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Chers amis,

Trois auteurs français viendront dans le Kyushu pour 
Feuilles d’Automne : Leïla Slimani, lauréate du Prix 
Goncourt 2016, pour une première édition de notre 
festival littéraire à Nagasaki, le mangaka Tony Valente à 
Kitakyushu et Olivia Rosenthal à Fukuoka. 

Au programme également cet automne, les Semaines 
des Cahiers du Cinéma à Hiroshima et Yamaguchi, une 
nouvelle exposition YPF dans la galerie de l’Institut, une 
forte présence française à Hiroshima Art Document, des 
résidences de création dans la Préfecture de Nagasaki, 
une Semaine française à Kumamoto, le Festival d’Art et 
Technologie 404 à Fukuoka, un récital du pianiste Pascal 
Rogé à Sasebo et une performance du chorégraphe Frank 
Micheletti dans notre médiathèque.

Je souhaite la bienvenue dans l’équipe de l’Institut à Cécile 
Dominique, nouvelle secrétaire générale et directrice 
des cours, et Audrey Vergnes, professeur et chargée de 
mission pédagogique. Elles succèdent respectivement 
à Vincent Degoul et Félycitie Daunas, que je remercie 
chaleureusement pour le travail effectué ici et à qui je 
souhaite bonne chance dans leurs nouveaux projets.

A très bientôt à l’Institut français du Japon – Kyushu, et 
réservez dès maintenant votre soirée du 15 décembre 
pour la Fête de Noël !
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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

今年の読書の秋では3人のフランス人作家を九州
にお招きします。2016年のゴンクール賞を受賞した
レイラ・スリマニを読書の秋初開催となる長崎に、ま
た漫画家のトニー・ヴァレントを北九州に、女流作家
のオリヴィア・ローゼンタールを福岡に迎えます。

秋の文化イベントでは、広島と山口でカイエ・デュ・シ
ネマ週間、アンスティチュのギャラリーでYPFセレク
ション展、フランス人アーティストが多数参加するヒ
ロシマ・アート・ドキュメント、長崎県でアーティスト・イ
ン・レジデンス、さらに、くまもとフレンチウィークや
404フェスティバル福岡、佐世保でパスカル・ロジェ
のピアノリサイタル、そしてアンスティチュのメディア
テークで振付家フランク・ミケレッティによるパフォー
マンスが開催されます。

9月には事務局長・教務部長のヴァンサン・ドウゥグル
の後任としてセシル・ドミニクが、講師・教務担当のフェ
リシティ・ドナの後任としてオドレイ・ヴェルニュが着任
することをお知らせします。この場を借りてヴァンサン
とフェリシティの新天地での活躍をお祈ります。

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。12月
15日は恒例のクリスマス・パーティーを開催予定です！

26 アーティスト・イン・レジデンス
 RÉSIDENCES D’ARTISTES

26 コンテンポラリー・アート
 ART CONTEMPORAIN

27 インターディシプリナリー
 PLURIDISCIPLINAIRE

27 ヌーヴォー・メディア
 NOUVEAUX MÉDIAS

28 読書の秋 2018
 FEUILLES D’AUTOMNE 2018

29 クラシック音楽
 MUSIQUE CLASSIQUE

30 コンテンポラリーダンス
 DANSE CONTEMPORAINE

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

31  カフェ・メディアテーク 
  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

秋期講座のご案内
SESSION D'AUTOMNE 

10月 6日（土）～ 12月 22日（土）

9月 17日（月）～ 9月 29日（土）

2018年秋期講座

登録受付

祝日（10/8、11 /23）も授業は行われます。

※ 11 /3（土・祝）はDELF試験実施のため、授業は行われません。

 全館休館：12月23日（日）～ 1月3日（木）  　
※ 建物内にお入りになれません。

10月2日（火）
13:00–14:00 
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

9月22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。

10月3日（水）
11:00–12:00

フランス語入門デー

9月29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、9月29日（土）までに必ずご連絡ください。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU2
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登録手続きと受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

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

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

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

 ╚ 祝祭日も授業は行われます。受付・メディアテーク業
務はお休みとなります。

 ╚ 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合、
受講をお断りすることがあります。

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

 ╚ 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、秋期講座の総額です。 
別途年会費やテキスト代が必要となります。

年会費・受講料のお支払いは全額、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＊1、クレジットカード＊2 でお支払い
いただけます。 

＊1  ご希望の方にはメールにて請求書を送付いたします。
＊2  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。

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。

Audrey VERGNES

フランスのトゥールーズ大学で日本文化と日本
語を勉強して、名古屋外国語大学で一年間留
学しました。この秋からアンスティチュ・フランセ
九州で働きはじめます。好きなフランスの映画は
『WASABI』です。

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。

 

クラス選択
CHOISIR SA CLASSE 

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。

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 G16SPI1 1 a Spirale nouvelle édition 1 X. MICHEL-TANAKA 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI1 1 b Spirale nouvelle édition 1 F. CHARRUAULT 土 14:00-15:30 16.5h ¥32,590

1 G22SPI1 1 c Spirale nouvelle édition 1 F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G44SPI1 1 d Spirale nouvelle édition 1
L. FUJISHIMA-SUTRA

A. VERGNES
火

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

44h ¥74,800

1 G22SPI12a Spirale nouvelle édition 3 R. LACIAK 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI13a Spirale nouvelle édition 6 V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI13b Spirale nouvelle édition 6 J.M. PORTALES 火 14:30-16:30 22h ¥43,450

1 G22SPI14a Spirale nouvelle édition 10 X. MICHEL-TANAKA 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI14b Spirale nouvelle édition 1 0 A. VERGNES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI15a Spirale nouvelle édition 1 1 A. VERGNES 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 G22SPI22a Spirale nouvelle édition 16 J.M. PORTALES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G16SPI23a Spirale nouvelle édition 17 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 17:15-18:45 7.5h ¥14,810

＊  10 /10, 24, 11 /7, 21 , 12 /5 隔週水曜全5回
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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 A. VERGNES 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
＊  11 /21 , 28, 12 /5 , 12 , 19  毎週水曜全5回  

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々な課題に
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！

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

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

2G22TAX13a Le nouveau taxi ! 1 10 B. TORRES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX14a Le nouveau taxi ! 1 13 X. MICHEL-TANAKA 土 13:00-15:00 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

2G22TAX21 a Le nouveau taxi ! 1 17 F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

2G22TAX21 b Le nouveau taxi ! 1 16 R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX22a Le nouveau taxi ! 1 22 J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX23a Le nouveau taxi ! 1 27 B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX23b Le nouveau taxi ! 1 27 B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

2G22TAX23c Le nouveau taxi ! 1 29 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX23d Le nouveau taxi ! 1 29 F. GANDRILLON 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX24a Le nouveau taxi ! 1 32 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 17:15-18:45 7.5h ¥14,810

2S7ORALa 聞き取り＊2 R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
＊1   10 /17, 31 , 11 /14, 28, 12 /12 隔週水曜全5回 
＊2  10 /10, 24, 11 /7, 21 , 12 /5 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 A. VERGNES 土 16:30-18:00 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。

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。

France actu 1

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。

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 A. VERGNES 火 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

3G22TAX12a Le nouveau taxi ! 2 4 F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX14a Le nouveau taxi ! 2 12 F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX14b Le nouveau taxi ! 2 13 S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX15a Le nouveau taxi ! 2 16 F. CHARRUAULT 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX15b Le nouveau taxi ! 2 16
J.M. PORTALES
F. CHARRUAULT

金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX19a Le nouveau taxi ! 2 25 S. CLAIR 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX20a Le nouveau taxi ! 2 29 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 S. CLAIR 木 14:00-16:00 22h ¥43,450

3T22ACTU1 France actu 1 F. CHARRUAULT 木 19:00-21 :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 2 / 3

毎週一つのニュースを取り上げます。新聞記事やTVの
ルポルタージュに慣れるうちに、語彙が豊かになり、与え
られたテーマについて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

4G22SAI13a Saison 3 3 F. GANDRILLON 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

4G22SAI18a Saison 3 9 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

4S16LIR 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

4T22ACTU2a France actu 2 S. PLAUT 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

4T16ACTU3a France actu 3 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

5T10LITT1 Découvrir la littérature française contemporaine* J. ALTIERI-LECA 火 14:30-16:30 10h ¥19,750
＊  10 /16 , 30, 11 /13 , 27, 12 /11 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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C
1-C

2 上
級

  /  集
中
講
座

ビジネスフランス語集中講座 
FRANÇAIS PROFESSIONNEL

●  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

次のような方へおすすめです。

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。
期間：10月1日（月）～ 10月4日（木）

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-A18

10/ 1 （月） ビジネスシーンで自己紹介する

S.PLAUT 19:00-21 :00 8h ￥16,000
10/2 （火） 顧客を迎える

10/3 （水） アドバイスする

10/4 （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）

TOUR
2018年10月10日～10月23日

フランス留学がもっと身近に！
秋田から名古屋まで、東日本11大学を周って、

フランス文化の香りをお届けします！
www.japon.campusfrance.org

抽選会でパリ往復航空券を当てよう！

@CampusFrance_jpwww.facebook.com/cfjapon

automne2018_A6_IMP.pdf   1   H30/08/03   2:19
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2019年度の募集締め切りは9月30日です。

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

1 1月 16日 （金）10月16日 （火）

￥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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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

こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS

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。また、読み書きの練習も始めます。

Pour les premiers pas en français, apprenons en jouant 
(jeux de cartes, de mémoire et de balle, coloriage...) et 
en écoutant des histoires. Ce cours comprend aussi 
une initiation à la lecture. 

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.

こどものためのフランス語
COURS POUR 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。テキスト『レ・ルスティック１』を使いながら、理解し
やす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,  
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. Les enfants sont 
amenés à développer en parallèle leurs compétences 
orales et écrites. Il est attendu qu'ils sachent lire et 
écrire de manière autonome.

* 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.

講師は 
ジョアン
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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。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。
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. Tout en 
s'amusant, les enfants apprennent à être attentifs, 
se concentrer et interagir.
Atelier en japonais et en français.

マティス、ゴッホ、パスキア。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。
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

Matisse, Van Gogh, Basquiat. 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. 
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 マティスにならおう
Apprenons avec Matisse J. ALTIERI-LECA 10 /27（土）

Samedi 27 octobre 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

AE02 ゴッホにならおう
Apprenons avec Van Gogh J. ALTIERI-LECA 1 1 /24（土）

Samedi 24 novembre 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

AE03 バスキアにならおう
Apprenons avec Basquiat J. ALTIERI-LECA 12 /22（土）

Samedi 22 décembre 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

 * 画材費込み　Matériaux compris

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 10 / 13 （土）
Samedi 13 octobre 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

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

AJ03 J. ALTIERI-LECA 12 /8 （土）
Samedi 8 décembre 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

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
Bases du vin français

10/9（火）
Mardi 9 octobre

19:00-20:30

￥5,000*

￥21 ,000* ￥23,500*

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

10/23（火）
Mardi 23 octobre

￥5,000*

ワインとバスクチーズのマリアージュ
Mariage entre vin et fromage basque

1 1 / 13（火）
Mardi 13 novembre

￥5,000*

ブルゴーニュワインの魅力 ボージョレー・ヌーボを楽しむ
Les vins de Bourgogne

1 1 /27（火）
Mardi 27 novembre

￥5,000*

フランスワイン 酒精強化ワインとショコラの相性を探る
Mariage entre vins mutés et chocolat

12 / 1 1（火）
Mardi 1 1 décembre

￥5,000*

AS01-A18

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4～ 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。
ワインを五感で感じ、香り、味わいを言葉で表現することで、ワインをより深く知
ることができるでしょう。夏にボルドー・バスク研修旅行を終えた講師が、現地
の最新情報もお伝えします。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. Cet été, elle a complété sa formation au cours d'un 
séjour à Bordeaux et dans le Pays basque. Dans une atmosphère chaleureuse et 
conviviale, elle vous permettra d'approfondir vos connaissances des vins, leurs 
goûts, leurs parfums, leurs robes, en faisant appel à tous vos sens. A chaque séance, 
vous serez invité à goûter à l'aveugle quatre ou cinq vins différents. Ce séminaire 
s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux initiés.

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

2018年のコラボソング
Les meilleurs featurings 2018

10/ 19（金）
Vendredi 19 octobre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

女性歌手特集
Spécial chanteuses

1 1 / 16（金）
Vendredi 16 novembre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

2018年のベスト
Le meilleur de 2018

12 /21（金）
Vendredi 21 décembre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

AS02-A18

* ワイン代込み　Vin compris
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美術史
HISTOIRE DE L'ART

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

西洋美術史：ジュリオ・ロマーノ
Histoire de l'art occidental : Giulio Romano

毎回土曜：10/20、 27、1 1 / 10、1 7
Samedis 20, 27 octobre,  

10 et 1 7 novembre 
13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

フランス美術史：1 7世紀風景画
Histoire de l'art français : Paysages du XVIIe siècle 

毎週木曜：1 1 /22、29、12 /6、13
Jeudis 22, 29 novembre,  

6 et 13 décembre 
19:00-20:00 ¥8,000 ¥8,700

AS03-A18

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

「ジュリオ・ロマーノ」
建築家で画家のジュリオ・ロマーノは、ラファエロの工房で活躍した後、マント
ヴァ公の宮廷画家となりました。チェリーニによれば「王侯のような」暮らしを送
り、華麗な生涯を終えました。宮殿装飾を始めとする 16世紀前半のマニエリス
ムの作品をご紹介します。
Après avoir été le principal collaborateur de Raphaël, l'architecte peintre Jules 
Romain a été reçu par la cour ducale de Mantoue et a fini sa prolifique carrière en  
« vivant comme un prince » selon les dires de Cellini. Avec l'étude de plusieurs œuvres 
emblématiques, nous explorerons le maniérisme du début du XVIe siècle et les codes 
de la décoration des palais.

フランス美術史
HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS

「17世紀風景画」 
17世紀前半、ローマで活躍したニコラ・プッサン、クロード・ロラン、ガスパール・
デュゲらの作品を中心に観ていきます。
Nous nous intéresserons aux artistes actifs à Rome dans la première moitié du XVIIe 
siècle comme Nicolas Poussin, Claude Lorrain, ou encore Gaspard Duguet.

ジュリオ・ロマーノ「割礼」

クロード・ロラン「エウロペの掠奪」

DR

DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

4. 転落
La chute

10/25（木）
Jeudi 25 octobre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS04-A18

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

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

フランス史 － ナポレオン ・ボナパルト
HISTOIRE DE FRANCE – NAPOLÉON BONAPARTE 
致命的なロシア遠征で深く傷ついたフランス。ナポレオンは強制的に退位とな
り、エルバ島に流刑されます。そしてルイ 18世が王座に就きますが、新体制は脆
弱で反ボナパルティスト、悲惨なものでした。1 1ヵ月後、ナポレオンは再び皇帝
に返り咲きます。しかし天下は束の間、ワーテルローでの敗北により、ナポレオン
は再び退位を余儀なくされ、またも流刑へ。それが最後となりました。ワーテル
ローでの敗戦は避けることができたかもしれません。敗因については皇帝の病
気説や、命令が時間内に伝えられなかった説があります。真実はどうだったので
しょうか?4回シリーズ最終回。  日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Suite à la désastreuse campagne de Russie, la France gronde. Contraint et forcé, 
Napoléon abdique et part en exil à l'île d'Elbe. Louis XVIII s'installe sur le trône, mais 
le nouveau régime est fragile et l'opposition bonapartiste, féroce. Onze mois plus 
tard, Napoléon reprend le pouvoir. Le répit sera de courte durée, sa défaite à Waterloo l'oblige à abdiquer une fois de plus et 
à repartir en exil. Définitif, cette fois. Cet échec aurait pu être évité. Certains évoquent un empereur malade, d'autres parlent 
d'ordres qui n'auraient pas été transmis à temps. Qu'en est-il réellement ?   Séminaire en japonais

DR
ポール・ドラルーシュ「フォンテーヌブローのナポレオン」
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フランスの世界文化遺産めぐり
LES SITES FRANÇAIS CLASSÉS À L'UNESCO

観光と歴史を融合した新セミナー 5回シリーズ。ユネスコの世界遺産に登録
されている、フランス文化遺産を巡ります。旧石器時代から現代に至るまで、中
世や近代を経ながら見る文化遺産の多様さは、フランスの全歴史を物語って
くれます。時系列に沿って、まるでそこにいたかのように各時代を象徴する最も
代表的な場所を訪れましょう。第一回目は、今も観光客が絶えない洞窟壁画
とローマ時代の遺跡を紹介します。当時の日用品（オリジナル・レプリカ）も身
近にご覧いただけます。
日本語によるセミナー

Cette nouvelle série de cinq séminaires mariant tourisme et histoire est consacrée 
à la découverte des sites culturels français inscrits à la liste du patrimoine mondial 
dressée par l'Unesco. Depuis la préhistoire jusqu'à l'époque contemporaine, en 
passant par le Moyen-Âge et l'ère moderne, la variété des sites permet d'illustrer 
l'ensemble de l'histoire de France. En privilégiant une progression chronologique, 
vous serez invité à visiter les sites les plus représentatifs de chaque période comme 
si vous y étiez. Dans ce premier volet seront traités les grottes ornées et les sites 
gallo-romains que l'on peut encore visiter aujourd'hui, avec la présentation d'objets 
(originaux et reproductions) à l'appui.
Séminaire en japonais

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

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

1 . 洞窟壁画からローマ時代まで
Des grottes ornées à la période romaine

1 1 /9（金）
Vendredi 9 novembre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS06-A18 * 飲み物・おつまみ付き  Boisson et amuse-bouches compris

DRオランジュの凱旋門

新講座

講師：オドレー・ヴェルニュ   
Audrey Vergnes

アンスティチュ・フランセ九州講師

アトリエ・フロマージュ
FROMAGES DE FRANCE

フランスはチーズの国と良く言われますが、まさにその通り！400種類以上も
あるのです。ソフトタイプ、火を通したもの、ブルーチーズ、フレッシュチーズに熟
成チーズ…あらゆる味が揃っています。それぞれのチーズに合うワイン、そして
お薦めレシピを紹介していきます。フランスのチーズで巡る美食の旅にお越し
下さい。まずはフランス南西部のチーズから始めましょう！
日本語によるアトリエ
On dit souvent que la France est le pays du fromage et ce n'est pas pour rien ! On 
en compte plus de 400 types différents : des moelleux, des cuits, des persillés, des 
frais, des secs... il y en a pour tous les goûts. Pour chaque fromage présenté, un vin 
adapté et une recette de cuisine à tester vous serons proposés. Venez voyager 
au cœur de la gastronomie du fromage en France. Pour commencer, partons à la 
découverte des fromages du Sud-Ouest. 
Atelier en japonais

新講座

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

フランス南西部のチーズ
Fromages du Sud-Ouest

10/30（火）
Mardi 30 octobre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS05-A18 * チーズ付き  Fromages compris

DR
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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 － 女性の肖像
SALON DES BEAUX-ARTS

『肖像を観る』シリーズ第二弾
西欧の様々な国、時代、そして、様々な境遇（女王、娼婦、聖女、ファム・ファ
タール、画家の愛人など）の女性の「顔」を観ていきます。画家の前でポーズを
取る彼女たちは、何を考え、何を私たちに語りかけようとしているのでしょうか。

Série « Portraits – Observation et décryptage »
La deuxième série de portraits se consacrera aux visages de femmes issues de 
milieux variés (reines, prostituées, religieuses, femmes fatales ou encore amantes 
de peintre) et provenant d'époques diverses et de différents pays d'Europe. A quoi 
pensent-elles ? Que nous disent ces portraits ? Nous tenterons de décrypter la 
personnalité de ces femmes au-delà du modèle.

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

ディエゴ・ヴェラスケス「ヴィーナスの化粧」 DR

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

ツール・ド・フランス － ボジョレー地方
TOUR DE FRANCE  -  LE BEAUJOLAIS

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。今期はボジョ
レー地方をご案内します。フランス南東部に位置する、言わずと知れたワインの
生産地。ボジョレー・ヌーボ解禁の時、現地ではどのように新酒を祝い、盛り上
がるのか？ボジョレー地方のお祭り、郷土料理とのマリアージュ等について画
像をご覧頂きながら、紹介していきます。シニア・ソムリエがお勧めする解禁した
ばかりのヌーボもお楽しみに！
Pour cette nouvelle étape du Tour de France, nous vous emmenons à la 
découverte de la région du Beaujolais. Située dans le Sud-Est de la France, elle est 
mondialement renommée pour sa production de vin. Lorsque le Beaujolais nouveau 
est arrivé, comment est-il célébré ? Pourquoi suscite-t-il une telle excitation ?
Venez explorer la région à travers le mariage entre ce vin et la cuisine locale 
ainsi que les différentes fêtes qui s'y déroulent lors de la saison du Beaujolais 
nouveau. Ce sera aussi l'occasion de déguster ce fameux vin en compagnie d'une 
sommelière aguerrie !

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ボジョレー地方
Le Beaujolais

1 1 / 1 7（土）
Samedi 1 7 novembre

16:30-18:00 ¥2,800* ¥3,500*

AS07-A18

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

女性の肖像 「鏡よ鏡、世界で最も美しいのは誰？」
Portraits de femmes  

"Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle?"

12 / 1（土）
Samedi 1 er  décembre

14:30-16:00 ¥3,300 * ¥3,800 *

AS08-A18

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

DRボジョレーの教会
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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

フランスの古代エジプト学
L'ÉGYPTOLOGIE FRANÇAISE

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。19世紀後半
に友人シャンポリオンの研究を受け継いだオギュスト・マリエットは、シャンポ
リオンと共に古代エジプト学の創設者の一人とされています。マリエットと後継
者のガストン・マスぺロは現世界文化遺産のサッカラやエドフ神殿などを発見
し、カルナック神殿やギザの大スフィンクスの発掘調査を行いました。また、カ
イロ博物館、エジプト考古局や仏極東考古学研究所も創設。マリエットはヴェ
ルディのオペラ『アイーダ』の脚本家の一人としても知られています。今回のセミ
ナーではこの二人に焦点をあて、発見したものについてレクチャーします。
日本語によるセミナー

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Auguste Mariette reprend les travaux 
de son ami Champollion ; il est avec ce dernier l'un des pères fondateurs de 
l'égyptologie. Mariette et son successeur, Gaston Maspero, découvrirent entre 
autres le complexe de Saqqarah et le temple d'Edfou, désensablèrent et fouillèrent 
le temple de Karnak et le sphinx de Gizeh. Ils ont également fondé le musée 
archéologique du Caire, le service de conservation des antiquités de l'Egypte et 
l'Ecole française du Caire. Mariette est aussi l'un des auteurs du livret de Aida, le 
fameux opéra de Verdi. Autant de faits marquants à apprendre sur ces deux grands 
égyptologues et leurs découvertes au cours de ce séminaire. 
Séminaire en japonais

2018年下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、フランスで今年下
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。ピエール・ニネ出演の実話に基づいた「Sauver 
ou périr」、大人気のキャラクター Astérixの新アニメなども紹介します。
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 fois-ci nous découvrirons entre 
autre le film Sauver ou périr, avec Pierre Niney, tiré d'une histoire vraie, mais aussi 
le nouveau dessin animé des aventures d'Astérix.
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

2. マリエット、マスぺロとカイロ博物館
Mariette, Maspero et le musée du Caire

12 /7（金）
Vendredi 7 décembre

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS09-A18

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

ピエール・ニネの新作やAsterixの新アニメなど
Le nouveau film avec Pierre Niney・Le nouvel Astérix...

12 /8（土）
Samedi 8 décembre

16:00-1 7:30 ¥1 ,000

AS10-A18

DRエジプト考古学博物館（カイロ）

DR

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
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シネマ
CINÉMA

写真
PHOTOGRAPHIE

カイエ・デュ・シネマ週間
SEMAINES DES CAHIERS DU CINÉMA

9月 14日（金）～ 9日24日（月・祝） 広島 
12月（予定） 山口
Du vendredi 14 au lundi 24 septembre à Hiroshima 
Décembre à Yamaguchi

芸術性の高い作品を上映するミニシアターや日本のシネマテーク等と連携す
るコミュニティ・シネマセンターによって、第2 1回カイエ・デュ・シネマ週間の新
たな都市での巡回が決定。フランスで第7芸術と定義される映画の批評雑誌
によって設立された映画祭が、今回初めて広島市映像文化ライブラリーと山
口情報芸術センター［YCAM］にて開催されます。プログラムは20 13年から
20 17年にかけて制作された新世代のフランス人監督作品。
Les 21e Semaines des Cahiers du Cinéma se déploient dans de nouvelles villes 
grâce au partenariat avec Japan Community Cinema Center, qui fédère les salles 
d'art et essai et les cinémathèques japonaises. Ainsi, la Bibliothèque de la Ville de 
Hiroshima pour le cinéma et l'audio-visuel, et YCAM, le Centre des Arts et des 
Médias de Yamaguchi, accueilleront une première édition de ce festival conçu 
par la revue de référence pour le 7e art en France. Au programme, une sélection 
de films produits entre 2013 et 2017 pour découvrir une nouvelle génération de 
réalisateurs français.

屋久島国際写真祭「YPFセレクション展
2018」
YAKUSHIMA PHOTOGRAPHY FESTIVAL 

9月 15日（土）～ 10月6日（土） 
Du samedi 15 septembre au samedi 6 octobre 　
第3回屋久島国際写真祭YPFは20 18年 1 1月3日～ 7日の会期で開催
されます。20 15年にふたりの写真家アントナン・ボルジョーと千々岩孝道の
出会いによって生まれたこの写真祭は、この日仏のイニシアティヴによってアー
ティストにユネスコ世界遺産に登録されている夢幻的な屋久島での作品展示
と制作を可能にしました。20 17年のコラボレーションに続き、アンスティチュ・
フランセ九州にてアントナン・ボルジョー、トム・ブシェ、アルテュス・ドゥ・ラヴィ
レオン、千々岩孝道、ヤマウチタカモト、大野雅人の展覧会を行います。
La troisième édition du Yakushima Photography Festival se déroulera du 3 au 7 
novembre 2018. Née en 2015 de la rencontre entre les photographes Antonin 
Borgeaud et Kodo Chijiiwa, cette initiative franco-japonaise permet aux artistes 
d'exposer et de créer de nouvelles œuvres à Yakushima, et de faire connaître ce 
site féérique classé au patrimoine mondial de l'Unesco à l'occasion de festivals 
internationaux, comme Kyotographie, Arles et Incadaqués (Espagne). Après une 
première collaboration en 2017, l'Institut présentera une nouvelle exposition 
YPF, avec les travaux d'Antonin Borgeaud, Tom Bouchet, Artus de Lavilléon, Kodo 
Chijiiwa, Takamoto Yamauchi et Masato Ono.

広島
会場：広島市映像文化ライブラリー 
（広島市中区基町 3-1）
料金：一般 380円 / シニア (65歳以上 )・ 
高校生 180円（土曜日は高校生無料） /  
小中学生無料
お問い合わせ：広島市映像文化ライブラリー
（Tel : 082-223-3525）
山口
会場：山口情報芸術センター［YCAM］ 
（山口市中園町 7-7） 
料金はお問い合わせください。
お問い合わせ：山口情報芸術センター［YCAM］
（Tel : 083-90 1-2222）

オープニングパーティー：9月15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 15 septembre, 18h30
Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut
Entrée libre
Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)

© playtime

© Tom Bouchet
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アーティスト・イン・レジデンス
RESIDENCES D'ARTISTES

コンテンポラリー・アート
ART CONTEMPORAIN

9月27日（木）～ 1 1月30日（金） 
Du jeudi 27 septembre au vendredi 30 novembre

長崎県の招聘により、ジュスティーヌ・エマール（映像作家）、カ―ル・マズロ
（宝飾デザイナー）、ヴァンサン・ルフランソワとトニー・マナン（バンドデシネ作
家）が壱岐と奈留にて滞在制作し、地元の人々へ向けたワークショップを行い
ました。次回のプログラムは「アーティスト・イン・アイランド」、滞在制作をした
4名のアーティストによる制作発表展を行います。展覧会は9月27日～ 1 1月
30日：ジュスティン・エマール（壱岐）、9月29日～ 10月 12日：カール・マズロ
（奈留）、1 1月 10日～ 30日：ヴァンサン・ルフランソワ、トニー・マナン(壱岐 )
の順で行われます。
À l'invitation de la Préfecture de Nagasaki, Justine Emard, vidéaste, Karl Mazlo, 
créateur de bijoux, Vincent Lefrançois et Tony Manent, auteurs de bande dessinée, 
ont effectué des résidences de création à Iki et Naru, et y ont animé des ateliers 
à destination des populations locales. Le second volet du programme « Artists in 
Islands » permettra à ces quatre artistes français d'y présenter leurs œuvres. Les 
expositions se dérouleront du 27 septembre au 11 octobre à Iki pour Justine Emard, 
du 29 septembre au 12 octobre à Naru pour Karl Mazlo, et du 10 au 30 novembre 
à Iki pour Vincent Lefrançois et Tony Manent.

ヒロシマ・アート・ドキュメント
HIROSHIMA ART DOCUMENT 

9月22日（土）～ 10月3日（水）10 :00 -17:00（最終日は 15 :00まで） 
Du samedi 22 septembre au mercredi 3 octobre,  
10 h00 -17 h00 (jusqu'à 15 h le 3 octobre)

1994年以来、ヒロシマ・アート・ドキュメントは被曝地の記憶について国内外
のアーティストの視点を紹介してきました。彼らの作品は公共の場所や200 1
年から芸術文化活動拠点としても利用される被曝建物、旧日本銀行広島支
店で展示されてきました。25回目にあたる本年はキュレーターにフランス国立
造形芸術センター（パリ）の写真コレクション責任者であるパスカル・ボースを
迎えます。展示プログラムには、バディ・ダルル、ジュスティーヌ・エマール、ドミニ
ク・ゴンザレス＝フォステール、アンジュ・レッチア、マオ・タオといったフランス人
アーティストが多く含まれます。
Depuis 1994, Hiroshima Art Document présente le regard d'artistes japonais et 
étrangers sur l'histoire tragique de la ville. Leurs œuvres spécialement créées pour 
l'occasion sont exposées dans l'espace public et dans des lieux irradiés ayant résisté 
jusqu'à aujourd'hui, comme l'ancien bâtiment de la Banque du Japon depuis 2001. 
Le commissariat de cette 25e édition a été confié à Pascal Beausse, responsable 
des collections photographiques au Centre national des arts plastiques (Paris). La 
programmation fait une large place aux artistes venant de France : Bady Dalloul, 
Justine Emard, Dominique Gonzalez-Foerster, Ange Leccia et Mao Tao.

アーティスト・イン・アイランド＠壱岐
会場：小金丸幾久記念館（ジュスティーヌ・エマール） /  
一支国博物館（ヴァンサン・ルフランソワ、トニー・マナン）
料金：300円（高校生以下無料）
お問い合わせ：壱岐しまの文化芸術事業推進実行委
員会（壱岐市政策企画課内 Tel : 0920-48-1134）

アーティスト・イン・アイランド＠奈留
会場：笠松宏有記念館
料金：300円（高校生以下無料）
お問い合わせ：奈留島ブランディング事業実行委員会
（五島市奈留支所地域振興班内  
Tel : 0959-64-3203）

The birth of the robots, Justine Emard 
© Justine Emard / Adagp, Paris 20 18 -  

Ishiguro Lab, Osaka University 

左上から時計周りに： 
ジュスティーヌ・エマール、カ―ル・マズロ、 
ヴァンサン・ルフランソワ、トニー・マナン

DR

「アーティスト・イン・アイランド＠壱岐/奈留」
« ARTISTS IN ISLANDS@IKI / NARU »

オープニング：9月22日（土）1 7:00
会場：旧日本銀行広島支店
入場無料
主催：クリエイティヴ・ユニオン・ヒロシマ
後援：広島県、広島県教育委員会、 
広島市、広島市教育委員会、 
中国新聞社、NHK広島放送局
助成：芸術文化振興基金助成事業
協力：キヤノンマーケティングジャパン株式会社
お問い合わせ：クリエイティヴ・ユニオン・ヒロシマ 
（Tel : 082-254-1 12 1）

Inauguration : Samedi 22 septembre, 17h
Lieu : Kyu Nippon Ginko Hiroshima Shiten  
(5-16 Fukuro-machi, Naka-ku Hiroshima)
Organisation : CREATIVE UNION HIROSHIMA
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インターディシプリナリー
PLURIDISCIPLINAIRE

ヌーヴォー・メディア
NOUVEAUX MEDIAS

くまもとフレンチウィーク 2018
SEMAINE FRANÇAISE À KUMAMOTO

10月 1日（月）～3 1日（水） 
Du lundi 1 er au mercredi 3 1 octobre

この秋、熊本市で開催される「第6回日仏自治体交流会議」（ 10月 10日、
1 1日）と日仏交流 160周年を記念して、熊本のまちなかでフランスの食や文化
を体験できるイベントが開催されます。“マルシェ”をイメージしたイベントやフラ
ンスの地方を紹介するパネル展示（ 10月8日～ 1 1日）を中心に、熊本市の交
流都市エクサンプロヴァンス市ゆかりの画家セザンヌに関する講演会（ 10月
12日）、シャンソンのコンサート（ 10月7日）、他にもフランス映画の上映や熊
本市内のレストランでの料理フェアなど、盛りだくさんの内容です。
À l'occasion des 6e Rencontres franco-japonaises de la coopération décentralisée 
qui se tiendront les 10 et 11 octobre, Kumamoto vivra à l'heure française. Au 
programme des festivités organisées par la municipalité et la Société franco-
japonaise : un marché français qui investira une place du centre-ville, plusieurs 
événements consacrés au partenariat entre Kumamoto et Aix-en-Provence, 
tels qu'une conférence sur Cézanne par le directeur du musée Granet le 12 et 
une exposition photographique de regards croisés sur les deux villes, un cycle de 
cinéma au Musée d'Art contemporain, des concerts de chanson française le 7 et 
des menus spéciaux dans de nombreux restaurants de la ville.

ゴーティエ・ル・ルズィック 
404フェスティバル福岡
GAUTHIER LE ROUZIC AU FESTIVAL 404  

10月8日（月）～ 14日（日）  
Du lundi 8 au dimanche 14 octobre  

ゴーティエ・ル・ルズィックは、コンピューター以外の近代の機械を流用する手
法でデジタルテクノロジー革命についての作品を発表しています。彼はエクサン
プロヴァンス高等芸術学院在学中に「交流するオブジェ」をテーマとした共同
ワークショップで「タイプライターボット」という作品を制作しました。利用者と
相互作用し全ての質問に答えるこのTWBタイプライターは2004年にアル
ゼンチンのロザリオで制作され世界を駆け巡り、この秋、国際メディア芸術祭 
404で紹介されます。第 15回国際メディア芸術祭 404フェスティバルは日
本初開催、福岡市科学館にて開催されます。
Gauthier Le Rouzic travaille sur l'évolution des technologies numériques en 
détournant des machines récentes mais dépourvues d'informatique. Il a réalisé 
TypeWriterBot durant ses études à l'École Supérieure d'Art d'Aix-en-Provence, 
dans le cadre d'un workshop collectif sur le thème de « l'objet communicant ». 
Machine à écrire, TWB interagit avec l'utilisateur et répond à toute question. La 
pièce sera présentée dans le cadre du festival international d'art et technologie 
404, créé à Rosario en Argentine en 2004 et itinérant à travers le monde. La 
quinzième édition se déroulera pour la première fois au Japon, au nouveau Musée 
des Sciences de Fukuoka.

主催：第６回日仏自治体交流会議熊本市実行
委員会
協力：熊本日仏協会
後援：アンスティチュ･フランセ九州
お問い合わせ先：事務局 
（熊本市国際課内 Tel：096-328-20 70）

Organisation : Ville de Kumamoto
Collaboration : Société franco-japonaise 
de Kumamoto
Renseignements : Section internationale 
de la Ville de Kumamoto  
(Tél. : 096-328-2070)

会場：福岡市科学館 3階企画展示室 
（福岡市中央区六本松 4-2-1）
入場無料 
お問い合わせ： 
404フェスティバル福岡実行委員会 
（Tel : 092-7 75-3962）

Lieu : 3e étage du Musée des 
Sciences de la Ville de Fukuoka (4-2-1 
Ropponmatsu, Chuô-ku, Fukuoka-shi)
Entrée libre
Renseignements :  
Comité du Festival 404  
(Tél. : 092-775-3962)

エクサンプロヴァンス市のマルシェ DR

© Gauthier Le Rouzic

XV INTERNATIONAL FESTIVAL
OF ART & TECHNOLOGY
WWW.404FESTIVAL.COM
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読書の秋 2018
FEUILLES D'AUTOMNE 2018

オリヴィア・ローゼンタールを迎えて
RENCONTRE AVEC OLIVIA ROSENTHAL
10月 12日（金）18 :00 -19 :30 
Vendredi 12 octobre, 18 h00 -19 h30

小説と戯曲を手がける作家オリヴィア・ローゼンタールは現在、ヴィラ九条山
のレジデントです。10数冊の小説を発表しており、『Que font les rennes 
après Noël ? ／クリスマスのあとトナカイは何をする？』（ヴェルティカル社、
20 10年）ではリーヴル・アンテール賞を受賞しています。福岡では、西南学
院大学にお迎えし、修士課程の学生とともにこの小説について意見交換を行
います。進行役と通訳はの真下弘子教授、4人の学生が登壇予定です。一般
の方にも開かれた講演会で、終了後にはサイン会を予定しています。
Olivia Rosenthal, romancière, dramaturge et performeuse, est actuellement 
résidente à la Villa Kujoyama. Elle est l'auteur d'une dizaine de récits et a remporté 
le Prix du Livre Inter pour Que font les rennes après Noël ?, paru aux Editions 
Verticales en 2010. C'est ce roman qu'a choisi l'Université Seinan Gakuin pour 
mener un travail pédagogique auprès de ses étudiants de master en amont de sa 
venue à Fukuoka. Hiroko Mashimo, directrice du département de français, assurera 
la modération et la traduction de la rencontre, qui verra quatre étudiants s'adresser 
à l'écrivaine avant un échange avec la salle et une séance de signature.

トニー・ヴァレントと村田雄介を迎えて
RENCONTRE AVEC TONY VALENTE  
ET YUSUKE MURATA
1 1月 1 1日（日）14 :00 -15 :30 
Dimanche 1 1 novembre, 14 h00 -15 h30

1984年フランスのトゥールーズ生まれのトニー・ヴァレントは、20 13年から
アンカマ社より『ラディアン』を出版し、今年8月には第 10巻が刊行されました。
日本語訳はユーロマンガ社より第7巻まで発売されています。また、20 18年
10月からNHK初のアニメ化されたフランス漫画としてEテレで放映予定です！
トニー・ヴァレントは 1 1月 10日と 1 1日の二日間、北九州では第一回目の開催
となる海外マンガフェスタに参加し、アンスティチュ・フランセ九州のスタンドで
サイン会を行います。1 1日（日）には『ワンパンマン』で有名な漫画家、村田雄介
をゲストに迎えトークイベントを行います。
Né en 1984 à Toulouse, Tony Valente publie chez Ankama depuis 2013 le manga 
Radiant, dont le tome 10 est sorti en août dernier et dont les 7 premiers tomes sont 
parus en japonais chez euromanga. Premier manga français adapté en anime par la 
NHK, Radiant sera diffusé sur la chaîne ETV à partir d'octobre 2018 ! Tony Valente 
participera à la première édition du Kaigai Manga Festa à Kitakyushu les 10 et 11 
novembre, pour une rencontre publique avec le mangaka Yusuke Murata, auteur 
du célèbre One-Punch Man,  et des séances de signature sur le stand de l'Institut 
pendant les deux journées du festival.

会場：西南コミュニティーセンター 
（福岡市早良区西新 6-2-92）
入場無料・要予約・日本語通訳付き
主催：アンスティチュ･フランセ九州、 
西南学院大学
お問い合わせ・ご予約：アンスティチュ・フランセ
九州（Tel : 092-712-0904）

Lieu : Seinan Community Center  
(6-2-92 Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka-shi)

会場 : 西日本総合展示場新館 
（北九州市小倉北区浅野 3-8-1）
入場無料・予約不要・日本語通訳付き
主催：アンスティチュ･フランセ九州、 
北九州市漫画ミュージアム
協力 : 海外マンガフェスタ実行委員会、 
ユーロマンガ
お問い合わせ：北九州市漫画ミュージアム 
（Tel : 093-5 12-50 7 7）

© C. Hélie

© euromanga

20 18 年度ヴィラ九条山レジデント / Résidente de la Villa Kujoyama en 20 18

ヴィラ九条山は、1992年に加藤邦男氏の設計で建てられ、今日アジ
アで最も歴史的由緒ある最大のアーティスト・イン・レジデンスです。
アンスティチュ・フランセ日本の一支部として、ベタンクールシュエ ー 
ラー財団とアンスティチュ・フランセの特別支援を受けています。

La Villa Kujoyama construite en 1992 par l'architecte Kunio Kato, est aujourd'hui l'un des 
plus anciens et plus prestigieux programmes de résidences artistiques de recherche en 
Asie. La Villa Kujoyama est un établissement de l'Institut français du Japon et bénéficie du 
soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et de l'Institut français.
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レイラ・スリマニを迎えて
RENCONTRE AVEC LEÏLA SLIMANI

1 1月26日（月）17 :00 -18 :30 
Lundi 26 novembre, 17 h00 -18 h30

198 1年モロッコ生まれのレイラ・スリマニは、首都ラバドのフランス人学校を
卒業後、1999年にパリに移住し哲学と文学を学んだ後、パリ政治学院に入
学します。2008～20 12年の週刊誌『Jeune Afrique』のジャーナリストを
経て、文学に専念することを決意します。20 14年にガリマール社から刊行さ
れた処女作『Dans le jardin de l'ogre ／人喰い鬼の庭で』に続き、20 16年
に刊行された二作目『ヌヌ 完璧なベビーシッター』は最も権威ある文学賞ゴン
クール賞を受賞。長崎で第一回目の開催となる読書の秋では、集英社から日
本語訳が出版されている二作目について講演会とサイン会を行います。
Leïla Slimani est née au Maroc en 1981. Elle fait ses études au Lycée français de 
Rabat, puis s'installe à Paris en 1999 pour y poursuivre des études de philosophie 
et de lettres avant d'intégrer l'Institut d'Etudes politiques. D'abord journaliste à 
l'hebdomadaire Jeune Afrique de 2008 à 2012, elle décide de se consacrer à la 
littérature. Elle publie en 2014 chez Gallimard son premier roman Dans le jardin de 
l'ogre, suivi en 2016 de Chanson douce qui remporte le prestigieux Prix Goncourt. 
Elle viendra présenter et dédicacer ce second roman, paru en japonais chez 
Shueisha, pour une première édition de Feuilles d'Automne à Nagasaki .

会場 : 長崎外国語大学（長崎市横尾 3-15-1）
入場無料
主催：アンスティチュ･フランセ九州、 
長崎外国語大学
協力：長崎日仏協会
お問い合わせ・ご予約：長崎外国語大学 
（Tel. : 095-840-2000）

Lieu : Université des langues étrangères de 
Nagasaki (3-15-1 Yokoo, Nagasaki-shi)
Entrée libre

会場：アルカスSASEBO中ホール 
（佐世保市三浦町 2-3）
料金：【全席指定】一般 4,500円、 
学生 2,000円
発売日：一般発売 9/ 1（土）
主催・お問い合わせ：アルカスSASEBO 
（Tel : 0956-42-1 1 1 1）

Lieu : Arkas SASEBO hall 
Tarifs : Plein tarif 4.500 yens /  
Étudiants 2.000 yens
Renseignements : Arkas SASEBO hall 
(Tél. : 0956-42-1111)

© Catherine Hélie

© Nick Granito

クラシック音楽
MUSIQUE CLASSIQUE
パスカル・ロジェ×三川内焼 
～ドビュッシーと光～
PASCAL ROGÉ & MIKAWACHIYAKI  
« DEBUSSY ET LUMIÉRE» 

1 1月25日（日）14 :00  
Dimanche 25 novembre, 14 h00  

本リサイタルは20 18年の日仏交流 160周年とクロード・ドビュッシー没後
100周年を記念して開催されます。音楽一家に生まれ、パリのコンセルバト
ワールで教育を受けたパスカル・ロジェは数々の栄えある国際コンクールでグ
ランプリを受賞、197 1年にはロン＝ティボー国際コンクールで最優秀賞を受
賞しています。世界各国での演奏ツアーのみならず、収録された音楽において
もフランス音楽に光をあててきました。アルカスSASEBOではピアノのための
ドビッシーの名曲と日本遺産である「三川内焼」のマリアージュといった独特の
演出でお楽しみいただきます。
Ce récital célèbre un double anniversaire qui marque l'année 2018, le 160e des 
relations franco-japonaises et le centenaire du décès de Claude Debussy. Né 
dans une famille de musiciens et formé au Conservatoire de Paris, Pascal Rogé 
a remporté plusieurs grands prix internationaux dont la récompense suprême 
du concours Long-Thibaud en 1971. Durant toute sa carrière, il a fait rayonner la 
musique française à travers le monde aussi bien grâce à ses enregistrements 
discographiques qu'à ses tournées de concerts. À Arkas Sasebo, il se produira dans 
une scénographie originale mariant l'œuvre pour piano de Debussy à la céramique 
traditionnelle de Mikawachiyaki. 
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コンテンポラリー・ダンス
DANSE CONTEMPORAINE
フランク・ミケレッティ「ShoshO」
FRANK MICHELETTI « SHOSHO »

12月 15日（土）16 :00 
Samedi 15 décembre, 16 h00

振付家でダンサーのフランク・ミケレッティは、2009年のヴィラ九条山のレジ
デントで、ダンス・カンパニー「クビライ・カン・アンヴェスティガシオン」のアート・
ディレクターを務めています。海外で定期的に制作する国際色豊かなチームを
率いて、20年来、それぞれのプロジェクト、行為そのものが、場所の特殊性にリ
ンクするというノマド的な芸術活動の実践を探求してきました。今回は、アンス
ティチュ・フランセのプログラム「ビブリオテーク・ヴィヴァント～生きている図
書館」の支援を受け、フランク・ミケレッティが福岡に滞在しアンスティチュ・フラ
ンセ九州のメディアテークにて、自身のソロ最新作「ShoshO」をもとにその場を
生かした唯一無二のパフォーマンスをサプライズ・ゲストと共にお届けします。
Chorégraphe et danseur, résident à la Villa Kujoyama en 2009, Frank Micheletti 
est directeur artistique de la compagnie Kubilai Khan Investigations. A la tête d'une 
équipe cosmopolite qui crée régulièrement à l'étranger, il explore depuis 20 ans 
une pratique artistique nomade qui lie intrinsèquement chaque projet, chaque 
geste, à la particularité des lieux. Avec le soutien du programme « Bibliothèques 
vivantes » de l'Institut français de Paris, il séjournera à Fukuoka pour travailler dans 
la médiathèque de l'Institut, y collecter des matériaux spécifiques et imaginer une 
performance unique adaptée de son dernier solo, ShoshO, avec l'intervention d'un 
invité surprise. 

会場 : アンスティチュ・フランセ九州 3Fメディア
テーク
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）

Lieu : Médiathèque, 3e étage de l'Institut
Entrée libre
Renseignements : Institut  
(Tél : 092-7 12-0904)

© Benoit Chapon



*  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・フィロ Café philo

ミシェル・フーコー『言葉と物』
MICHEL FOUCAULT - LES MOTS ET LES CHOSES

10月26日（金） 19:00-20:00
Vendredi 26 octobre, 19h00-20h00

ミシェル・フーコーは世界で最も引用され、
20世紀後半の思想に深い痕跡を残したと
作家といえるでしょう。また、「自分であるとい
う勇気」を教えてくれた重要な哲学者です。
Michel Foucault, auteur le plus cité au monde, a profondément marqué la pensée 
de la seconde moitié du XXe siècle. Un philosophe important aussi pour avoir eu 
''le courage d'être soi''.

進行役：ヨアン　Animé par Yoann M-1

アンスティチュ読書部 Club littéraire

文学の新学期
RENTRÉE LITTÉRAIRE

11月30日（金） 19:00-20:00
Vendredi 30 novembre, 19h00-20h00

秋は新刊ラッシュの季節。フランスの本屋さん
が賑わう「文学の新学期」に、話題のフランス
人作家の作品を紹介します。あなたのお気に入りの作家も教えてください。
Pour ce café d'automne, nous vous présenterons une sélection des titres qui ont 
marqué la rentrée littéraire 2018 en France. Vous pourrez également échanger 
sur vos dernières lectures ou vos livres favoris.

進行役：ジョアン　Animé par Johan M-3

歴史カフェ Café historique

アンリ4世 ～ 緑の情夫
HENRI IV - LE VERT-GALANT

12月14日（金）19:00-20:00
Vendredi 14 décembre, 19h00-
20h00

狂信的なカトリック教徒ラヴァイヤッ
クに刺殺され400年の時が過ぎてもなお、アンリ4世はフランスの集
合的記憶の中に輝きを放っています。今回はアンリ4世の統治時代に
ついて参考書籍を紹介しながら見ていきます。
Quatre cents ans après son assassinat par Ravaillac, Henri IV brille toujours 
aussi intensément dans la mémoire collective française. Nous aborderons 
les dates clés de son règne, qui a permis la fin des guerres de Religion et la 
construction de la grande galerie du Louvre.

進行役：ヨアン　Animé par Yoann M-5

カフェ・シャンソン Café Chanson

ジャック・ブレル没後40周年
COMMÉMORATION DES 40 ANS  
DE LA MORT DE JACQUES BREL

12月7日（金） 19:00-20:00
Vendredi 7 décembre 19h00-20h00

オンライン図書館キュルチュールテックを活用し
ながら、没後40周年を迎えるフランスを代表す
るシャンソン歌手ジャック・ブレルの世界へご案内します。
Grâce à Culturethèque, venez partager un moment musical en découvrant les 
titres incontournables de Jacques Brel à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort.

進行役：れいら　Animé par Layla M-4

文学カフェ Café littéraire

ノーベル文学賞
PRIX NOBEL DE LITTÉRATURE

11月2日（金）19:00-20:00
Vendredi 2 novembre, 19h00-20h00

選考委員会の混乱を受けて、ノーベル文学
賞の発表は来年へ持ち越しになりました。
この機会に過去の歴史を振り返ってみましょう！これまでフランスの受賞
者数は 15人、国別では世界最多です。（ロマン・ロラン、アナトール・フラ
ンス、ジッド、カミュ、ル・クレジオ、モディアノ…）
Le Prix Nobel de littérature 2018 est… reporté à 2019 ! En attendant, nous vous 
proposons de (re)découvrir les œuvres des 15 lauréats français : Romain Rolland, 
Anatole France, Gide, Camus, Le Clézio, Modiano...

進行役：倉方健作（九州大学准教授）　 
Animé par Kensaku, professeur de l'Université du Kyushu M-2

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。

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
10月13日、27日、11月10日、24日、12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 13 et 27 octobre, 10 et 24 novembre, 1er et 15 
décembre, 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 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. AS11-A18

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

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

DR

DR

DR

DR

DR
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カレンダー
CALENDRIER 夏学期：2018年10月6日（土）～12月22日（土）

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. . . . .P20～30

メディアテーク . . . . . . . . . P3 1

カフェ・デ・ザミ . . . . . . . . P3 1

文

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
文   カイエ・デュ・シネマ週間 
（広島：9/14–9/24）

15

文   YPFセレクション展2018
（9/15–10/6）

  こどものためのアトリエ（アート）

16
17 語   夏期講座登録受付（9/17–9/29）

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
語   フランス語入門デー
文   ヒロシマ・アート・ドキュメント 
（9/22–10/3）

23
24

25 文   フランスワイン巡り

26

27 文   アーティスト・イン・アイランド 
（9/27–11/30）

28  文学カフェ

29 語   DELF秋季試験出願受付締切
30

10月 OCTOBRE

1

語   ビジネスフランス語集中講座
（10/1–10/4）
文   くまもとフレンチウィーク2018 
（熊本：10/1-10/31）

2 語   フランス語無料体験レッスン

3 語   フランス語無料体験レッスン
4
5
6
7

8 文   404フェスティバル福岡
（10/8–10/14）

9 文   フランスワイン巡り
10
11

12 文   オリヴィア・ローゼンタール
を迎えて

13   こどものためのアトリエ（遊び）

14
15

16 語   TCF（一般） 
秋季試験出願受付締切

17
18
19 文  フレンチ・ポップス
20 文   西洋美術史
21
22

23 文   フランスワイン巡り

24
25 文   フランス史
26  カフェ・フィロ

27
  こどものためのアトリエ（アート）

文   西洋美術史

28
29
30 文  アトリエ・フロマージュ
31

11月 NOVEMBRE
1

2  文学カフェ

3 語   DELF秋季試験
4 語   DELF秋季試験
5
6
7

8

9 文   フランスの世界文化遺産めぐり

10

  こどものためのアトリエ（遊び）
文   西洋美術史
文   トニー・ヴァレント 

@海外マンガフェスティバル

11
文   トニー・ヴァレント 

@海外マンガフェスティバル
12
13 文   フランスワイン巡り
14
15

16
語   TCF（一般）秋季試験
文   フレンチ・ポップス

17
文   西洋美術史
文   ツール・ド・フランス

18
19
20
21
22 文  フランス美術史
23

24   こどものためのアトリエ（アート）

25
文   パスカル・ロジェ×三川内焼 
（佐世保）

26 文   レイラ・スリマニを迎えて（長崎）

27 文  フランスワイン巡り
28

29 文   フランス美術史

30  アンスティチュ読書部

12月 DÉCEMBRE

1
文   芸術サロン
文   カイエ・デュ・シネマ週間（山口）

2 文   カイエ・デュ・シネマ週間（山口）

3
4
5
6 文   フランス美術史

7
文   フランスの古代エジプト学

 カフェ・シャンソン

8   こどものためのアトリエ（遊び）
文   2018年下半期のフランス映画

9
10
11 文   フランスワイン巡り
12
13 文   フランス美術史
14  歴史カフェ

15
文   フランク・ミケレッティ
「ShoshO」

16
17
18
19
20
21 文  フレンチ・ポップス
22   こどものためのアトリエ（アート）
23 12/23（日）～1/3（木）全館休館
24

25

26
27
28
29
30
31

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



カフェ パンデロー（大名・アンスティチュ同ビル 1階奥） 

デザートプレゼント L  
飲み物テイクアウト 100円引き 

ル シュバリエ（大名・アンスティチュすぐ近く）  
ワインカラフェ（500 ml）プレゼント 赤または白

オー・バカナル（大丸パサージュ広場）  
ドリンク料金をテーブルでもカウンター料金で
（50円引き）

カフェ・ジャック・モノー（天神） 
料金20 %割引

ル・ブルトン（今泉）  
1 ,000円以上ご利用の方は 100円引

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：読書の秋20 18招聘作家 レイラ・スリマニ
Couverture : Leïla Slimani, invitée de Feuilles d'Automne 20 18

© Catherine Hélie

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） 
アフターコーヒーあるいは紅茶 
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




