10 X. MICHEL-TANAKA 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

2G22TAX14a Le nouveau taxi ! 1 13 F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

2G22TAX14b Le nouveau taxi ! 1 13 R. LACIAK 木 10:30-12:30 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

2G22TAX21 a Le nouveau taxi ! 1 17 J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX22a Le nouveau taxi ! 1 22 B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX22b Le nouveau taxi ! 1 22 B. TORRES 土 16 : 15 - 18 : 15 22h ¥43,450

2G22TAX22c Le nouveau taxi ! 1 24 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX22d Le nouveau taxi ! 1 24 F. GANDRILLON 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX23a Le nouveau taxi ! 1 28 F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 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

2S1 1 DDFx 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
1 1 h ¥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

2S22REV 14a Le nouveau taxi ! 1 復習 J.M. PORTALES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2S7PROa 発音 *1 X. MICHEL-TANAKA 水 16:00-17:30 7.5h ¥14,810

2S7ORALa 聞き取り *2 R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
*1　7/18, 8 /1 , 29, 9 /12 , 26 　隔週水曜全5回 
* 2　7/11 , 25 , 8 /22 , 9 /5 , 19     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

2T1 1 KPFx 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
1 1 h ¥33,000*

2T16GAKUa 学生スペシャル S. PLAUT 木 14:30-16:00 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
＊ 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。

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 – révisions  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 / 3

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 1 / 2

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。

DR
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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

3G16TAX1 1 a Le nouveau taxi ! 2 1 J. ALTIERI-LECA 水 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

3G22TAX1 1 b Le nouveau taxi ! 2 1 F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX12a Le nouveau taxi ! 2 8 F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX13a Le nouveau taxi ! 2 9 S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX13b Le nouveau taxi ! 2 12 F. CHARRUAULT 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX13c Le nouveau taxi ! 2 12
J.M. PORTALES
F. CHARRUAULT

金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX16a Le nouveau taxi ! 2 24 S. CLAIR 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX17a Le nouveau taxi ! 2 27 J.M. PORTALES 水 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

3S1 1 DDFx 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
1 1 h ¥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

3S22REV 1 1 a Le nouveau taxi ! 2 – révisions 1 J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22REV 1 1 b Le nouveau taxi ! 2 – révisions 2 F. CHARRUAULT 
J.M. PORTALES 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3S22COM1 Communiquer : comprendre et parler 1 B. TORRES 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3S22COM2 Communiquer : comprendre et parler 2 B. TORRES 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22COM3 Communiquer : comprendre et parler 3 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

3T1 1 KPFx 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
1 1 h ¥33,000*

3T22CONV 1 Culture et conversation 1 S. CLAIR 木 14:00-16:00 22h ¥43,450

3T22CONV2 Culture et conversation 2 F. GANDRILLON 土 15:30-17:30 22h ¥43,450

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

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 4 / 5

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

4G22SAI18a Saison 3 8 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

4S1 1 DDFx 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
1 1 h ¥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

4S22COM4 Communiquer : comprendre et parler 4 B. TORRES 月 10:00-12:00 22h ¥43,450

4S22COM5 Communiquer : comprendre et parler 5 B. TORRES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

4S22LIR 1 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

4T1 1 KPFx 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
1 1 h ¥33,000*

4T22CONV 1 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 1 1 :30-13:00 16.5h ¥32,590

4T22FCS1 Le français qui bouge S. PLAUT 火 1 1 :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

5T16TV 1 Comprendre le journal TV5 Y. DIOT 水 19:30-21 :00 16.5h ¥32,590

5T16CONV 1 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
* 隔週火曜全5回 : 7/10, 24, 8 /21 , 9 /4, 18

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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C
1-C

2 上
級

  /  集
中
講
座

夏の集中講座
COURS INTENSIFS

ビジネスフランス語集中講座 
FRANÇAIS PROFESSIONNEL

入門クラス（A1）
フランス語を始めて間もない方対象。自己紹
介をしたり、自分や周りの人について話した
り、身近な話題 ≪Moi et mon monde≫ を
テーマに、上達を目指します。

初級クラス （A2）
フランス語の基礎を学習したことのある方対
象。文化、フランスの生活、日仏の生活環境の
比較に関する話題を中心に、コミュニケーシ
ョン能力を鍛えます。

中級クラス （B1-B2）
中級クラスでは更に難しいテーマをとりあ
げ、表現力を養います。個人・社会問わず様
な々話題について描写し、意見を述べること
を目指します。

● フランス語圏の国への旅や留学を控えている
● フランス語をもっと早く上達したい
● ヴァリエーションに富んだプログラムで楽しみながら復習をしたい

●  ホテルやレストランで、フランス語圏の観光客への接客を 
スムーズにしたい

●  フランス語の経験はないけど、フランス語圏の観光客と 
コミニュケーションをとりたい

※ 年会費は必要ありません。

次のような方へおすすめです。

次のような方へおすすめです。

この夏、4日間集中でフランス語力をアップしましょう！

仕事で簡単なフランス語を使えるようになりましょう！

申し込み方法：必ずご予約ください。予約は1週間前に締め切ります。

申し込み方法：必ずご予約ください。予約は1週間前に締め切ります。

期間：8月6日（月）～ 8月9日（木）

期間：7月16日（月）～ 7月19日（木）

口頭表現

聴  解 読  解

文書作成

各レベルとも

4つの能力
を鍛えることができます。

聴  解 読  解

文書作成 口頭表現

クラスコード 講座名 担当講師 時間 全学習時間
1週 （4日分）の受講料

大学生 夏期フランス語
講座受講生 その他

CI01 -E18 入門クラス （A1） S. PLAUT 10:30-12:30 8h ¥1 1 ,200 ¥12,600 ¥14,000

CI02-E18 初級クラス （A2) X. MICHEL-TANAKA 14:30-16:30 8h ¥1 1 ,200 ¥12,600 ¥14,000

CI03-E18 中級クラス （B1 -B2) Y. DIOT 19:00-21 :00 8h ¥1 1 ,200 ¥12,600 ¥14,000

クラスコード 日程 テーマ 担当講師 時間 全学習時間 1週 （4日分）の受講料

CIFP-E18

7/ 16 （月） ビジネスシーンで自己紹介する

S.PLAUT 19:00-21 :00 8h ￥16,000
7/ 17 （火） 顧客を迎える

7/ 18 （水） アドバイスする

7/ 19 （木） よくある質問に答える

※ 年会費は必要ありません。

特典

個別に受講終了証明書 
をお渡しします

講座終了後、個別プランニングの
ご相談（30分）を承ります 

ショーウインドウや受付用に 
ステッカー « Ici on parle 
français » を進呈します

「クラブ・フランス」のパートナーと
して、ご参加いただけます（任意）

大学生 夏期フランス語 
講座の受講生 割引あり
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2019年度の募集は6月25日開始です。 
たくさんのご応募お待ちしております。

資格試験
CERTIFICATIONS
言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・
フランセ九州の
授業のレベル

※コンピュータの
レベルチェック TCF DELF

DALF 運用レベル
※DAPF
(仏検)

A1 入門 A1 レベル 1
100～ 199点 DELF A1

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

3級

A2 初級 A1 + ～ A2 レベル2
200～299点 DELF A2

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

準2級

B1 中級 A2+～ B1 レベル3
300～399点 DELF B1

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

2級

B2 中上級 B1 +～ B2 レベル4
400～499点 DELF B2

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

準 1級

C1

上級 B2+

レベル5
500～599点 DALF C1

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

1級

C2 レベル6
600～699点 DALF C2

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

※ コンピュータのレベルチェックは、アンスティチュ・フランセ九州HP（フランス語・文化講座ページ）より行っていただけます。
※ DELF・DALFと仏検は異なる試験ですので、上記表による比較はあくまでも目安であることをご了承下さい。

フランス政府給費留学生制度（文系）
BOURSES DU GOUVERNEMENT 
FRANÇAIS (CULTURELLES)
フランス政府給費留学生としてフランスで勉強しませんか？フランス語力
を証明するTCF またはDELF/DALFの証明書があれば、どなたでも応
募できます。
文学、言語学、哲学、法学の分野ではＢ2レベルが、人文社会科学、経
済学、経営学、政治学、芸術の分野では、Ｂ1レベルが要求されます。フラ
ンス語力が不安な方は、アンスティチュ・フランセ日本のフランス語講座
を受講して自信をつけましょう。

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 199 1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＠institutfrancais.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 秋季試験日程 出願受付期間：    
8月25 日（土）～9月29日（土）17時まで

筆記試験 口述試験 受験料

DELF A1 1 1月3日 （土） 1 1月3日 （土） ¥9 ,900

DELF A2 1 1月4日 （日） 1 1月4日 （日） ¥1 1 ,000

DELF B1 1 1月3日 （土） 1 1月3日 （土） ¥13 ,000

DELF B2 1 1月4日 （日） 1 1月4日 （日） ¥15 ,000

DALF C1 * * 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。DALF C2 *

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

1 1月 16日 （金）10月16日 （火）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。カード、記憶ゲーム、ボール遊び、塗り絵や物語を
通して学んでいきます。
Pour les premiers pas en français, apprenons en 
jouant (jeux de cartes, de mémoire et de balle, 
coloriage...) et en écoutant des histoires.

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 E0 1 デビュークラス
Classe de découverte J. ALTIERI-LECA 土

Samedi 14:00-15:00 1 1 h ¥2 1 ,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 1 1 h ¥2 1 ,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 1 1 h ¥2 1 ,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

こどものためのサマースクール
STAGE D'ÉTÉ POUR ENFANTS
夏です！4歳から 12歳までのお子さま、フランス流ミニサマースクールへよう
こそ！フランスを発見するアクティビティ、工作、ゲームや童謡など全て…
フランス語で行われます。この夏休みはアンスティチュで、フランス語を
楽しむことからスタートしましょう。

C'est l'été ! Bienvenue dans notre mini centre de loisirs à la 
française pour les enfants de 4 à 12 ans ! 
Au programme : activités de découverte, activités manuelles, 
jeux et comptines. Le tout... en français. Venez commencer 
vos vacances d'été avec nous en vous amusant en français.

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』
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。
Basé sur le manuel "Les Loustics 1", ce cours amène les 
enfants à progresser en douceur de l'oral vers l'écrit à 
travers des activités faciles à appréhender.

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』
テキスト『レ・ルスティック２』を使いながら、さらに会話や読
み書きの力をつけていきます。初級『レ・ルスティック 1』を終
了したお子様、またはそれに相当するレベルのお子様向け。
Basé sur le manuel "Les Loustics 2", ce cours s'adresse 
aux enfants ayant déjà complété le niveau 1 de la 
méthode ou équivalent. Il propose de développer en 
parallèle les compétences orales et écrites.

* 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.

日本人とフランス語圏の子どものためのクラスです。どの講
座も楽しみながらフランス語を学べます。
Tous les cours sont destinés aussi bien aux enfants 
japonais qu'aux enfants francophones. 
Ils privilégient une approche ludique de la langue.
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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。子ども向けフランスのゲーム
（カードやドミノ、ボードゲームなど）を用いるこのアトリ
エは、初めてのフランス語体験にぴったりです。
日本語とフランス語によるアトリエ　定員：各回12名

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.
Atelier en japonais et en français.

材料はシンプルですが、様々な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、子どもたちは思い思いに自
分だけの「傑作」を創り出します。
日本語とフランス語によるアトリエ　定員：各回12名　 
※ 汚れてもいい服装でお越しください

Apprenons à dessiner comme les grands artistes ! 
En s'inspirant d'œuvres célèbres, les enfants 
découvrent différentes techniques artistiques et 
produisent leurs propres œuvres.
Atelier en japonais et en français.

クラスコード 
Code

テーマ
Thème

講師 
Professeur

日程 
Date

時間 
Heure

全学習時間
Total

受講料 
Tarif

AE0 1 ピカソにならおう
Apprenons avec Picasso J. ALTIERI-LECA 7/2 1 （土）

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

AE02 ミロにならおう
Apprenons avec Miró J. ALTIERI-LECA 8 /25 （土）

Samedi 25 août 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

AE03 フリーダ・カーロにならおう
Apprenons avec Frida Kahlo J. ALTIERI-LECA 9 / 15 （土）

Samedi 15 septembre 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

 * 画材費込み　Matériaux compris

クラスコード 
Code

日程 
Date

テーマ
Thème

時間 
Heure

全学習時間
Total

受講料 
Tarif

SEE0 1

7/23 （月）
Lundi 23 juillet

自己紹介
Se présenter

10 :00 -12 :00 8 h ¥16 ,000 *

7/24 （火）
Mardi 24 juillet

動物
Les animaux

7/26 （木）
Jeudi 26 juillet

服
Les vêtements

7/27 （金）
Vendredi 27 juillet

体
Le corps humain

 * 飲み物付き  Boisson comprise

こどものためのアトリエ
ATELIERS POUR ENFANTS

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

クラスコード 
Code

講師  
Professeur

日程  
Date

時間  
Heure

全学習時間  
Total

受講料  
Tarif

AJ0 1 J. ALTIERI-LECA 7/ 14 （土）
Samedi 14 juillet 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

AJ02 J. ALTIERI-LECA 8 /4 （土）
Samedi 4 août 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

AJ03 J. ALTIERI-LECA 9 /8 （土）
Samedi 8 septembre 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

期間 : 7月23日（月）～ 7月27日（金） ※ 7/25（水）は休み

申し込み方法：必ずご予約ください。予約は 1週間前に締め切ります。

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
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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

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を知る
Apprendre les bases du vin français

7/ 10（火）
Mardi 10 juillet

19:00-20:30

￥5,000*

￥21 ,000* ￥23,500*

フランスワインとワインの発祥の地 ジョージアワインの比較
 Comparaison entre le vin français et le vin géorgien

7/24（火）
Mardi 24 juillet

￥5,000*

樽熟成のワインとステンレス熟成のワインの違い
Différences entre le vin vieilli en fût et en cuve

8/21（火）
Mardi 21 août

￥5,000*

フランス北部のワインと世界のワイン
 Les vins du nord de la France et les vins du monde

9/ 1 1（火）
Mardi 1 1 septembre

￥5,000*

フランス南部のワインと世界のワイン
Les vins du sud de la France et les vins du monde

9/25（火）
Mardi 25 septembre

￥5,000*

AS02-E18

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。
毎回５種類のワインをブラインドテイスティングしながら、フランスと世界のワイ
ンの比較を楽しんでいただきます。ボルドーとバスク地方のワイン研修を終え
た講師が、現在のフランスワインのトレンドをお伝えします。初めてワインを学ば
れる方も是非ご参加ください。
Tomomi Yoshimura est une sommelière professionnelle ayant séjourné dans 
plusieurs pays producteurs, elle a récemment complété sa formation au cours 
d'un séjour à Bordeaux et dans le Pays basque. Dans une atmosphère chaleureuse 
et conviviale, elle vous présentera les caractéristiques de base et les tendances 
actuelles des vins français, en vous invitant à goûter à l'aveugle cinq vins différents 
à chaque séance. Ce séminaire s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux initiés.

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：7/7、14、21、28
Samedis 7, 14, 21 , 28 juillet

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

AS01-E18

講師：小栁由紀子  Yukiko Koyanagi 

20 15年フランス教育功労賞受賞　エコール・ド・ルーヴル出身

西洋美術史
HISTOIRE DE L'ART OCCIDENTAL

「パルミジャニーノ」
マニエリスムの傑作『長い首の聖母』や、パリ美術学校などに収蔵されている
洗練された素描の数 を々ご紹介します。
Une professeure diplômée de la prestigieuse École du Louvre vous présentera une 
collection de dessins de l'école d'art de Paris avec des œuvres emblématiques du 
maniérisme comme la « Vierge au long cou » de Parmigianino.

パルミジャニーノ 「長い首の聖母」

* ワイン代込み　Vin compris

DR
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

フランス語で交流する
Parler en français

7/ 1 7 （火）
 Mardi 1 7 juillet

19:00-20:30 ￥2,500* ￥3,000*
物語を作る

Raconter une histoire
8/28（火）

Mardi 28 août

冒険する
Vivre une histoire

9/ 18（火）
Mardi 18 septembre

AS03-E18

講師：ジョアン・アルティエリ ＝ルカ   
Johan Altieri-Leca

アンスティチュ・フランセ九州講師

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

ゲームからフランス語
LE FRANÇAIS EN JEUX

ゲームでフランス語を学びましょう。カードやボードゲームを楽しむことが、直接
フランス語を理解し、話すことにつながります。ルールの説明は日本語で行いま
すが、ゲーム中はフランス語オンリー！楽しめば楽しむほどフランス語が身につ
くアトリエです。フランス語初心者から参加いただけます。
日本語とフランス語によるアトリエ
Apprenons le français en nous amusant ! Nous allons apprendre à communiquer 
en français en jouant à des jeux de société (jeux de cartes et jeux de plateau). Les 
règles sont expliquées en japonais et les parties se déroulent en français. 
Ouvert à tous niveaux d'apprentissage. 
Atelier en français et en japonais

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

子供がテーマのシャンソン特集
Chansons sur l'enfance

7/20（金）
Vendredi 20 juillet

19:00-21 :00 ¥1 ,000

あのスター達は今？
Que sont-ils devenus ? Stars des années 2000.

8/24（金）
Vendredi 24 août

19:00-21 :00 ¥1 ,000

Les Inrocks Lab に選ばれた話題の楽曲特集
Les Inrocks Lab, awards de la nouvelle scène

9/21（金）
Vendredi 21 septembre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

AS04-E18

新講座

* 飲み物付き　Boisson comprise

© IFJK
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講師：小栁由紀子  Yukiko Koyanagi

20 15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 － 男の肖像 
SALON DES BEAUX-ARTS

『肖像を観る』シリーズ第一弾
自分自身の画像を介して自らを眺めたい、死後も自らの諸相を残したい…こう
した人間の欲望や願いから誕生した肖像の歴史を辿っていきます。シリーズ第
一回目は、男性肖像について、尊大な権力者や老獪な教皇から名もない美少
年まで、「男の顔」の裏に隠されたそれぞれの人生や、画家とモデルの関係や心
理的葛藤について読み明かしていきます。

Série « Portraits – Observation et décryptage »
Je veux me voir à travers ma propre image, je veux laisser une trace de mes 
transformations après la mort... Le Salon des Beaux-Arts vous propose de partir à 
la découverte de l'origine de portraits nés de ces désirs. 
Cette première série se consacrera aux portraits masculins. Hommes influents 
et hautains, papes rusés ou éphèbes inconnus, nous mettrons en lumière la partie 
sombre qui se cache derrière ces « visages d'hommes », ainsi que les relations entre 
modèles et artistes et les conflits intérieurs de ces derniers.

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

男の肖像
Portraits d'hommes

8/4（土）
Samedi 4 août

14:30-16:00 ¥3,300* ¥3,800*

AS05-E18 * 飲み物・デザート付き　Boisson et dessert compris

ジョルジョーネ「若い男の肖像」 DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

3. ブリュメール 18日のクーデター
Fort de son coup d'État (le18 brumaire)

8/9（木）
Jeudi 9 août

19:00-20:30 ¥2,800* ¥3,500*

AS06-E18

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 

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

DR

ナポレオンはブリュメール 18日のクー
デターによって権力を握り、1804
年、皇帝に即位します。この独裁権力
への流れは逆説的に国家と法律に
著しい近代化をもたらすことに。4回 
シリーズの「ナポレオン・ボナパルト」 
3回目は、フランスとヨーロッパを大き
く変容させた国内外の政策はどのよ
うなものだったのかを、今もなお継続 
するその影響と併せて明らかにします。
日本語によるセミナー 
（フランス語資料配布）

Napoléon prend le pouvoir par le coup d'Etat du 18 brumaire, puis sera sacré 
empereur en 1804. Cette dérive autocratique du pouvoir s'accompagne 
paradoxalement d'une importante modernisation de l'Etat et du droit. Le troisième 
et avant-dernier volet de la série consacrée à Napoléon Bonaparte montrera 
comment la politique intérieure et extérieure qu'il a menée a profondément 
transformé la France et l'Europe, avec des conséquences encore bien 
d'actualité aujourd'hui.
Séminaire en japonais
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講師：グザヴィエ・ミシェル田中  
 Xavier Michel-Tanaka

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

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

フランスの古代エジプト学
L'ÉGYPTOLOGIE FRANÇAISE

ツール・ド・フランス — ブルゴーニュ地方
TOUR DE FRANCE  -  LA BOURGOGNE

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。今回はフランス史を語る上で常に重要な役割を果た
してきたブルゴーニュ地方をご案内します。アレッシアの戦
い、ヴィックスの甕、ディジョンのフクロウ、シュヴァリエ・デ
オン、コレットにフランソワ・ミッテラン…ご存じなければ、
本セミナーで全てが分かりますよ。そして農業が盛んで美
食都市としても定評のあるこの地を再発見してください。ス
ペシャリテとブルゴーニュワインと共に !
日本語によるアトリエ

La Bourgogne a tenu de tous temps une place importante 
dans l'histoire de France. La bataille d'Alésia, le vase de Vix, 
la chouette de Dijon, le Chevalier d'Eon, ou encore Colette 
et François Mitterrand... Vous ne les connaissez pas ? Ce 
séminaire vous apportera toutes les réponses, et vous fera 
également découvrir la richesse de cette région agricole 
qui joue un rôle majeur dans la réputation de la gastronomie 
française.  Ce sera l'occasion de déguster quelques mets du terroir, bien entendu 
accompagnés de vin de Bourgogne !
Atelier en japonais

考古学を専門とする講師による、古代エジプト学4回シ
リーズ。220年前の 1798年5月、ナポレオン率いるエジ
プト遠征は初めて建築や動物相、植物相等を研究するた
めの学術調査団を伴います。今回のセミナーでは古代エジ
プト学のスタート時点となったファラオの遺跡・遺物の発
見とヒエログリフ解明を楽しく紹介します。ヒエログリフで
お名前の書き方も学べます！
日本語によるアトリエ

En mai 1798, il y a 220 ans, la campagne d'Egypte menée 
par Napoléon s'accompagne pour la première fois d'une 
vaste expédition scientifique destinée à étudier le patrimoine 
bâti, la faune et la flore du pays. Ce séminaire présentera de 
manière vivante les débuts de l'égyptologie avec la découverte des monuments 
pharaoniques et le déchiffrement des hiéroglyphes. Vous aurez ainsi l'opportunité 
d'apprendre à écrire votre nom en hiéroglyphe ! 
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ブルゴーニュ地方
La Bourgogne

9/ 14（金）
Vendredi 14 septembre

19:00-20:30 ¥2,800* ¥3,500*

AS08-E18

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

1 . 古代エジプト学の始まり：シャンポリオンの時代
Les débuts de l'égyptologie : l'époque de Champollion

9/7（金）
Vendredi 7 septembre

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS07-E18

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

DR

新講座

DR
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シネマ
CINÉMA
フランス映画祭
FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS
6月22日（金）～ 24日（日） 
Du vendredi 22 au dimanche 24 juin

昨年のカトリーヌ・ドヌーヴに続き、20 18年フランス映画祭の団長はフランス
を象徴する女優ナタリー・バイに決定しました。本年の開催は久しぶりに横浜
に戻り、京都、大阪、福岡を巡回します。
福岡の上映プログラムは6月 12日に行われる記者発表で明らかに。プログラ
ム詳細はアンスティチュ・フランセ九州のサイトでご案内します。日本未公開の
作品から名作までを一挙上映予定です。福岡で第7回目を迎えるフランス映画
祭はLOVE FMとの共催により西鉄ホールにて開催いたします。選りすぐりのフ
ランス映画をお楽しみに！
Après Catherine Deneuve l'année dernière, le Festival du Film français au Japon 
2018 aura comme marraine une autre actrice emblématique, Nathalie Baye. Le 
festival retrouve son ancrage historique à Yokohama et des extensions seront à 
nouveau proposées par l'Institut français du Japon à Kyoto, Osaka et Fukuoka.
La programmation du festival à Fukuoka sera dévoilée à l'occasion d'une conférence 
de presse le 12 juin et disponible par la suite sur notre site. Elle combinera films 
récents inédits au Japon et grands classiques.
Organisée en partenariat avec Love FM au Nishitetsu Hall, la septième édition du 
festival vous offrira le meilleur du cinéma français !

会場：西鉄ホール（福岡市中央区天神 2-1 1-
3 ソラリアステージ 6F）
映画鑑賞料金（ 1作品につき）：前売 1,200
円 / 当日 1,500円 / クラブ・フランス会員・
学生・60歳以上 1,000円
クロージングパーティー料金：前売 1,500
円 / 当日 1,500円（アミューズ・ドリンク付き）
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092-7 12-0904）
主催：アンスティチュ・フランセ日本 
共催：LOVE FM、ユニフランス・フィルムズ
提供：西鉄ホール 
協力：九州フランスパートナーズクラブ

Lieu : Nishitetsu Hall (6e étage de Solaria 
Stage, 2-11-3 Tenjin, Chuô-ku, Fukuoka)

オープニングパーティー： 
6月30日（土）18:30
会場：アンスティチュ･フランセ九州 5Fギャ
ラリー
入場無料
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092-7 12-0904）

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

展覧会
EXPOSITION
ジェローム・ブルべス展「ブロワーニュ橋」
JÉRÔME BOULBÈS « LE PONT DES BROIGNES »
6月30日（土）～ 8月4日（土） 
Du samedi 30 juin au samedi 4 août

ジェローム・ブルべスは 1969年モロッコのカサブランカ生まれ、パリの国立高
等装飾美術学校にてイラストレーションを学びました。2007年に京都のヴィ
ラ九条山にレジデント・アーティストとして滞在し、現在は福岡在住、九州産業
大学芸術表現学科、メディア芸術専攻科准教授。3 D短編映画5作品を初監
督し、20 18年3月にはペンと筆で描いた「ブロワーニュ橋」を制作。本展では
原画の展示と日本プレミア上映会を行います。《ヒエロニムス・ボスとムーミン
の間にあるような》幻想的な物語の世界をご堪能ください。
Jérôme Boulbès est né en 1969 à Casablanca au Maroc, il a étudié l'illustration 
aux Arts décoratifs à Paris. Résident à la Villa Kujoyamla à Kyoto en 2007, il est 
maintenant installé à Fukuoka et enseigne l'image de synthèse et les nouveaux 
media à l'Université Kyushu Sangyo. Après cinq premiers courts-métrages conçus 
en image de synthèse 3D, Jérôme Boulbès réalise en mars 2018 Le Pont des 
Broignes, dessiné cette fois-ci à la plume et au pinceau. Les dessins originaux seront 
exposés et le film présenté en première japonaise, plongeant le public dans un 
univers narratif et fantastique « quelque part entre Jérôme Bosch et les Moumines ».

© Jérôme Boulbès

DR
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コンテンポラリー・ダンス
DANSE CONTEMPORAINE

サッカー
FOOTBALL

シネマ
CINÉMA

フィリップ・ドゥクフレ／DCA 
「新作短編集（2017）」

PHILIPPE DECOUFLÉ / COMPAGNIE DCA  
« NOUVELLES PIÈCES COURTES »
7月7日（土）、8日（日）14：30 
Samedi 7 et dimanche 8 juillet, 14 h30

フィリップ・ドゥクフレの新作はそれぞれ独立した5つの短編から構成されてい
ます。ダンスの振り付けの構造に比重をかけた作品もあれば、パントマイムから
アクロバティックなもの、床から空中と様 な々身体技術を駆使したものまで。作
品中に投影される映像によって実像がさらに豊かさを増し、観客の視線を釘
付けにします。内一作品はフィリップ・ドゥクフレ日本公演の旅にインスピレー
ションを得て創作されました。
Le nouveau spectacle de Philippe Decouflé est composé de cinq pièces courtes, 
indépendantes les unes des autres. Dans certaines, tout repose sur la structure 
chorégraphique ; dans d'autres, différentes techniques corporelles, de la danse au 
mime en passant par l'acrobatie, au sol ou en l'air, sont utilisées sans hiérarchie, au 
gré des désirs. Parfois, les images réelles s'enrichissent d'images projetées, le jeu 
étant d'arriver à un point d'équilibre et permettre au spectateur de promener son 
regard dans un monde foisonnant. L'une des pièces est inspirée des voyages de la 
compagnie lors des tournées précédentes au Japon.

ワールドカップ2018
COUPE DU MONDE 2018

6月 14日（木）～7月 15日（日） 
Du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet

1998年、ジダン選手率いる素晴らしいチームがブラジルを3 -0で下し、 
フランスにワールドカップ最初の勝利をもたらしました。2006年の決勝戦、
対イタリアでは20年ぶりの敗戦となりましたが、ロシアで開催される20 18
年ワールドカップでは最も期待されるチームとして第一線に浮上してきました。
グリーズマン、エムバペ、マチュイディはトリコロールに勝利をもたらすことがで
きるのでしょうか？ アンスティチュ・フランセ九州はフランスが参加するすべての
試合をライブ放送します。私たちと一緒にフランスを応援しましょう。アレ・レ・ 
ブルー！
En 1998, la merveilleuse équipe de la génération Zidane battait le Brésil 3-0 en 
finale et offrait à la France sa première victoire en Coupe du Monde. Après vingt 
années moins fastes et une défaite en finale contre l'Italie en 2006, l'équipe de 
France est aujourd'hui à nouveau au premier plan et apparaît comme l'une des 
favorites de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Les Griezman, M'Bappé et Matuidi 
vont-ils permettre aux Tricolores de rééditer cet exploit ? L'Institut retransmettra en 
direct tous les matches de l'équipe de France, venez suivre avec nous son parcours. 
Allez les Bleus !

© Charles Freger

DR

会場：北九州芸術劇場 中劇場 
（北九州市小倉北区室町 1-1-1-1 1）
料金：（全席指定・税込）一般 6,000円 /ユー
ス（24歳以下・要身分証提示）3,000円 / 
子ども（4歳～中学生）1,500円 / セット 
（一般＋子ども）6,500円 ※ セット数限定・
劇場前売のみ / 高校生〔的〕チケット 1,500
円（枚数限定・劇場窓口にて前売のみ取扱・
要学生証提示）※ 3歳以下入場不可
チケット取り扱い：北九州芸術劇場プレイ
ガイド／オンライン、チケットぴあ 05 70-
02-9999（Pコード：484-040）、ロー
ソンチケット 05 70-084-008（Lコード：
85 1 10） 
主催：（公財）北九州市芸術文化振興財団
共催：北九州市
お問い合せ：北九州芸術劇場（Tel：093-
562-2655）

Lieu : Kitakyushu Performing Arts Center

会場：アンスティチュ・フランセ九州
入場無料
お問い合わせ・ご予約： 
アンスティチュ・フランセ九州 
（Tel : 092-7 12-0904）

Lieu : Espace conférences, 5e étage de 
l'Institut 
Entrée gratuite
Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)
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秋から留学を控えているみなさん、準備はお済ですか？
留学準備セミナーではフランスでの行政手続や
生活に必要な情報をお教えします！
留学経験者の体験談やこれから留学されるほかの方と
交流できるコーヒーブレイクもあり、
貴重な情報を収集する絶好のチャンスです♪
セミナーは7月と8月にかけて東京3回、京都2回と開催予定です。
詳細はHPをご覧ください→www.japon.campusfrance.org

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！

夏はフランス留学準備セミナーで旅支度を！

6月25日、フランス政府給費留学生募集開始！
詳細はこちらから→www.science-japon.org/bgf/

フランス留学準備セミナー
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*  Culturethèqueはアンスティチュ・フランセ日本のデジタル図書館。受講生
は、話題の新刊の電子貸出、ストリーミングによる音楽配信、新聞、雑誌、
語学教材など9万点以上の全資料を無料で利用することができます。

*  Les adhérents de l'Institut peuvent s'inscrire à Culturethèque pour bénéficier de plus 
de 90 000 documents, vidéo, magazines, jeux et BD, ainsi que l'actualité littéraire.

www.culturetheque.com

カフェ・メディアテーク
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

デジタル図書館* 
Culturethèque*

各月2回土曜 15:00-16:00
7月7日、21日、8月4日、18日、9月1日、15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 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er et 15 juin  
15h00-16h00

飲み物片手にフランス人とおしゃべりをする楽しい時間。 
フランス語初心者から上級の人まで、どなたでも参加できます。
Nous vous invitons chaque samedi à venir discuter en français autour d'un 
verre ! Que vous soyez débutants ou parfaits francophones, vous êtes les 
bienvenus !

会場：アンスティチュ・フランセ九州 
参加料：500円（5枚綴り券 2,000円）
Lieu : Médiathèque de l'Institut 
Pour les francophones natifs, la participation au café est gratuite.
 AS9-E18

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

文学カフェ  
Café littéraire

ピエール・ブルデュー  
PIERRE BOURDIEU

7月13日（金）19:00-20:00
Vendredi 13 juillet, 19h00-20h00

「界」「文化資本」「ハビトゥス」．．．ピエール・
ブルデュー（ 1930 -2002）が打ち出した概念
は、社会の構造を解き明かす鍵を人びとに与
えました。いまなお影響力を持ちつづける社会
学者の幅広い仕事を、訳者のひとりである倉
方健作が紹介します。
Pierre Bourdieu (1930-2002), le deuxième auteur le 
plus cité au monde après Michel Foucault, continue 
à faire figure de référence dans le domaine des 
sciences humaines et sociales. Kensaku KURAKATA, 
traducteur de Bourdieu, vous invite à découvrir les 
travaux du sociologue.

進行役：倉方健作（九州大学准教授）
Animé par Kensaku, maître de conférence à 
l'Université du Kyushu M-1

文学カフェ  
Café littéraire

エミール・シオラン
EMIL CIORAN

9月28日（金）19:00-20:00
Vendredi 28 septembre, 19h00-20h00

エミール・シオラン（ 19 1 1 -1995）はフランス
語で創作したルーマニアの作家。数多くの作
品が評価され、2009年に刊行された遺稿『フ
ランスについて』は国際的な成功を収める。シ
オランの闇の部分（厭世観）とブラックユーモア
が、フランス文学と詩を彩ります。
Emil Cioran (1911-1995) est un écrivain roumain 
d'expression française. La publication posthume, 
en 2009, de son livre De la France recueille un 
important succès international. Il aura marqué la 
littérature et la poésie françaises par son esprit 
sombre et son humour noir. Un destin hors du 
commun à découvrir.

進行役：ヨアン　Animé par Yoann M-3

アンスティチュ読書部  
Club littéraire

夏の読書
LECTURES D'ÉTÉ

7月27日（金）19:00-20:00
Vendredi 27 juillet, 19h00-20h00

ジョアンがフランス語初心者から上級者まで、
あらゆるレベルの学習者が楽しめる夏の読書
にオススメの本を紹介します。あなたのオスス
メも教えてください！
Qu'avez-vous prévu de lire cet été ?
Johan vous présentera une sélection de livres à 
lire pendant les vacances pour tous les niveaux 
de français.

進行役：ジョアン　Animé par Johan M-2

要予約 / Réservation nécessaire

27アンスティチュ・フランセ九州

DR DRDR



28 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU

カレンダー
CALENDRIER 夏学期：2018年7月2日（月）～9月28日（金）

フランス語 . . . . . . . . .P2～ 1 7

こどもプログラム . .P 18～ 19

フランス文化. . . . .P20～25

メディアテーク . . . . . . . . P2 7

カフェ・デ・ザミ . . . . . . . P2 7

文

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"
文   サッカーワールドカップ 
（フランス対オーストラリア）

 
17
18 語   夏期講座登録受付（6/18-6/30）

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
文   フランス映画祭 （西鉄ホール）
文   サッカーワールドカップ 
（フランス対ペルー）

23

  こどものためのアトリエ（アート）
語   フランス語入門デー
語   スピーチコンクール（初心者向
け）応募締切

文   フランス映画祭 （西鉄ホール）
24 文   フランス映画祭 （西鉄ホール）
25

26

語   フランス語無料体験レッスン
文   エクリチュール
文   サッカーワールドカップ 
（フランス対デンマーク）

27 語   TCF出願受付締切

28
語   フランス語無料体験レッスン
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
文    ジェローム・ブルべス展
（6/30-8/4）

 

7月 JUILLET
1 語   スピーチコンクール 

（初心者向け）
2
3
4
5
6

7

文   西洋美術史
文   フィリップ・ドゥクフレ／DCA 
（北九州芸術劇場）

8 文   フィリップ・ドゥクフレ／DCA 
（北九州芸術劇場）

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（遊び）
文   西洋美術史

15

16 語   ビジネスフランス語集中講座
（7/16-7/19)

17 文   ゲームからフランス語
18
19
20 文   フレンチ・ポップス

21
  こどものためのアトリエ（アート）

文   西洋美術史

22

23   こどものためのサマースクール
（7/23-7/27）

24 文   フランスワイン巡り

25
26
27  アンスティチュ読書部

28 文   西洋美術史
29
30
31

8月 AOÛT
1
2
3

4
  こどものためのアトリエ（遊び）

文   芸術サロン

5

6 語   夏の集中講座（8/6-8/9)

7
8
9 文   フランス史
10

11  全館休館（8/11-8/17）

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 文   フランスワイン巡り
22
23
24 文   フレンチ・ポップス
25   こどものためのアトリエ（アート）
26
27

28 文   ゲームからフランス語

29
30
31

9月 SEPTEMBRE
1

2

3
4
5
6
7 文   フランスの古代エジプト学

8   こどものためのアトリエ（遊び）

9
10
11 文   フランスワイン巡り
12
13
14 文   ツール・ド・フランス

15   こどものためのアトリエ（アート）

16
17
18 文   ゲームからフランス語
19
20
21 文   フレンチ・ポップス
22
23
24

25 文   フランスワイン巡り

26
27
28  文学カフェ

29 語   DELF秋季試験出願受付締切
30

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

アンスティチュ・フランセ九州
〒8 10 -004 1　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 8 10 -004 1

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：フィリップ・ドゥクフレ／ DCA「新作短編集（20 1 7）」
Couverture : Philippe Decouflé / Compagnie DCA, Nouvelles pièces courtes 

© Charles Freger

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 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・ボルドー・フクオカ（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




