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Le printemps est là, saison du renouveau et du 
changement par excellence!
C’est pour nous l’occasion de vous présenter la nouvelle brochure 
de l’Institut français du Japon – Tokyo qui est née de la volonté de 
réunir notre programme culturel « Encore » et la très populaire 
brochure des cours pour donner à notre action plus de cohérence et répondre à l’attente des 
usagers de l’Institut. 
Comme toujours, vous découvrirez au fil de ces pages l'intégralité de notre offre de cours, avec 
ses grands classiques et ses nouveautés, le calendrier des examens ou encore notre nouveau 
service de cours à la carte. La différence est que désormais nous vous donnerons également 
rendez-vous pour nos évènements au sein de cette brochure, parmi lesquels la Fête de la 
musique, le Festival du film français ou la seconde édition de La Nuit de la philo qui figureront 
en bonne place ce printemps.
La littérature, les arts visuels et de la scène ne sont pas en reste avec un programme riche et 
de grande qualité avec le retour au Japon de Philippe Decouflé (danse – Saitama Arts Theater), 
Camille Boitel (nouveau cirque – Tokyo Metropolitan Theatre), l’exposition de Nicolas Buffe 
au Musée Hara, dont l’Institut se fait l’écho, ou encore une rencontre de l’auteur guinéen 
Tierno Monénembo avec le romancier japonais Masatsugu Ono. Sans oublier la participation 
de nombreux artistes français au « World Theatre Festival Shizuoka under Mt. Fuji 2014 » 
organisé par le SPAC et plusieurs autres manifestations qui feront de ce trimestre un temps 
fort de la célébration du 90ème anniversaire du partenariat culturel franco-japonais.

L’apprentissage d’une langue c’est aussi découvrir une autre culture et l’aimer. Cette nouvelle 
brochure est pour nous l’incarnation de ce postulat.

Jean-Jacques Garnier,
Directeur de l’IFJ-T

新しい始まりや変化で溢れる季節、春の到来です！
私たちにとってこの春は、アンスティチュ・フランセ東京の新しいパンフレットを皆様
にご紹介する機会となります。この「フランス語講座・文化プログラム」は、アンスティ
チュ・フランセ東京の活動全体の一貫性を高め、また、当館をご利用いただく皆様のご
期待にお応えするため、文化プログラム「アンコール」と多くの方にご活用いただいてい
るフランス語講座プログラムをひとつにまとめ、生まれました。
本誌を読み進めていただくと、かねてよりご利用いただいている講座、新設講座、資格
試験のスケジュール、そして新しくスタートしたア・ラ・カルトで学べるプライベート
レッスンなど、アンスティチュ・フランセ東京の全ての講座プログラムを発見していた
だけます。更に、今学期からは、このパンフレット一冊で文化イベントの情報もご覧い
ただけます。 中でも、「音楽の日」や「フランス映画祭」そして今年で第2回目を迎える「哲
学の夕べ」はこの春見逃せません。
文学、ビジュアルアート、舞台芸術の分野でも、フィリップ・ドゥクフレの再来日（彩の
国さいたま芸術劇場でのダンス公演）、カミーユ・ボワテル演出によるヌーヴォー・シ
ルク公演（東京芸術劇場）、アンスティチュ・フランセ東京内でも関連イベントを開催す
る原美術館でのニコラ ビュフの展示会、更には、ギニア共和国出身の作家チエルノ・モ
ネネンボと小説家の小野正嗣による対談など、豊富で優れたプログラムが目白押しです。
そしてもちろん、多くのフランス人アーティストが参加する、SPAC（静岡県舞台芸術セ
ンター）主催の「ふじのくに⇄せかい演劇祭2014」をはじめ、今学期を日仏文化協力90周
年の祝福ムードで彩るその他のイベントも是非お楽しみください。

言語の習得は異なる文化を発見し、愛好することでもあります。皆様にも、この新しい
パンフレットを通してそれを感じていただけると幸いです。

アンスティチュ・フランセ東京　館長
ジャン＝ジャック・ガルニエ

ご挨拶 ÉDITORIAL
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フランス語ならアンスティチュ・フランセ東京！！ つの理由つの理由

APPRENDRE LE FRANÇAIS À L'INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON -TOKYO : 
UNE GARANTIE DE QUALITÉ

77
フランス政府公式機関
数多ある語学学校の枠を超えた存在。フランス語とフラン
ス文化の掛け橋となるべく、日仏両国の協力で1952年に誕
生しました。

1
質の高い講座
専門教育を受けた教師による講座は欧州評議会が設定し
た6つのレベルに則り、フランス国民教育省と外務省のエキ
スパートが常にその質と一貫性を評価しています。

2
多彩なメニュ－
簡単な挨拶からロラン・バルトの文章が読めるまで。全くの
初心者からバイリンガルレベルまで網羅する、東京ならでは
の豊富な講座メニューに加え、語学・文化に対する探求心
にお応えする多彩なテーマ別クラス（文学、芸術、歴史、シャ
ンソン…）や商業フランス語、翻訳クラスもあります。

3

認定試験
権威ある機関（フランス国民教育省）が行うTCF（フランス
語能力テスト）、DELF、DALFなど、各種試験の公式試験会
場となっているので、語学力を試したり、認定資格取得を目
指せます。

4

イベント
アンスティチュ・フランセ東京は語学学校であると同時に文化センターです。
メディアテーク、映画、展覧会、講演会 …
ここにはいつも、フランスやフランス語圏の文化的側面に関する新しい発見
があります。通学生は登録学期から1年間アンスティチュ・フランセ東京会員
です。

6

まずアンスティチュ・フランセ東京へ、
それがフランスへの第一歩
アンスティチュ・フランセ東京にはフレンチレストラン「ブラスリー」、デザイナー
ズカフェ、フランス図書専門店「リヴ・ゴーシュ」があり、フランスのテレビ放送
が常に流れ、フランスの雰囲気を東京の真中で味わえる、まさにプチ・フラン
ス。フランス語を学び、フランス文化に触れる最高のスポットなのです。

7

ユニークなサービス
熱心に受講して下さる皆様にお応えすべく、様々な特典をご利用いただける
ポイントサービスがあります。
ネットサービスのネットフォローでは欠席した授業の概要が調べられ、オンラ
イントレーニングでは、動詞の活用練習や発音トレーニングが何度も出来ま
す。レベルに不安のある新入生は教師による無料面接が受けられます。
アンスティチュ・フランセ東京は、質の高い授業を受けられるよう、出来る限り
のことを致します。
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2014年4月1日より、消費税法の改定に伴い、やむを得ず受講料を改定させていただく運びとなり
ました。皆様方にはご負担をおかけ致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。2014年
3月31日までにご登録の場合は、改定前の受講料でお申し込みいただけます。お早めにご登録下さい。

受講料改定のお知らせ1

春学期の授業にご登録をされた方の中から、厳正なる抽選の上、パリ往復航空券をプレゼント！
ご登録クラス数に応じてチャンスもアップ！詳細は、ご登録時に受付にお尋ねください。（一部ご利用
できない期間がございます。）

パリ往復航空券が当たる！（提供：ANA）2

時間をかけて着実にステップアップを目指す方のための入門フランス語講座。教科書は使用せず、
入門レベルで必要となる内容をバランスよく、ゆっくり学びます。マイペースにのんびり学びたい方
に最適なクラスです。詳細は 9ページをご覧下さい。

のんびり学ぶフランス語！3

スタート以来大変好評を得ているプライベートレッスン。弱点強化や目的に合わせてピンポイント
で学べます。自分のペースや目的に合わせて、教師をひとり占めできる贅沢な50分を有意義に使っ
てレベルアップを図りましょう。詳細は 48ページをご覧下さい。

プライベートレッスン！4

この春、アンスティチュ・フランセ東京が初めて企画する、受講生と講師陣との親睦パーティーを3月
20日（木）19時からラ・ブラスリーにて行います。楽しく打ち解けた雰囲気の中、美味しい料理とワ
インで、待ちに待った春の訪れを共に祝いましょう！ご予約はお早めに！ 詳細は後日発表。

受講生と講師陣との親睦パーティー開催！5

2014年春学期のホットニュース
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*  Programme sous réserve de modifications. Pour plus d’informations, consultez régulièrement notre 
site internet.

 時間割は都合により変更されることがありますのでご了承下さい。
変更のお知らせ、プログラムの詳細はアンスティチュ・フランセ東京のHPをご覧ください。

* 夏学期（2014年6月28日開講）時間割は6月中旬発表の予定です。

Crédit Photo :  Cédric RIVEAU, Philippe MARINIG, Junya SUZUKI, Eric RECHSTEINER, Claude ESTEBE
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ポイントサービス
アンスティチュ・フランセ東京の授業を受講されているすべての
通学生に（短期集中講座、プレミアムパックなどは除く）、10時
間の授業につき1ポイントを差し上げます。
1学期に合計30時間以上のクラスをお申し込みの方は、30時間
を超える分のポイントが2倍になります。また、今学期初めて登
録される新入生は、特別プレゼントとしてポイント2倍！そして、
2014年冬学期以降に発行するポイントは有効期限なしの永久
ポイント！2つ目の割引クラスは、すべてのクラスが対象*！

● 3ポイントで、アンスティチュ・フランセ東京内「ル・カフェ」
でエスプレッソあるいはコーヒーを1杯無料サービス！

● 4ポイント使用で2つ目のクラスが20％引き！
● 5ポイント使用で在校生登録日の2日前から先行登録
可能！

●10ポイント使用で2つ目のクラスが50％引き！
* 2つ目の割引クラスは、すべてのクラスが対象ですが、1つ
目の受講料を超えないクラスを対象とします。また、年会費
の発生しないクラスおよびプライベートレッスンは割引サー
ビスの対象外です。

― 2つ目のクラスの割引は、同一学期に1つ目のクラスを通常通りにご
登録後、2つ目のクラスを登録なさる場合の割引サービスです。ポイ
ントサービスを利用して登録したクラスのポイントは付与されません。

― 年会費の発生しないクラス（特別短期集中講座、プレミアムパック、
アトリエなど）にはポイントは付与されません。

― プライベートレッスンは、10回分（53,100円）を一括でご購入の場
合のみ、1ポイントが付与されます。

― 3ポイントを使用しての「ル・カフェ」でのご注文は、エスプレッソ
またはコーヒーのみとなります。ご了承下さい。

― ポイントサービスはご本人のみ有効で、他人への譲渡・貸与・換
金は出来ません。ご登録時、ポイントカードをご持参いただけな
い場合はポイントは差し上げられません。

― ポイントカード紛失の際の再発行は出来ません。
― 2013年秋学期までに獲得したポイントの有効期限は獲得した学
期より2年間です。

VIP先行受付
ポイントを利用して先行受付 !
ポイントを利用すれば3月5日、6日に「VIP先行受付」が可
能です。長蛇の列を避け、ご希望のコースにご登録出来ま
す。先行受付には5ポイント必要です。有効期限内のポイ
ントカードをご持参頂けない場合はお受け出来ません。

授業振替制度
やむなく欠席しなければならない授業の代わりに、同じレベ
ルの他の授業を受講できます。ただし、振替は当該学期にご
登録1クラスにつき2回まで、ご登録しているクラスと同じレ
ベルで、同じ授業時間数、受講料のクラスに限ります。欠席
が事前にお分かりの場合は、振替制度を是非ご利用ください！
― 振替制度をご予約、ご利用いただけるのは、学期開始第3週目以降
となります。ただし、振替のご利用は同じ学期内に限ります。

― 振替のできる授業は、空席のあるクラスのみとなります。
― 振替をご希望の方は、欠席される授業の前日の17時までに、受
付窓口またはお電話（03-5206-2500）にて、振替ご希望クラス・
日にちをご予約ください。振替授業当日、受付にて授業振替券
をお受取の上、振替授業にご出席ください。授業後、授業振替
券に教師のサインをもらい、必ず受付に返却をしてください。

― 欠席当日や欠席後のご予約、メールでのご予約は一切お受けでき
ません。一度予約されたクラスは変更、キャンセルはできません。

― 特別短期集中講座など、年会費の発生しないクラスは授業振替
制度はありません。

― 振替クラスはご登録のクラスの授業内容と合致しない場合があ
りますので、あらかじめご了承下さい。

学生割引
学生は、受講料が5％OFFになります。この機会に
是非受講してください。
但し、日本国内の高校、専門学校、大学・大学院に在籍の25
歳以下の方に限ります。通信制、夜間大学は除きます。
（別途年会費￥6,000がかかります。ご登録には学生証の提示が必要
です。ポイントサービスのポイントは付与されません。また、ポイン
トサービスとの併用は出来ません。）

受講手続と受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

サービス
SERVICES
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2014年 春学期

4月5日（土） ～ 6月20日（金）
ゴールデンウィーク中（4月30日～ 5月6日）は全館休館につ
き授業がありません。
4月29日（火・祝）は授業を行います。
休講の場合は、学期終了後1週間以内に補講を行うことがあ
ります。

登録受付
在校生 3月  7日（金）～
新入生 3月17日（月）～
第1回目の授業後、申し込み人数が少ないクラスは中止され
る場合がありますので、お早めにご登録下さい。
3月21日（金・祝）は休館日です。

受付執務時間
月曜日 ：12h00 ～ 20h00＊ 土曜日：9h30～ 19h00
火～金曜日：   9h30 ～ 20h00＊ 日曜日：9h30～ 18h00

ご登録、ご相談は執務終了30分前迄にお越し下さい。
 * 受付執務時間の変更 ： 学期開始3週目（4月19日）以降、次
学期登録開始日前日までの月～金曜日は19h30までの執
務時間となりますので、ご注意下さい。

年会費（4学期間有効、更新制）

一般 ¥8,000 学生 ¥6,000（学生証要提示）

入学金はいただきませんが、アンスティチュ・フラ
ンセ東京会員料金に相当する年会費を申し受けます。
通学講座受講生対象のネットサービスがご利用いた
だける他、メディアテークでの貸出サービスが無料
で受けられます。アンスティチュ・フランセ東京内
書店「リヴ・ゴーシュ」では5%の割引（ただし、洋書
のみ、教材、雑誌関係は含みません）が適用されます。
アンスティチュ・フランセ東京主催の映画上映会入
場料が割引になるなど、会員としての各種特典があ
りますので、是非ご利用下さい。
受講料は受付にて全額、前納していただきます。分
納はお受けしておりません。お支払は現金の他、
MUFG、DC、UFJ、NICOS、VISA、MASTERカードで
お支払いいただけます（1回払い）。
事務手続（登録、クラス変更手続きなど）はすべて直
接受付窓口でお願いします。お電話ではお受け出
来ません。また、登録予約システムはありません。 
どうぞご了承下さい。

通学講座 受講料 2014年 4月 1日より受講料が改定
となります。ご了承下さい。

時間数 受講料 時間数 受講料

10時間 ¥19,500 25時間 ¥43,750

15時間 ¥27,000 30時間 ¥50,900

20時間 ¥35,000 40時間 ¥64,300

上記は各クラス一学期分受講料のお支払金額です。
表に該当しないクラスの受講料（お支払金額）もございます
ので、各ページをご参照下さい。

お申し込みの際の注意事項

● 授業のご登録は、16歳以上の方が対象です。
●  受講料未納のまま無断で受講することは固くお断り致しま
す。学期開始第一週は聴講システムがあります。登録する
前に1クラスにつき1000円で聴講が可能で、聴講したクラ
スに申し込まれる場合は受講料の一部とみなします。但し、
クラスの定員に余裕がある場合に限らせていだたきます。
詳細は、受付にお問い合わせ下さい。

●  ご登録は申込順です。クラスは固定制・定員制で、満員に
なり次第締め切らせていだだきます。ご希望のクラスが満
員の場合、キャンセル待ちのシステムがあります。受付窓
口へお申し出下さい。

●  第一回の授業後、申込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。申し込まれていた方には相応しい
クラスをご案内致します。変更するクラスがない場合は返
金します。

●  クラス変更は学期開始第一週に限り、一度だけお受けしま
す（差額は返金出来ません）。 但し、満員のクラスにはお
移りになれません。
※4月1日以降にクラスを変更される場合は、同じ時間
数のクラスでも新料金が適用され、差額が発生します。
あらかじめご了承ください。

●  講師や他の受講者、スタッフに迷惑をかける行為があった
場合は、受講をお断りすることがあります。

●  やむを得ない事情により担当講師による授業が不可能な場
合は、代講または休講となります。休講の場合は原則とし
て学期内または学期終了後1週間以内に補講を行いますが、
補講を欠席されても補講回数分の受講料はご返金できませ
んのであらかじめご了承下さい。

●  クラスが中止された場合を除いて、一旦お申し込みになっ
たクラス・年会費のキャンセル・学期振替は原則としてお
受けできません。但し、当該学期に病気、転勤等の理由で
受講できなくなった場合は、勤務先発行の辞令や医師の診
断書などの公的な書類を提出していただければその限りで
はありません。

　 この場合、10％の事務手数料を申し受けます。また、学期
開講日から5週間経過後の返金、振替はお受けできません。

ネットサービス  http://cours.institutfrancais.jp/

アンスティチュ・フランセ東京通学講座受講生対象の特別なサービスです。

*  パスワードは学期ごとに変更され、登録された授業の担当講師が開講2週目以降にお知らせします。お電話やメールでのお問い合
わせはお受け出来ません。

 各学期ごとに利用期限が設定されており、期限を過ぎるとすべて消去されますので、ご了承下さい。

●発音講座23課、動詞の活用練習、発音トレーニング150問もご利用いただけます！

●授業を受けられなかった?

●授業中に出された宿題を書き留めなかった?

●2週間前に習った範囲が思い出せない?

上記のアドレスにアクセスして、ログイン画面で
「Tokyo」を選択後、クラス記号とパスワード *を入
力してください。
授業内容概要とどのような宿題が出されたのかがわ
かります。

受
講
手
続
と
受
講
料

/サ
ー
ビ
ス
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●アンスティチュ・フランセ東京が初めての方へ。クラスの選び方は ...

①フランス語もその他のラテン系外国語（イタリア語、スペイン語等）も習ったことがない ...
　→フランス語が初めての方対象の♥印クラスからお選び下さい。（9～ 12ページ）
②フランス語を習ったことがある。フランスに住んだことがある。フランス語にある程度親しんでいる ...  
　→ クラスを選択された方は受付へ、ご自分のレベルがわからず、クラスを決めかねている方はオリエンテー
ションを受けて下さい。コンピュータによるレベルチェックはご自宅でも可能です。

講座の種類
アンスティチュ・フランセ東京はフランス語とフランス文化に関する最も多彩な講座を提供しております。時間割は
レベル別に分けてあります。 各レベルにはタイプの異なる講座があり、大きく下記の7つに分けられます。

1. 総合フランス語
アンスティチュ・フランセ東京のベーシックな講座です。最新の
教材を導入し、語学のすべての側面（コミュニケーション、文法、
語彙、会話、講読等）、及びフランス文化も学べます。プレミア
ムパック：週3回13.5時間授業（3×4.5h）、集中：週2回4時間（2
×2h）、スタンダード：週1回3時間（1×3h）様々なペース配分が
あり、ご都合に合わせてクラスをお選びいただけます。
プレミアムパックは、短期間（1学期）でフランス語の基礎を修得、
希望者は、学期末にフランス語力を客観的に判断できるフランス
語能力認定試験が無料で受けられます。

2. 補足強化
強化したい項目（文法、発音、会話など）に的を絞って学んだり、
総合フランス語の補足クラスにもなります。
週1回1～ 3時間コースです。

4. 実務フランス語
仕事上必要となるフランス語学習向け
のクラスがあります。
週 1回 1.5～ 2時間コースです。

5. 資格試験準備
TCF、DELF、DALFなどの試験準備や商業
フランス語試験を目指す方向けのクラス
があります。週1回2時間コースです。

6. 通訳・翻訳
同時通訳、文芸翻訳クラスがあります。
週1回1.5～ 2時間コースです。

7. 古典語
ギリシャ語、ラテン語クラスがあります。
週1回1～ 2時間コースです。

3. テーマ別
文学、芸術、歴史、映画、建築など、様々なテーマからフラ
ンス文化にアプローチします。あなたに合ったアプローチ方
法がきっと見つかるでしょう。
週1回1.5～ 3時間コースです。

①コンピュータによるレベルチェック 
アンスティチュ・フランセ東京で、またはご自宅でのインターネットからhttp://institutfrancais.jp/
tokyo/niveaux/にアクセスし、レベルチェックをして下さい。結果をしっかり書きとめて下さい ! レ
ベルについては、60ページをご覧下さい。

②教師との面接（予約不要、最長5分・希望者のみ）
希望者は、新入生登録期間中*にアンスティチュ・フランセ東京へお越し下さい。教師があなたの
目的に合ったいくつかのクラスを選択します。その中からお選びいただけます。
*開講日前日までの一定期間です。日にちにより時間帯が異なります。詳細はHPでご確認下さい。

オリエンテーション

下記の要領で行います。まず①を、次に②を受けて下さい。

クラスの選択
COMMENT CHOISIR MA CLASSE ?



最低限必要なことを行うための、よく使われる
日常的表現やごく簡単な言い回しを理解し、
用いることができる。自分や他人を紹介するこ
とができ、個人的な質問（住んでいる場所、知
り合い、持ち物など）について質問をしたり、答
えたりできる。相手がゆっくり、はっきり話してく
れ、協力的であれば、簡単なやりとりができる。

A1入門 DÉBUTANT

アンスティチュ・フランセ東京5月31日（土）
Nuit de la Philo哲学の夕べ

→p64
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フランス・エクスプレス
France EXPRESS

フランス・エクスプレス   France EXPRESS

日曜日の1日単発6時間授業《フランス・エクスプレス》 
は、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です！様々なシチュエーション
を設定し、よく使われる表現を実践する形で覚えます。
質問があれば日本語で構いません！日曜日に6時間、楽
しくフランス語とフランス文化にふれてみませんか？

総合フランス語  
Français général

子どものためのフランス語    
Français pour les enfants  

6～ 12歳対象フランス語初心者クラス。絵本の読み聞
かせや遊びを通して、楽しみながら自然にフランス語を
身につけることを目指します。Alors, à bientôt les enfants !
アンスティチュ・フランセ東京年会費は不要。
注意：5月13日、6月10日の2回は、通常授業ではなく
「おはなしの時間」（http://www.institutfrancais.jp/tokyo/

enfants/）にご参加いただきます。

▲

1A1EF　Mlle HEURÉ   

のんびり学ぶフランス語
Le français, lentement ! 

通常のコースよりも一回の授業内容を少なくし、時間
をかけて着実にステップアップすることを目指すクラ
スです。6学期でA1終了程度の力をつけることを目標
としています。教科書は使わず、学習者のニーズとA1
で要求される内容のバランスをとりながら、プリント

A1 入門 DÉBUTANT

フランス・エクスプレス 3月16日の回は、￥15,500。4月以降の回は￥15,900。
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

0N0FE フランス・エクスプレス M. PASCAL 日 10h00-12h50
14h00-16h50 6h ￥15,900

（年会費不要）

開講予定日：3月16日、4月13日、5月25日、6月15日
受付締切：開講日前の水曜日
アンスティチュ・フランセ東京年会費は不要！

▲

0N0FE M. PASCAL

や録音・録画教材を介して学習項目を提案していきま
す。授業はフランス語で行いますが、フランス語の学
び方や発音の説明など、必要と思われる場合は日本語
も使います。（詳細は、受付にてご覧下さい。）1A2FA1
は初心者向けのクラス、1A2FA2は2学期目です。

▲

下記の一覧表をご覧ください。

外国語既習者のための入門フランス語 　 
Initiation au français pour anglicisants  

英語、ヨーロッパ系の言語を習ったことがある方にお
勧めします。外国語を学んだ経験を生かせば、初めて
のフランス語にも早く親しめるでしょう。教科書全課
を網羅するわけではありませんが、フランス語の基礎
となるポイントをピックアップすると共に、初期段階
から発音に留意します。次学期はスムーズに次のレベ
ル（アンテラクション2など）へ進めます。
使用教科書：Interactions 1（アンテラクション1）

▲

1A3EN　M. PIQUET 

総合フランス語 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥19,500→￥19,000、￥35,000→￥34,000
 ￥50,900→￥49,500

クラスコード 講座名／テキスト名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

1A1EF 子どものためのフランス語 Mlle HEURÉ 火 16h30-17h20 10h ￥19,500
（年会費不要）

1A2FA1 のんびり学ぶフランス語 Mme TOKIWA 火 10h00-11h50 20h ￥35,000

1A2FA2 のんびり学ぶフランス語 Mme UZAWA 水 10h00-11h50 20h ￥35,000

1A3EN 外国語既習者のための入門フランス語 M. PIQUET 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。印は今学期新設されたクラスです。

NOUVEAU
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本コースの特色：
通常コースより大幅に進度が速いこと、講師と生徒およ
び生徒同士の会話練習を主な教育法とすることです。教
科書Interactions（アンテラクション）を用い、具体的か
つ現実の状況に即した場面を通し、フランス語の基礎を
しっかりと身につけ、またコミュニケーション力の上達
を図ります。受講生の皆さんが最大限の成果を得られる
ためにも、遅刻・欠席は避け、授業に積極的に参加され
ることをお願いしております。学期後半、担当講師が補
講が必要と判断した方は、無料で補講を受けられます。
（火曜日と金曜日：16h00-16h50）

2冊の教科書：
より早くフランス語でコミュニケーションが取れるよう
に、学習者の脳にアプローチしながら学ぶ、という全
く新しい方法を用いた最新教材Interactions（アンテラク
ション）の1巻目と2巻目を使用し、コミュニケーション、
口頭・筆記表現、語彙、基礎文法、発音など、フランス
語の基礎を学びます。
使用教科書（Interactions 1, 2  アンテラクション1、2）の
代金は含まれておりません。教科書代:各約3,000円が
別途 必要ですのでご了承ください。

5名の講師陣：
アンスティチュ・フランセ東京の講師5名が「プレミア
ムパック」のために特別にチームを組んで力を尽くし対
応します。

2つの特典:
―プレミアムパックに登録された方はその学期に限り、
年会費無料で会員としてのサービスも受けられます。 
（次学期から他のクラスに登録する場合は年会費がか
かります。）
―希望者は学期末にTCF（フランス語能力試験）が無料
で受けられます。但し、指定日のみで、試験日程
の変更はお受けできません。毎学期、プレミアム
パック受講生は学期末に行われるTCFにおいて優秀 
な成績を収めています。

アンテラクション   Interactions 

Interactionsは、より早くフランス語でコミュニケーショ
ンが取れるように、学習者の脳にアプローチしながら
学ぶ、という全く新しい方法を用いた最新教材です。
発音や筆記にも留意しながら、覚えやすくすぐに使え
るダイアローグ、フランス人の日常生活を題材とした
ビデオを用い、楽しくフランス語の基礎を身につけま

A1 入門 DÉBUTANT

スピラル   Spirale 

Spiraleは、「ヨーロッパ共通参照枠」を元に日本人学習
者にとって難しい点を考慮し編集された特別な教科書
です。クラスでのコミュニケーションと段階的な学習
内容を通して、筆記・口頭両面のより早い上達が図れ
ます。次のレベルに進むのに必要なフランス語が無理
なく身につき、自信を持ってフランス語を使えるよう
になるでしょう。

▲

下記の一覧表をご覧ください。

ヌーボータクシー！1   Nouveau Taxi ! 1

日常生活で最低限必要なコミュニケーション能力が身
につくよう工夫され、見開き2ページで1レッスンのや
さしく分かりやすく学べる総合教材で、話す・聞く・
書く・読むの4つをスキルをまんべんなく学べます。
また、フランスを様々な面から理解し親しめます。ア
ンテラクション2、スピラルと内容が重複するためヌー
ボータクシー！ 1の1-8課は授業では扱いません。ヌー
ボータクシー！ 1の17課以降はA2レベルで扱います。
スピラル終了程度の方にお勧めします。

▲

下記の一覧表をご覧ください。

総合フランス語
Français général 

アンスティチュ・フランセ東京では、入門者向けに、長年に渡り評価を得ている日本語
併記の「スピラル」と、当館の講師が執筆に加わり、新しいアプローチ方法で学ぶ最新教材 
「アンテラクション 1」の優れた2つの総合教材をご用意しています。

3月31日までにご登録の場合の受講料：￥50,900→￥49,500

クラスコード 講座名／テキスト名 課 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
1G3IN1a Interactions 1 0-4 Mme LE CALVÉ 木 13h00-15h50 30h ￥50,900

1G3IN1b Interactions 1 0-4 M. PIRIOU 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN2a Interactions 1 5-8 Mme UZAWA 火 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN2b Interactions 1 5-8 M. PIRIOU 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

1G3IN3a Interactions 1 9-12 M. WIEL 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN3b Interactions 1 9-12 M. DERIBLE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN4a Interactions 2 5-8 M. MASSÉ 火 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN4b Interactions 2 5-8 M. MASSÉ 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

3月31日までにご登録の場合の受講料：￥50,900→￥49,500

クラスコード 講座名／テキスト名 課 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
1G3SP1a Spirale 0-6 Mme UZAWA 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3SP1b Spirale 0-6 M. PIQUET 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3SP2a Spirale 7-13 M. PASCAL 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3SP2b Spirale 7-13 M. SHIBATA 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3SP3a Spirale 14-21 Mme UZAWA 金 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3SP3b Spirale 14-21 M. FAVEREAU 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

1G3TX1a Nouveau Taxi ! 1 9-16 M. LEYMARIE 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3TX1b Nouveau Taxi ! 1 9-16 M. OURY 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

す。アンテラクション2は、アンテラクション1終了程
度の方向けのクラスです。
アンテラクション2に続くアンテラクション3（A2レベ
ル）は2014年中に発行予定。

▲

下記の一覧表をご覧ください。

プレミアムパック
PREMIUM PACK

特別集中講座 プレミアムパック　（￥199,500 / 週13.5時間）

盛りだくさんのトップパッケージ：1学期、10週間で認定証を手中に、渡仏準備！

プレミアムパックは、こんな方にお勧め ! 

● ゼロから始めたい方。                                                          
● フランス語学習において最高のスタートダッシュ 
を切りたい方。 
● 留学や転勤などで渡仏する前に基礎フランス語を 
身につけたい方。
● フランス語学習に充分時間が割け、1学期でフラ 
ンス語の基礎固めを望む方。
● フランスのフランス語検定試験を受けたい方。

1G0IN

火曜 水曜 金曜

午前  10h00-12h50 M. MASSÉ Mlle HEURÉ M. MASSÉ

午後  14h00-15h20 M. LE BOIS Mlle TAKASE Mme TOKIWA
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補足強化
Approfondissement linguistique

会話入門   Conversation pour faux-débutants 

フランス語を始めたばかりでほんの少しの基礎と語彙
しか習っていなくても心配はいりません！
このクラスは今までに習った単語を生かして会話の練
習をする入門者のための会話クラスです。
自信を持ってフランス語でのコミュニケーションが取
れるように、また早く上達できるよう現実の状況に即
して会話の練習を行います。

▲

1A1CV　Mme DUPEYRON

シャンソンと発音　 
Chansons françaises et prononciation  

多くの人に長年親しまれているスタンダードなシャン
ソンをフランス語で歌いながら、楽しく発音の練習を
しましょう。ユニークな発音メソッドを用いて、効果
的に習得を図ります。日本人の苦手とする発音や鼻母
音もきっと自然に発音できるようになるでしょう。全
てのレベルの方にお勧めします。

▲

1A2CH　Mme SUBLIME 

パリの歴史  
L'histoire de Paris

ケルトから現在に至るまで、2000年以上に渡って人々
はセーヌ河の畔に集落を形成し、その場所はかつてル
テティアと呼ばれていました。そして時を経てパリと
呼ばれるようになったのです。パリが作られた過程を
地図や写真、絵画で辿りながら、人々を魅了するパリ
の歴史を紐解いていきましょう。今学期は、パリ市街
の改造計画を推進し、「ベル・エポック」と呼ばれたオ
スマンの活躍した時代を取り上げます。時空を超えた
旅へ出発しましょう！

▲

1A2PA　Mme SUBLIME  

補足強化 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500、￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
1A1CV 会話入門 Mme DUPEYRON 火 12h00-13h20 15h ￥27,000

1A2CH シャンソンと発音 Mme SUBLIME 火 14h00-15h50 20h ￥35,000

1A2PA パリの歴史 Mme SUBLIME 火 11h00-12h50 20h ￥35,000

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。印は今学期新設されたクラスです。

NOUVEAU



自分に直接かかわりのある分野（自分や家族
の情報、買い物、身近な環境、仕事など）でよく
使われる文や表現を理解できる。身近で日常
的な話題に関して、相手と直接情報交換しな
がら、単純で日常的なやりとりができる。自分
の学歴、身の回りの状況、さしあたって必要な
事柄を簡単な言葉で説明できる。

A2初級 ELÉMENTAIRE  

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス･イマージュ6月11日（水）
Rencontre avec Philippe Decouflé
フィリップ・ドゥクフレ特別対談
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総合フランス語
Français général 

ヌーボータクシー！1   Nouveau Taxi ! 1

日常生活で最低限必要なコミュニケーション能力が身
につくよう工夫され、見開き2ページで1レッスンのや
さしく分かりやすく学べる総合教材です。話す・聞く・
書く・読むの4つをスキルをまんべんなく学べます。
また、フランスを様々な面から理解し親しめます。ヌー
ボータクシー！1の9-16課はA1レベルで扱います。

▲

下記の一覧表をご覧ください。

ヌーボーロンポワン1   Nouveau Rond-Point 1  

アンスティチュ・フランセ東京、横浜の講師陣が日本
人学習者向けに編集を担当し、特別に編集された最新
教材です。教科書には例文集と、上達度の確認に役立
つ自己評価帳が付属し、練習帳の大部分がフランス語・
日本語併記となっています。実際的な課題に取り組む
ことにより、口頭・筆記の両面で実力がつくでしょう。

▲

下記の一覧表をご覧ください。

ヌーボータクシー！2   Nouveau Taxi ! 2

見開き2ページの1レッスンで、やさしく分かりやすく
学べる総合教材です。各レッスン、フランスの日常生
活をテーマとし、フランスを様々な面から理解しなが
ら、話す・聞く・書く・読むの4つのスキルをまんべ
んなく学びます。DVD-ROMを活用すれば、総合力のアッ
プに役立つでしょう。ヌーボータクシー！2の9課以降
はB1レベルで扱います。ヌーボータクシー！ 1、ヌー
ボーロンポワン1終了程度の方にお勧めします。

▲
下記の一覧表をご覧ください。

A2 初級 ELÉMENTAIRE 

総合フランス語  3月31日までにご登録の場合の受講料：￥50,900→￥49,500

クラスコード 講座名／テキスト名 課 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
2G3TX1a Nouveau Taxi ! 1 17-24 M. PIQUET 木 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX1b Nouveau Taxi ! 1 17-24 Mlle HOJLO 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX1c Nouveau Taxi ! 1 17-24 M. LAVIGNASSE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

2G3TX2a Nouveau Taxi ! 1 25-30 Mme UZAWA 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX2b Nouveau Taxi ! 1 25-30 M. DERIBLE 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3TX2c Nouveau Taxi ! 1 25-30 Mme TOKIWA 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

2G3TX2d Nouveau Taxi ! 1 25-30 M. FAVEREAU 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

2G3TX3a Nouveau Taxi ! 1 31-36 M. RIVEAU 火 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX3b Nouveau Taxi ! 1 31-36 M. PIQUET 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3TX3c Nouveau Taxi ! 1 31-36 M. PELISSERO 金 10h00-12h50 30h ￥50,900

2G3RP5 Nouveau Rond-Point 1 11-12 M. LEMOINE 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3TX4a Nouveau Taxi ! 2 1-8 Mlle CLOOSE 火 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3TX4b Nouveau Taxi ! 2 1-8 M. PELISSERO 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX4c Nouveau Taxi ! 2 1-8 M. FAVEREAU 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX4d Nouveau Taxi ! 2 1-8 M. DERIBLE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

2G3TX4e Nouveau Taxi ! 2 1-8 M. LEYMARIE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900
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補足強化（A2-） 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500、￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
2A1CV 会話 Mme DUPEYRON 木 12h00-13h20 15h ￥27,000

2A1KP1a 会話プラス（少人数制） M. DE SOLA 火 12h00-12h50 10h ￥35,000

2A1KP1b 会話プラス（少人数制） M. DERIBLE 水 18h30-19h20 10h ￥35,000

2A1KP1c 会話プラス（少人数制） M. DE SOLA 金 12h00-12h50 10h ￥35,000

2A1KP1d 会話プラス（少人数制） M. CONREUR 土 15h30-16h20 10h ￥35,000

2A1PP 発音プラス（少人数制） Mme UZAWA 水 19h00-19h50 10h ￥35,000

2A2GR1 基礎文法 M. SHIBATA 水 13h30-15h20 20h ￥35,000

2A2PC 発音と聞き取り M. DERIBLE 火 19h00-20h50 20h ￥35,000

2A2PH スラスラのフランス語 Mme UZAWA 木 14h00-15h50 20h ￥35,000

補足強化 （A2-）
Approfondissement linguistique

会話   Conversation  

ごく基礎的な会話練習です。簡単な単語、言い回しを
使ったコミュニケーション。レベルA2前半程度の方を
対象とします。

▲

2A1CV　Mme DUPEYRON

会話プラス   Conversation plus +

もっと、話すために：6名までの少人数制クラスです。
現実の状況に即したモデル会話を通して実践してみま
しょう。例えば、レストランで注文する、自分や家族
のことを話すなど、様々なシチュエーションを通して、
フランス語でごく自然にコミュニケーションが取れる
ように、1時間、集中的に会話の練習をしましょう。

▲

2A1KP1　担当講師は右記参照

発音プラス   Phonétique + 

6名までの少人数制クラスです。
これまでに発音で悩んだこと、特に難しく感じたこと
はありませんか？このクラスでは、皆さんが苦手とす
る点を集中的に練習します。1学期10時間で自分の発
音に自信を持てるようにがんばりましょう。
教材はレベルA1後半～ A2前半程度の会話文などのプ
リントを使用します。

▲

2A1PP　Mme UZAWA

基礎文法   Grammaire  

今学期は2学期に渡って勉強している《時制 （l’expression 
du temps）》の後半を扱います。様々な例文を通してその
違いを理解し、練習問題によって正しい使い方を学習し
ていきます。なお、受講生の要望があれば上記以外のテー
マも扱います。レベルA2前半の方だけでなく他のレベル
の方にもお勧めします。授業ではプリントを使用します
ので、教科書を購入する必要はありません。

▲

2A2GR1　M. SHIBATA    

発音と聞き取り　
Phonétique et compréhension orale 

初級レベルの教科書Exercices d'oral en contexteをベース
に、聞き取りと発音のレベルアップを図ります。授業
の始めに、音声資料を聞き、よりよく発音をするため
の練習を行い、正しい発音へと導いていきます。授業
の最後に、授業で取り上げたテキストのカギとなる単
語や表現を使いながら、会話練習を行います。授業で
はプリントを使用しますので、教科書を購入する必要
はありません。

▲

2A2PC　M. DERIBLE   

スラスラのフランス語
Prononciation (sons et rythme)

フランス人のように発音したい…。私の発音のしかた
はちょっと違う気がする。でも、どこを直せばいい？！
このクラスでは、母音や子音の発音とともに、文全体
の流れを重視します。コツの説明を聞いた後、練習を
たくさんして、フランス語のリズム感を身につけてく
ださい。きっと、ご自分の発音が心地よく感じられる
ようになるでしょう。

▲

2A2PH　Mme UZAWA   

テーマ別 （A2-）
Cours thématiques

料理とガストロノミーのためのフランス語！
Tout savoir sur la langue et la gastronomie françaises

このクラスでは、フランス語力を高めながらフランス
料理に必要なフランス語を学習します。市場やパン屋
での買い物、レストランでの注文、食材の名称、味覚、
風味や食感の評価など、日常生活に必要なフレーズも
学びます。このクラスは1学期のみの受講が可能です。
今学期は八百屋、果物屋での必要な表現を学習します。
使用する教科書：Rue MOUFFETARD （Editions CIDEB）

▲

2T2MF1　Mlle VALLIENNE

旅行に備えるフランス語
Français pour le voyage 

旅行の際に必要な、最低限の表現、とっさの一言、覚
えておくと便利な表現など、話すためのフランス語を
学びます。またフランス人が良く使う表現を学習する
ことで、フランス語を聞ける耳になることにも重点を
おきます。旅行の際、楽しく会話ができるよう、そし
てフランス語で言いたいことを表現できることを目指
しましょう。

▲

2T2VO　M. DE SOLA

テーマ別（A2－）  3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

2T2MF1 料理とガストロノミーのための 
フランス語！ Mlle VALLIENNE 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

2T2VO 旅行に備えるフランス語 M. DE SOLA 金 13h30-15h20 20h ￥35,000

印は今学期新設されたクラスです。
NOUVEAU



楽しく学ぼう“フランス語動詞活用”
応用編パート4（2A2VBa） 、基礎編パート3（2A2VBb）
Conjugaison française en action !

文章の要である動詞の活用克服こそがフランス語上達
の最大のカギ。動詞の法（mode）、時制（temps）間のニュ
アンスの違いを理解すると同時に、様々な角度からの
トレーニングにより活用が自然と口をついて出てくる
よう指導します。レベルA2後半以外の方にもお勧めで
す。授業ではプリントを配布します。このクラスはど
の学期からでも受講できます。

▲
2A2VBa, b     M. SHIBATA

会話から学ぶ語彙の活用
Le vocabulaire en conversation

A2 -～ A2＋程度の方で、語彙を増やしながら習得した
語彙をすぐに会話に生かせるようにしたい方にお勧め。
日常生活でよく使う表現を実際に使う練習をしながら、
また聞き取りも強化しながら語彙と会話両面のレベル
アップを図ります。時と場所に応じた言葉を見つけな
がら表現力をアップさせましょう。

▲

2A2VC　M. LAVIGNASSE
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補足強化 （A2＋）
Approfondissement linguistique 

聞き取りと表現演習　 
Compréhension et expression orales

フランス文化に関する主題を扱ったビデオ等を用いて、
聞き取る力を養います。時事、文化（グルメ、歴史、有
名な人物や場所、祭、伝統、etc.）、都市や地方（観光名所、
各地の名物、etc.）等テーマは様々です。

▲

2A1CO2　M. BREFUEL

ロールプレイによるフランス語会話　 
Parlons français par les jeux de rôle 

日本とフランス文化の違いを踏まえた上で、日常生活
に関わる色々なシチュエーションを設定し、自然にフ
ランス語らしく表現できるように、口や体を動かしな
がら様々な表現、感情表現をロールプレイングを通し
て楽しく習得していきます。最大12名までのクラスで
す。

▲

2A1JR　Mme SUBLIME

会話プラス   Conversation plus +

もっと、話すために ： 6名までの少人数制クラスです。
現実の状況に即したモデル会話を通して実践してみま
しょう。今までに習った文法の知識をできるだけ生か
し、過去の経験や自分の意見を述べる、主張するなど、
様々なシチュエーションを通して、フランス語でごく
自然にコミュニケーションが取れるように、1時間、集
中的に会話の練習をしましょう。

▲

2A1KP2　担当講師は右記参照

フランス語の強化アトリエ　 
Ateliers de français

初級段階まで学習したけれどまだ自分のフランス語に
自信が持てない方。文法、聴解、読解、文章作成、口
頭表現などバランスよくフランス語のレベルアップを
図りながら、自信を持って、パーフェクトなフランス
語を使いこなせることを目指しましょう。今学期は、
筆記、聞き取り、文法（質問をする、形容詞の性数一致、
比較）、口頭表現（提案、承諾、断る、人物や場所を描
写する、買い物をする）や発音を学びます。DELF A2や
TCF受験準備にもお勧めします。

▲

2A2AF　M. PELISSERO   

会話   Conversation

自分の考えをスムーズに表現出来るよう、会話力アッ
プを目指します。会話に参加しましょう。口を動かさ
なければフランス語が口をついて出るようにはなりま
せん。

▲

2A2CV2　担当講師は右記参照

語彙とディクテ（書取）　  
Vocabulaire et dictée

毎週、テーマ（旅行、買い物、家族など）に沿った語彙
を学ぶと同時に、状況に合った表現（疑い、義務、禁止、
忠告など）について学びます。音声資料やプリントを使
用し、皆でダイアローグや例文を考えましょう。フラ
ンス語の学習に欠かせないディクテ（書取）や楽しみな
がら綴りを覚えられるゲームも行います。

▲

2A2DC   M. LETT  

基本文法   Grammaire

今学期から2学期に渡って《法と時制 （le mode et le 
temps）》を中心に勉強します。様々な例文を通してそ
の違いを理解し、練習問題によって正しい使い方を学
習していきます。なお、受講生の要望があれば上記以
外のテーマも扱います。レベルA2後半以上の方だけで
なく他のレベルの方にもお勧めします。授業ではプリ
ントを使用しますので、教科書を購入する必要はあり
ません。

▲

2A2GR2a　M. SHIBATA

文法と表現   Grammaire et expression

4学期かけて仏検3級から2級程度の文法項目を学習し
ます。今学期は最後の学期にあたります。授業では資
料を見ながら文法規則を発見し、練習問題を解いてい
きます。会話練習も行います。プリントを使用します
ので教科書を購入する必要はありません。
今学期のテーマ：ジェロンディフ、使役動詞、条件法、
接続法など。

▲

2A2GR2b　Mme TOKIWA　

使いながら身につける語彙力
Jouons avec les mots

多様な言葉や表現をロールプレイや練習問題を通して学習
し、テキストや音声資料を使いながら文脈に沿った語彙の
活用を学びます。会話、記事、広告などバラエティ豊かな
テキストを用いて、日常生活に不可欠な語彙を実際に使い
こなせるように学習しましょう。語彙を豊かにしながら、
辞書なしで表現できるようになりたい方にお勧めです。

▲

2A2JM　Mme LE CALVÉ

読みながら身につける発音   
Lecture en scène

発音を身につけるには、リズムや抑揚、イントネーショ
ンを理解することが最も基本的なファクターです。様々
な資料（小説、新聞記事、演劇等の抜粋）を声に出して
読みながら、発音を把握し、美しいフランス語をより
良く発音できるよう実践的に学習しましょう！

▲

2A2LS　M. RIVEAU  

補足強化（A2＋） 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500、￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
2A1CO2 聞き取りと表現演習 M. BREFUEL 土 12h00-13h20 15h ￥27,000

2A1JR ロールプレイによるフランス語会話 Mme SUBLIME 金 11h00-12h20 15h ￥27,000

2A1KP2a 会話プラス（少人数制） M. LEMOINE 水 12h30-13h20 10h ￥35,000

2A1KP2b 会話プラス（少人数制） M. DELMAIRE 土 15h30-16h20 10h ￥35,000

2A2AF フランス語の強化アトリエ M. PELISSERO 土 15h00-16h50 20h ￥35,000

2A2CV2a 会話 M. DE SOLA 火 10h00-11h50 20h ￥35,000

2A2CV2b 会話 M. DE SOLA 火 18h30-20h20 20h ￥35,000

2A2CV2c 会話 M. PIRIOU 水 10h00-11h50 20h ￥35,000

2A2CV2d 会話 M. DE SOLA 金 18h30-20h20 20h ￥35,000

2A2CV2e 会話 M. LEMOINE 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

2A2DC 語彙とディクテ（書取）　 M. LETT 木 10h00-11h50 20h ￥35,000

2A2GR2a 基本文法 M. SHIBATA 水 10h00-11h50 20h ￥35,000

2A2GR2b 文法と表現 Mme TOKIWA 土 16h30-18h20 20h ￥35,000

2A2JM 使いながら身につける語彙力 Mme LE CALVÉ 火 13h30-15h20 20h ￥35,000

2A2LS 読みながら身につける発音 M. RIVEAU 木 18h30-20h20 20h ￥35,000

2A2VBa 楽しく学ぼうフランス語動詞活用
応用編パート4 M. SHIBATA 月 18h30-20h20 20h ￥35,000

2A2VBb 楽しく学ぼうフランス語動詞活用
基礎編パート3 M. SHIBATA 日 13h30-15h20 20h ￥35,000

2A2VC 会話から学ぶ語彙の活用 M. LAVIGNASSE 水 19h00-20h50 20h ￥35,000

印は今学期新設されたクラスです。

NOUVEAU

NOUVEAU
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テーマ別 （A2＋）
Cours thématiques

原文で読んでみる！
Atelier de lecture 

フランスの詩や小説にはとてもステキな文章がたくさ
んあります。その中のいくつかを取り上げ、原文で読
んでみましょう。気に入った文章を暗記するのも楽し
いですね。フランス語の美しさの秘密が分かってフラ
ンス語がぐっと身近になります。短い作品の場合は全
部、小説などの場合は抜粋を読みます。授業はフラン
ス語で行う予定ですが、文法説明などは日本語を使用
することもあります。

▲

2T2LC　Mme IIDA 

大きい声を出して読むフランスの詩集 
Prononciation / Poèmes

朗読、解釈、書取、イントネーション、発音、リズム、
暗誦 …
時代の異なるフランスの10人の詩人の詩を毎回一作読
みます。詩を通して発音や読み方を学びますので、発
音が上達するだけでなく、フランスの詩に親しむ良い
機会となるでしょう。
開講日注意：4月16日から9回授業。

▲

2T2PP　Mlle TAUZIN

フランスの世界遺産 
Patrimoine de l'UNESCO en France 

ユネスコの世界遺産に登録されている38ヶ所もあるフ
ランス国内の文化・自然遺産を、フランスの歴史や地
方、文化など、様々な側面を通して学びます。フラン
ス語のレベルアップを図りながら、あなたがまだ知ら
ないフランスを発見しましょう！

▲

2T2UN　Mlle HEURÉ 

テーマ別（A2＋）  3月31日までにご登録の場合の受講料：￥31,500→￥30,600、￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
2T2LC 原文で読んでみる！ Mme IIDA 水 13h30-15h20 20h ￥35,000

2T2PP 大きい声を出して読むフランスの詩集 Mlle TAUZIN 水 19h00-20h50 18h ￥31,500

2T2UN フランスの世界遺産 Mlle HEURÉ 火 14h00-15h50 20h ￥35,000



仕事、学校、レジャーなどに関する身近な話
題が、明快で標準的な言葉遣いで表現されて
いれば、その要点を理解できる。フランス語が
話されている地域を旅行しているときに起こ
りそうな、たいていの事態に対処することがで
きる。身近で個人的にも関心のある話題につ
いて、簡単だがまとまりのあることが言える。出
来事、経験、夢、希望、目的などを説明したり、
計画や考えを簡単に説明し、その理由を述べ
たりできる。

B1中級  INTERMÉDIAIRE

アンスティチュ･フランセ東京  ラ・ブラスリー5月27日（火）－5月30日（金）
Brasserie en scène : Rakugo en français
ブラスリー・ライブ  フランス語で落語
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総合フランス語
Français général 

ヌーボータクシー！2   Nouveau Taxi ! 2 

見開き2ページの1レッスンで、やさしく分かりやすく
学べる総合フランス語教材です。各レッスン、フラン
スの日常生活をテーマとし、フランスを様々な面から
理解しながら、話す・聞く・書く・読むの4つのスキ
ルをまんべんなく学びます。DVD-ROMを活用すれば、
総合力のアップに役立つでしょう。

▲

下記の一覧表をご覧ください。  

 ヌーボーロンポワン 2   Nouveau Rond-Point 2

Nouveau Rond-Point 2は、効果的に学べ、かつ実践力も
身につく総合教材です。フランス語圏の人々と無理な
くコミュニケーションが取れるよう、より実践的なフ
ランス語能力を身につけながら、文法、語彙、コミュ
ニケーション力、聞き取りをバランスよく学習します。
また現代フランス社会や文化に対する理解も深めてい
きます。

▲

下記の一覧表をご覧ください。 

ヌーベルエディト B1    Nouvel Edito B1

最新教材Nouvel Edito B1は、各課、実際的なテーマで
構成されています。
語彙を豊かにしながら、文法、聞き取り、筆記、口頭
表現をまんべんなく学べ、それぞれのスキルアップを
目指すと同時に、フランス語圏の社会や文化について
もより身近なものとして学べます。ヌーボータクシー！
2、ヌーボーロンポワン2終了程度の方にお勧めします。
週1回3時間、週2回4時間のクラスがあります。

▲
下記の一覧表をご覧ください。

B1 中級 INTERMÉDIAIRE  

総合フランス語  3月31日までにご登録の場合の受講料：￥43,750→￥42,500、￥35,000→￥34,000
 ￥50,900→￥49,500、￥64,300→￥62,500

クラスコード 講座名／テキスト名 課 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
3G2TX1 Nouveau Taxi ! 2 9- Mme BERNARD-MIRTIL 火 19h00-21h20 25h ￥43,750

3G3TX1a Nouveau Taxi ! 2 13- M. BERTHET 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TX1b Nouveau Taxi ! 2 9-16 M. LAVIGNASSE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TX2 Nouveau Taxi ! 2 17-24 M. PASCAL 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3TX4 Nouveau Taxi ! 2 31-36 M. FAVEREAU 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G2RP5 Nouveau Rond-Point 2 5 M. PIQUET 木 18h30-20h20 20h ￥35,000

3G3RP5a Nouveau Rond-Point 2 9-10 M. RIVEAU 火 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3RP5b Nouveau Rond-Point 2 9-10 M. DE SOLA 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3ED2 Nouvel Edito B1 2 M. PASCAL 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3ED3 Nouvel Edito B1 3 Mme LE CALVÉ 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3ED4 Nouvel Edito B1 4 M. LETT 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3ED6 Nouvel Edito B1 6 M. BERTHET 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G4ED5 Nouvel Edito B1 5 M. PIRIOU,
 Mme TOKIWA 火・金 10h00-11h50 40h ￥64,300
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補足強化
Approfondissement linguistique

ロールプレイによるフランス語会話
Parlons français par les jeux de rôle   

日本とフランス文化の違いを踏まえた上で、日常生活
に関わる色々なシチュエーションを設定し、自然にフ
ランス語らしく表現できるように、口や体を動かしな
がら様々な表現、感情表現をロールプレイングを通し
て楽しく習得していきます。最大12名までのクラスです。

▲

3A1JR　Mme SUBLIME

会話プラス   Conversation plus +

もっと、話すために ： 6名までの少人数制クラスです。
現実の状況に即したモデル会話を通して実践してみましょ
う。例えば、自分の意見や感情を表現する、旅先で必要な
情報を尋ねるなど、様々なシチュエーションを通して、フ
ランス語でごく自然にコミュニケーションが取れるよう
に、1時間、集中的に会話の練習をしましょう。

▲

3A1KP　担当講師は右記参照

会話のコツ   Outils pour l'expression orale  

今まで習った文法や単語を生かして日常会話の中でス
ムーズに自分の意見を表すためのクラスです。
会話によく出る表現や言い回しを身に付けましょう。

▲

3A1OO　Mme LEMAITRE

フランス語の強化アトリエ
Ateliers de français  

文法、聴解、読解、文章作成、口頭表現などバランス
よくフランス語のレベルアップを図りながら、自信を
持って、パーフェクトなフランス語を使いこなせるこ
とを目指します。今学期は、聞き取り、文法（冠詞、前
置詞、接続法、条件法、仮定）、発音（R/L, B/V, AN/ON/
IN）、ディクテ、口頭表現（日常生活をテーマとしたディ
スカッション）を学びます。DELF B1やTCF受験準備に
もお勧めします。

▲

3A2AF　M. PELISSERO 

聞き取り　Compréhension orale

ビデオを使用し、フランス語を聞き取って理解する力
を養います。毎週、最新のルポルタージュの文化面、
社会面等から様々なテーマを取り上げます。

▲

3A2CO　担当講師は右記参照

ニュースでディスカッション
Conversation autour de l'actualité et des faits de société 
en France et au Japon 

最近の新聞記事やニュースから、フランスと日本の社会状況
に関するテーマを見つけ、ディスカッションをします。

▲

3A2CV　担当講師は右記参照

自由に表現！フランス語
Séance d'expression libre

このクラスは、今まで学んできた事項をしっかり定着
させ、会話や筆記のレベルをもっと向上させたい方の
ためのクラスです。DELF受験やフランス留学に必要不
可欠な筆記・口頭表現力を身につけ、フランス語で自
由に表現できるようになることを目指します。

▲

3A2EX　M. LAVIGNASSE

中級文法と表現   Grammaire et expression

《文章の中で考える文法》この授業では、仏作文問題と
読解問題をおおよそ1：1の割合で扱います。仏作文で
は、短文と少し長めの文章を自然なフランス語に訳す
方法を考え、読解では、簡単な新聞・雑誌記事や小説
の一部を読みながら、文法事項や表現について考えま
す。希望者の仏作文は添削致します。

▲

3A2GRa 　M. TANAKA

文法と作文   Thème grammatical

中級から上級にステップ・アップするためには、自分
に欠けている文法、特に「書く」という観点から見た文
法を習得する必要があります。1時間目は冠詞、時制、
前置詞など、日本人が苦手とする文法項目を集中的に
取り上げます。2時間目は本から抜粋した長文をフラン
ス人に分かるような簡潔なフランス語に訳す練習をし
ます。

▲

3A2GRb, c　M. KOISHI 

補足強化 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥19,500→￥19,000、￥27,000→￥26,500
 ￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
3A1JR ロールプレイによるフランス語会話 Mme SUBLIME 金 13h30-14h50 15h ￥27,000

3A1KPa 会話プラス（少人数制） M. PIRIOU 水 13h30-14h20 10h ￥35,000

3A1KPb 会話プラス（少人数制） M. LETT 木 12h00-12h50 10h ￥35,000

3A1KPc 会話プラス（少人数制） M. LEMOINE 土 12h00-12h50 10h ￥35,000

3A1OO 会話のコツ Mme LEMAITRE 土 12h00-12h50 10h ￥19,500

3A2AF フランス語の強化アトリエ M. PELISSERO 土 10h00-11h50 20h ￥35,000

3A2COa 聞き取り Mme LE CALVÉ 金 13h30-15h20 20h ￥35,000

3A2COb 聞き取り M. RIVEAU 土 10h00-11h50 20h ￥35,000

3A2COc 聞き取り M. BREFUEL 土 17h00-18h50 20h ￥35,000

3A2CVa ニュースでディスカッション M. DE SOLA 火 13h30-15h20 20h ￥35,000

3A2CVb ニュースでディスカッション Mme DUPEYRON 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

3A2EX 自由に表現！フランス語 M. LAVIGNASSE 火 19h00-20h50 20h ￥35,000

3A2GRa 中級文法と表現 M. TANAKA 月 13h30-15h20 20h ￥35,000

3A2GRb 文法と作文 M. KOISHI 月 18h30-20h20 20h ￥35,000

3A2GRc 文法と作文 M. KOISHI 土 10h00-11h50 20h ￥35,000

3A2LC 読む楽しみ M. BERTHET 火 18h30-20h20 20h ￥35,000

3A2RA ラジオ・テレビ番組で鍛える
フランス語 M. BREFUEL 金 19h00-20h50 20h ￥35,000

読む楽しみ　Plaisir de lire

フランス文学に親しみながら、フランス語の知識を高
めたい方にお勧めのクラスです。
今学期は、二人の名義で数多くの推理小説を執筆した
ボワロー＝ナルスジャックの作品で、ヒッチコック監
督が映画化したことでも知られる「めまい」を取り上げ
ます。警察を辞めた男が、かつての友人から女性を監
視してくれ、と不可解な依頼を受ける。男は次第にそ
の女性に夢中になっていく…。 理解しやすいように丁
寧に分かりやすく説明をしますので、読むのは苦手な
方にも最適です。
使用する本 ：Boileau-Narcejac, Sueurs Froides (D'entre les 
morts), édition Folio policier

▲

3A2LC　M. BERTHET

ラジオ・テレビ番組で鍛えるフランス語
La langue et la culture françaises par la radio et la télévision

フランスやフランス人、社会、文化等、多岐に渡るラ
ジオやテレビ番組を用い、フランス語だけでなくフラ
ンス文化も学びながら、聞き取る力や口頭表現力を鍛
え伸ばします。テーマに沿った記事の講読や文章の要
約、作文、語彙など、幅広く学習します。なお授業中
に使用する資料の一部は、3A2COcのクラスでも扱い
ます。

▲

3A2RA　M. BREFUEL
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テーマ別
Cours thématiques　

様々なテーマから見るフランス
La France Thema

現代のフランス社会を様々なテーマ（歴史的、芸術的な
側面や日常生活など）を通して探り、理解を深めていき
ます。自分の意見や経験を自分の言葉で表現できるよう
になるための口頭表現力、語彙力のアップやB1レベル
の復習にも役立ちます。フランスの多様性を学びながら、
フランス語力のスキルアップを図りましょう。今学期は、
メディアやお金にまつわる世界について学びます。

▲

3T2FT　M. BERTHET 

モネの印象派：画家の家族・友人とその日常
L’impressionnisme de Monet : L’art de vivre des 
impressionnistes en famille et entre amis

印象派の画家は、ブルジョワの顧客を描いた肖像画だ
けでなく、彼らの家族を愛情を込めて、また愛する人々
との穏やかな日常を描いた作品を残しています。それ
らの作品は家族や友人たちと庭や居間で過ごす穏やか
な時間や、昼食、読書、また庭いじりをする時間を描
いているのです。今学期は、有名な作品とまだあまり
知られていない作品を取り上げ、文献資料、ビデオを
用いて、19世紀の印象派絵画における伝統と新しさ、
また当時の生活についての理解を深めながら、芸術関
係の語彙を学びます。

▲

3T2HA　Mme BONNET  

オリンピック、過去から現在そして未来へ
Les Jeux Olympiques d'hier à aujourd'hui

近代オリンピックの創始者をご存知ですか？オリン
ピックの第一公用語は？フランス人のクーベルタン男
爵が近代にオリンピックを復活させ、彼の母国語に敬
意を表しフランス語が第一公用語となりました。
今まで何気なく見ていたオリンピックの歴史を紐解き
ながら、この世界的な祭典がもたらす経済的側面や有
用性について考えていきます。みなさんの知らない祭
典の歴史や裏側をフランス語で学びましょう。

▲

3T2JO　M. LEMOINE 

人気ドラマ「Plus Belle la Vie !」で学ぶフランス語
Apprendre le français avec le feuilleton  «Plus Belle la Vie !» 

フランスで話題の人気連続ドラマ「Plus Belle la Vie !（美
しい人生を！）」は、マルセイユを舞台にバー・ミストラ
ルに集う人々の様々な人間模様を描き出します。映像
を通じてフランスの生活や日常会話をより身近なもの
にしながら、語彙力、文法、口頭表現の上達を図ります。
フランスの「今」を垣間見ながら、生きたフランス語を
学びましょう！

▲

3T2PB    Mlle CLOOSE  

フランスの地方発見　A la découverte des régions

フランスは人的にも地理的にも多様性に富んでおり、
知れば知る程新しい発見があります。数多くの資料、
ビデオを効果的に利用して各地方の特徴を知り、フラ
ンスやフランス語に関する知識を深め、筆記・口頭両
面の強化を図ります。今学期はフランシュ＝コンテ、
ブルゴーニュ地方を扱います。

▲

3T2RG　M. LETT

テーマ別 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
3T2FT 様々なテーマから見るフランス M. BERTHET 水 18h30-20h20 20h ￥35,000

3T2HA モネの印象派：画家の家族・友人と 
その日常 Mme BONNET 火 14h00-15h50 20h ￥35,000

3T2JO オリンピック、過去から現在
そして未来へ M. LEMOINE 金 18h30-20h20 20h ￥35,000

3T2PB 人気ドラマ「Plus Belle la Vie!」で学ぶ
フランス語 Mlle CLOOSE 金 10h00-11h50 20h ￥35,000

3T2RG フランスの地方発見 M. LETT 木 13h30-15h20 20h ￥35,000

実務フランス語
Français professionnel 

ビジネス会話   Conversations professionnelles

様々なビジネスシーンでの会話（接客、電話の応対、会
議、交渉）。 ロールプレイングを取り入れた練習も行い
ます。仕事でフランス語が必要な方だけでなく、DELF 
Pro受験予定の方や聞き取り・口頭表現力をアップし
たいすべての方にお勧めします。

▲

3P1CP　Mme DUPEYRON

商業フランス語   Français des affaires

フランスのビジネス界について学びながら、ビジネス
用語を習得していきます。現実に即したビジネスシー
ンを通して、より実践的に筆記、口頭表現力のレベル
をアップさせましょう。仕事でフランス語が必要な方、
将来的にフランス語を使ってビジネスを考えている方
にお勧めします。

▲

3P2FP　M. PIRIOU  

資格試験準備
Préparation examens　

仏検（フランス語技能検定試験）2級対策
Préparation au DAPF niveau 2

仏検2級の筆記、書き取り、聞き取り、面接試験対策
を行います。語彙を増やし、総合的フランス語力を強
化し、問題の解き方のポイントを身につけることを目
的とします。検定試験を受験する予定がなくとも、2級
レベルのフランス語を身につけたい方には最適なクラ
スです。

▲

3A2FK　M. CONREUR

通訳・翻訳
Interprétation - Traduction

翻訳入門   Initiation à la traduction

筆記にしても口頭にしても、フランス語で伝えるため
には典型的な日本語の文体や言い回しを自然に、そし
て正確にフランス語に訳す術を心得ておかなければな
りません。このクラスでは、ニュースや多文化につい
て書かれた文章を翻訳しながら、語彙の選択や文の組
み立てが素早くできるようにしていきます。授業はフ
ランス語で行います。

▲

3I2TR　Mme LEMAITRE

資格試験準備 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

3A2FK 仏検（フランス語技能検定試験） 
2級対策 M. CONREUR 土 16h30-18h20 20h ￥35,000

通訳・翻訳 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
3I2TR 翻訳入門 Mme LEMAITRE 土 10h00-11h50 20h ￥35,000

実務フランス語 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500、￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
3P1CP ビジネス会話 Mme DUPEYRON 土 12h00-13h20 15h ￥27,000

3P2FP 商業フランス語 M. PIRIOU 水 19h00-20h50 20h ￥35,000

印は今学期新設されたクラスです。

NOUVEAU



自分の専門分野の技術的な議論も含めて、複
雑な文章における具体的・抽象的事柄の要点
が把握できる。お互いに緊張しないでネイティ
ブスピーカーと自然かつ流暢にやりとりができ
る。さまざまな話題について、明確かつ詳細に
表現したり、時事的な話題について意見を述
べたり、色々な可能性の長所や短所を挙げる
ことができる。

B2上級   AVANCÉ

アンスティチュ・フランセ東京 ラ・ブラスリー4月1日（火）－4月4日（金）
Brasserie en scène : Maia Vidal
ブラスリー・ライブ マイア・ヴィダル
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総合フランス語
Français général 

ヴァージョン オリジナル 4   Version originale 4     

Version originale 4は、バラエティに富んだフランスの
最新の話題をテーマとし、より実践的に学べる総合教
材です。文法、語彙、筆記、口頭表現など、それぞれ
のスキルを向上させるとともに、フランス人のように
自分の意見や考えを述べたり、文章として作成できる
力も身につけます。各課は、フランス社会や文化をテー
マで構成されおり、現代フランスの現状を知るよい機
会にもなるでしょう。

▲

下記の一覧表をご覧下さい。 　

ヌーヴェル エディトB2   Nouvel Edito B2 

総合教材Nouvel Edito B2は、今まで習得した文法の更
なる強化や語彙のバリエーションを増やしながら、筆
記、読解、聞き取り、口頭表現、発表、討論など、聞く・
話す・読む・書く、をバランスよく学びます。どの課
からでもお入りいただけます。

▲

下記の一覧表をご覧下さい。 　

B2 上級 AVANCÉ 

総合フランス語 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥50,900→￥49,500

クラスコード 講座名／テキスト名 課 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
4G3VO1 Version originale 4 1 Mlle HOJLO 火 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3VO5 Version originale 4 5 M. RIVEAU 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

4G3ED2 Nouvel Edito B2 2 Mme LE CALVÉ 水 13h00-15h50 30h ￥50,900

4G3ED3 Nouvel Edito B2 3 M. LEYMARIE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3ED7a Nouvel Edito B2 7 Mme LE CALVÉ 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3ED7b Nouvel Edito B2 7 M. ROUSSEL 土 10h00-12h50 30h ￥50,900
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補足強化 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500、￥35,000→￥34,000 
 ￥50,900→￥49,500

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
4A1GR 文法と作文 M. KOISHI 土 12h00-13h20 15h ￥27,000

4A2AE 文章の書き方 Mme LEMAITRE 水 10h00-11h50 20h ￥35,000

4A2AF フランス語の強化アトリエ M. PELISSERO 土 13h00-14h50 20h ￥35,000

4A2COa 映像から探るフランス M. RIVEAU 水 19h00-20h50 20h ￥35,000

4A2COb 映像から探るフランス Mme DUPEYRON 土 16h30-18h20 20h ￥35,000

4A2CVa ニュースでディスカッション Mme LEMAITRE 火 10h00-11h50 20h ￥35,000

4A2CVb ニュースでディスカッション M. DE SOLA 木 14h00-15h50 20h ￥35,000

4A2CVc ニュースでディスカッション M. PASCAL 金 13h30-15h20 20h ￥35,000

4A2FV フランスの今 Mme LE CALVÉ 木 10h00-11h50 20h ￥35,000

4A2TVa 最新ニュースから学ぶフランス語 M. DUPUY 火 14h30-16h20 20h ￥35,000

4A2TVb 最新ニュースから学ぶフランス語 Mme DUPEYRON 木 10h00-11h50 20h ￥35,000

4A2TVc 最新ニュースから学ぶフランス語 Mme DUPEYRON 金 10h00-11h50 20h ￥35,000

4A2TVd 最新ニュースから学ぶフランス語 M. DUPUY 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

4A3TVa ディベート：世界はどこへ？ M. MASSÉ 金 14h30-17h20 30h ￥50,900

4A3TVb ディベート：世界はどこへ？ M. MASSÉ 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

4A3MP ディスカッション-フランスとフランス人 Mlle VALLIENNE 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

補足強化
Approfondissement linguistique

文法と作文   Etudes de grammaire et de style  

フランス語はある程度出来るけれども、なかなか上級
へ行けない、特に文法力が不足していて言いたいこと
がフランス語で言えない（書けない）という人のための
授業です。前半では日本人学習者に特に問題になる冠
詞、法、時制などを集中的に学習し、後半では雑誌・
本から抜粋した長文を訳しながら、簡潔で論理的なフ
ランス語を書けるようになることを目指します。

▲

4A1GR    M. KOISHI

文章の書き方   Atelier d’écriture

この授業では、文章を書く楽しみとそのテクニックを
学びます。学期ごとに異なるテーマについての短いテ
キストを読むことから始めます。次に、テキストの理
解を助ける問題や語彙、文法の練習問題などを行った
後、テーマを選び、個人あるいは数名で実際に文章を
書き、最後に、作成した文章を発表します。フランス
語で書く喜びを発見し、体験しましょう。
今学期のテーマ：大切なもの

▲

4A2AE    Mme LEMAITRE

フランス語の強化アトリエ   Ateliers de français

パーフェクトなフランス語が使えるようになることを
目指し、文法、書取（ディクテ）、語彙、聴解、読解、文
章作成、口頭表現などのレベルを更にもう一段アップ
させましょう。今学期は、文法（理由、結果の表現、比較、
条件、接続法や条件法）、聞き取り、口頭表現（エクスポ
ゼのテクニック）を学びます。
DELF、DALF、TCF受験準備にもお勧めします。

▲

4A2AF    M. PELISSERO  

映像から探るフランス   La France en images 

フランスのビデオ、TVニュース、ラジオ番組など、最
新の映像や音声を使用し、様々な分野の話題について
の理解を深めながら、語彙力や聞き取りの強化を図り
ます。また、取り上げたテーマについて、ディスカッショ
ンも行います。授業で使用した教材のスクリプトをお
渡ししますので、自宅での復習や学習に役立つでしょ
う。現代のフランス社会を探りながら、フランス語力
もアップさせましょう。

▲

4A2CO    担当講師は右記参照

ニュースでディスカッション
Discussion à partir de textes actuels 

フランスの三大日刊紙Le Monde、Le Figaro、Libération
などの新聞や雑誌の抜粋記事を読みながら、2014年に
おけるフランスや世界の最新時事問題－社会問題、環
境、労働、政治等－をテーマに、ディスカッションを
行いながら、意見の発表、交換を行います。新聞記事
の読解やコミュニケーション力の向上に役立つ口頭表
現のスキルアップを目指します。

▲

4A2CV    担当講師は右記参照

フランスの今   La France d’aujourd’hui  

絶え間ない進化を遂げるフランスの現状は、外国から
はよく理解できないこともあります。今日のフランス
とは？社会、政治、経済、文学、映画…フランスの「今」
を様々な視点から学びます。新聞、TVニュースから今
現在話題になっているテーマを厳選して取りあげ、口
頭・筆記表現力のレベルアップを図ります。

▲

4A2FV    Mme LE CALVÉ

最新ニュースから学ぶフランス語
Le français par les séquences d'actualités télévisées   

日本、フランス、国際関係の時事ニュースで取り上げ
られた経済、芸術、等々の旬な話題を、最新の映像や
音声資料を使用しながら、聞き取りや語彙力、口頭表
現力のレベルアップを図ります。同時に、現代社会の
現状や文化などの知識も深めます。授業で使用した教
材のスクリプトをお渡ししますので、自宅での復習や
学習に役立つでしょう。

▲

 4A2TV    担当講師は右記参照

ディベート：世界はどこへ？  L’actualité en débat     

世界の未来はどこにあるのでしょうか。フランス、フ
ランス語圏、国際的な話題について、自分の意見を自
分の言葉で述べ、ディスカッションをしてみたくはあ
りませんか。日本の現状と他の国々の現状をフランス
語を通して比較してみませんか。毎週、最新のTVニュー
スから選んだテーマを取り上げ、自分の意見をエクス
ポゼ、ディベートで表現します。時事問題について学び、
考えると同時に口頭表現力を図りましょう。

▲

4A3TV    M. MASSÉ

ディスカッション– フランスとフランス人
Discussions culturelles autour de la France et des Français

映像資料や記事を用い、フランス文化、フランス人の
日常を学び、意見を交換します。フランス文化やフラ
ンス人の日常をテーマに、現在まで学んできたことの
総まとめをしながら、語彙を豊かにし口頭表現力のレ
ベルアップを図ります。リラックスした雰囲気の中で、
あなたの知らないフランスの世界を巡りましょう。

▲

4A3MP    Mlle VALLIENNE 
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テーマ別
Cours thématiques

ディベート   Grands débats de la société contemporaine  

最新の新聞、雑誌の記事を取り上げ、常に変化する今
のフランスに関する知識、理解を深めながら、与えら
れたテーマについてディベートを行います。グローバ
リゼーション、経済危機、移民問題、格差の拡大、ナショ
ナリズムの再台頭など、現代のフランス社会は大きな
転換期を迎えています。情報を正しく理解し、自分の
意見をまとめながら、積極的に意見を交わしましょう。

▲

4T1CL    M. DE SOLA

芸術関連の記事から学ぶフランス芸術界
L'actualité artistique française par la presse et la vidéo

建築、絵画、彫刻、装飾芸術など芸術関連の記事やニュー
スを用い、2週間ごとに異なるテーマを扱います。中世
から現代まで、新しい視点から西洋美術史を発見、再
発見すると同時に、様々なアプローチやディスカッショ
ンを通して、筆記、口頭両面の表現力アップを図って
いきます。今学期は、Bunkamuraザ・ミュージアムと
のタイアップで画家ラウル・デュフィも取り上げます。
（展覧会期：6月7日～ 7月27日）

▲

4T2AA    Mme LEMAITRE

現代建築史：生まれ変わる西洋の伝統   
L’Architecture moderne : des traditions occidentales 
renouvelées 

20世紀に入り、過去の伝統と決別する「モダニズム」の
ムーブメントとともに新しいコンセプトを生み出す現
代建築が登場します。この新しい追求は、まさに西洋
美術史の歴史的変革でした。この授業では、ヨーロッ
パのペレ、ル・コルビュジエ、デル・ローエ、グロピ
ウス…やアメリカのエコール・ド・シカゴ、F・L・ラ
イトなどの建築家がいかにして古典的なものと新しい
技術とを融合し作品を生み出したかを学びます。また、
ニーメイヤーの設計によるブラジルの新首都ブラジリ
アなども取り上げます。建築の知識を学びながら、語彙、
聞き取り、口頭表現のスキルアップも目指しましょう。

▲

4T2AC    Mme BONNET

映画で学ぶフランス語   Le français par le cinéma   

毎学期、最新の映画作品を取り上げ、映画を通してフ
ランス文化を理解し、生きたフランス語を学びます。
今学期の作品：«QUAI D'ORSAY», de Bertrand Tavernier 
（2013年）Avec Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels 

Arestrup, Julie Gayet...
行政学院を卒業したアルチュールは外務省に入省し、
カリスマ的で傲慢な外務大臣のスピーチを執筆するこ
とになる。アルチュールは外交の世界というジャング
ルで、自分の道を切り開いていかなくてはならず…。
軽快で現代的そして知的なコメディ作品。原作は同名
のBD作品。映画の理解に必要な聞き取りの強化ととも
に、口頭表現力の向上も目指します。授業中にシナリ
オのスクリプトを配布します。

▲

4T2CI, 4T3CI    M. DUPUY

フランスの美食文化   Art de vivre et Arts de la table   

世界にその名を知られるル・コルドン・ブルーとタイアップ
し、フランス農事功労勲章オフィシエのフィリップ・ソーゼッ
ドが10週間に渡り、ガストロノミーに組み込まれた「暮ら
しの芸術」を構成するフランス式テーブルアートやフランス
各地方の特色であるテロワールについて紹介します。また、
フランスの最も優れたシェフたちの秘密にも迫ります。フラ
ンス・ガストロノミーやテーブルアートの知識を深め、真の
エキスパートになりましょう！

▲

4T2CB　M. SAUZEDDE  

アトリエ・カルチャー   Atelier culturel   

この授業では、様々な時代とジャンル（文学、造形芸術、
音楽、映画、シャンソン）の中から学期ごとに異なるテーマ
を取り上げます。
今学期のテーマ：プレヴェールとその仲間たちのパリ
19世紀の様 な々芸術運動に影響を受けながら、ジャック・
プレヴェールは映画、詩、シャンソン、写真、絵画、コラー
ジュの分野でその才能を発揮しました。
ジャン=ルイ・トランティニァンによる詩の朗読、「天井桟敷
の人 」々「北ホテル」「地下鉄のザジ」（書籍と映画）の抜粋、
そしてシャンソンを通して、プレヴェールとその仲間たちのパ
リ時代の作品を取り上げます。

▲

4T2HIa    M. LAVIGNASSE 

歴史、芸術、文学入門 ：  
マリー・アントワネットと 
ハプスブルグ家の帝都ウィーン   
Initiation à l’histoire, à l’art et à la littérature:  
Marie-Antoinette et Vienne, capitale des Habsbourg

フランスの女王になるためにヴェルサイユに到着したマリー・
アントワネットは、その風俗、メンタリティー、宮廷のすべてが、
自らの生まれた街、ウィーンとはまったく違う国を見いだしま
す。18世紀のハプスブルク家の帝都ウィーンはどんな街であ
り、その街の貴族たちはどのような人 で々あったのでしょう
か。そして、彼らはどこに住み、ウィーンの芸術や宗教はど
のようなものであったのでしょうか。一連のテキストと写真を
通して、マリー・アントワネットという人物をより理解しましょ
う。また、パリやヴェルサイユとは大きく異なる中央ヨーロッ
パの首都とその建築物を知る機会となるでしょう。

▲

4T2HIb　M. DESPREZ 

テーマ別  3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500、￥35,000→￥34,000 
 ￥50,900→￥49,500

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
4T1CL ディベート M. DE SOLA 土 10h00-11h20 15h ￥27,000

4T2AAa 芸術関連の記事から学ぶフランス芸術界 Mme LEMAITRE 木 10h00-11h50 20h ￥35,000

4T2AAb 芸術関連の記事から学ぶフランス芸術界 Mme LEMAITRE 木 19h00-20h50 20h ￥35,000

4T2AC 現代建築史 Mme BONNET 木 14h00-15h50 20h ￥35,000

4T2CI 映画で学ぶフランス語 M. DUPUY 水 19h00-20h50 20h ￥35,000

4T3CI 映画で学ぶフランス語 M. DUPUY 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

4T2CB フランスの美食文化 M. SAUZEDDE 日 14h00-15h50 20h ￥35,000

4T2HIa アトリエ・カルチャー M. LAVIGNASSE 火 10h00-11h50 20h ￥35,000

4T2HIb
歴史、芸術、文学入門 ：  
マリー・アントワネットと 
ハプスブルグ家の帝都ウィーン

M. DESPREZ 日 13h30-15h20 20h ￥35,000

4T2LIa フランス文学探訪 M. DESPREZ 木 10h00-11h50 20h ￥35,000

印は今学期新設されたクラスです。

フランス文学探訪    
À la découverte de la littérature française :  
un auteur, une œuvre       

使用する本：John Ruskin/Marcel Proust : La Bible d’Amiens 
(1904, extraits sous forme de photocopies distribuées au 
premier cours) et Sésame et les Lys (1906,  Collection rivages 
poche, No 718. ISBN :9782743622374, 2011). 
ジョン・ラスキン/マルセル・プルースト：「アミアン
の聖書」（初回の授業でテキストの抜粋のコピーを配布
します）及び「胡麻と百合」
「失われた時を求めて」の著者プルーストの芸術に関す
る省察は、ジョン・ラスキン（1819-1900）の美学書の翻
訳、序文執筆、解釈をする仕事において、その基本と
なる思想の一部の着想を得たものです。ラスキンはア
ミアンの有名な大聖堂の描写に捧げられた「アミアンの
聖書」執筆により、建造物の描写に留まらず、芸術作品
の精髄を明らかにしました。フランス北部各所にある
大聖堂や秀逸な翻訳と序文を通して、プルーストの新
しい概念、「芸術を一つの宗教にする」意味を学びます。
プルーストはその2年後に刊行する、ラスキンの著作「胡
麻と百合」の翻訳と著名なその序文において、この概念
にさらに豊かな実りをもたらします。読書を通しての
哲学は、プルーストの世界を理解するための最も重要
な鍵の一つなのです。

▲

4T2LIa　M. DESPREZ 

NOUVEAU NOUVEAU
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通訳・翻訳
Interprétation - Traduction

翻訳    Atelier de traduction 

和文、仏文翻訳のテクニックを学びます。翻訳をする
上での文体の違いや、原文のニュアンスを理解し、き
ちんと表現できるよう訓練をしましょう。翻訳は分野
を問わず様々な職業、多くの各種試験や採用試験で要
求される作業です。外国語を使うのであれば、プライ
ベートでもビジネスでも、翻訳はいずれも必須のスキ
ルとなります。この授業では仏訳と和訳の練習を積む
ことによって、優れた翻訳をするために必要な基礎テ
クニックを身に付けることを目指します。

▲

4I1AT    M. LE BOIS

資格試験準備
Préparation examens　

DELF B2試験対策    Préparation au DELF B2

このクラスは、DELF B2受験準備をする方を対象とし
ていますが、聴解、読解、口頭・筆記表現力をまんべ
んなく伸ばしたい方にもお勧めします。フランスとフ
ランス語圏の記事を題材にし、実践的な学習により、
情報を把握し、言い方を変え、自分の考えを構成し、
論述すること、さらに自分の見解を論証するというプ
ロセスを学びます。

▲
4A2B2     M. DELMAIRE

通訳・翻訳 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
4I1AT 翻訳 M. LE BOIS 金 12h00-13h20 15h ￥27,000

資格試験対策 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
4A2B2 DELF B2試験対策 M. DELMAIRE 土 10h00-11h50 20h ￥35,000

実務フランス語
Français professionnel 

商業フランス語    Français des affaires

フランスにおけるビジネス界の仕組み（企業の種別、租
税と税金、輸出入など）を実践的に学びます。また、経
済に関する時事ニュースの映像なども用い、ビジネス
において必要不可欠なEメールの書き方、電話応対など、
現実に即したシーンを設定し、オフィスでの仕事にそ
のまま活用できるよう習得していきます。必要な教材
は授業中にプリントで配布します。

▲

4P2FA   Mlle CLOOSE 

実務フランス語 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

Code Titre des cours Professeur Jour Horaires H. Totale Tarif

4P2FA 商業フランス語 Mlle CLOOSE 木 19h00-20h50 20h ￥35,000

テーマ別 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
4T2LIb 現代フランス文学 M. REBOLLAR 金 13h30-15h20 20h ￥35,000

4T2LO フランスの美しき美術館 ： 
隠れ家的美術館

Mme BONNET, 
Mme LEMAITRE 水 14h00-15h50 20h ￥35,000

4T2OR フランス語の歴史 M. JAFFRÉDO 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

現代フランス文学
Littérature contemporaine : Le sang des autres, de 
Simone de Beauvoir (1945)

使用する本：Simone de Beauvoir (1945), Le sang des autres, 
Éditions Gallimard, folio, n° 363, édition de 1973 rééditée
シモーヌ・ド・ボーヴォワール（1945）、「他人の血」
小説家であり、すでに哲学者でもあったボーヴォワールは第
二次世界大戦中に政治参加（アンガージュマン）によって実
存主義を実践します。抵抗運動か対独協力か？愛さえも人
を政治参加に導く、そして愛は本人のみの問題ではない…。
このクラスは文学と文明に興味を持つ方だけでなく、フラン
スの大学留学や研究を目指す方にもお勧めします。

▲

4T2LIb     M. REBOLLAR 

フランスの美しき美術館 ： 隠れ家的美術館
LES BEAUX MUSÉES DE FRANCE : Les musées cachés

毎学期、名高い美術館からオリジナリティのある美術館ま
で、芸術大国フランスが誇る美術館の歴史と収蔵作品の世
界を探訪します。今学期は、フランスの隠れ家的な美術館
を散策しましょう。パリのコニャック＝ジェイ美術館やザッキ
ン美術館、ボルドーのワインとネゴシアン博物館、レユニオ
ン諸島の美術館など、パリや地方だけでなくフランスの海外
県にある、まだ知られていないながらも評価の高い美術館
についても取り上げます。

▲

4T2LO    Mme BONNET, Mme LEMAITRE

フランス語の歴史  
Histoire du français : le vocabulaire par l’étymologie 

言語の歴史や語源を学びながら、語彙を豊かにすると同時
に、フランス文化や文明についても発見をしていきます。今
学期は、例えば、花や鳥、船の名前を学んだり、学校の
歴史を見出したり、フランス語と英語の複雑な関係を理解
したり、笑いやゲームについて語ったりします。言語の背景
を理解することでますますフランス語が身近になるでしょう。
今学期扱うテーマ：les fleurs, l’école, le rire, les éléments, 
le français et l'anglais, le jeu, les oiseaux, l'histoire, Dieu, les 
bateaux.

▲

4T2OR    M. JAFFRÉDO



あらゆる難しい 長文を理解することができ、言
外の意味も把握できる。言葉を探しているとい
う印象をあまり与えずに、自然に、また流暢に
自己表現ができる。社会的・職業的・学問的な
目的に応じ、効果的で柔軟な言葉遣いができ
る。複雑な話題について明確に、またしっかり
とした構成で表現できる。文章を構成する表現
や接続表現、つなぎの表現に習熟していること
が伺える。

C1準マスター  SUPÉRIEUR
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4月12日（土）

Rencontre avec 
Tierno Monénembo et 
Masatsugu Ono

対談：
チエルノ・モネネンボ＋
小野正嗣
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総合フランス語
Français général 

アルタ・エゴ5   Alter ego 5 

C1 準マスターレベルからは、フランス語をもっと専門的に、
そしてもっと豊かにし、自分の見解を自信を持って表現でき
るようになることを目指します。Alter ego 5は、各課ごとに社
会的・文化的側面からなるテーマとその問題点、将来の展
望についてグローバルに扱います。このクラスでは、受講生
が各自の文化的知識と意見を用いて、フランス語ネイティブ
と対等に議論ができるようになることを目標とします。

▲

5G3AE2     M. RIVEAU 

C1 準マスター SUPÉRIEUR 

テーマ別
Cours thématiques

ディベート  
Grands débats de la société contemporaine  

毎週、最新の新聞、雑誌の記事を取り上げ、一つのテー
マについて多角的な議論を行います。
アイデンティティー、経済・環境危機、格下げ危惧等
について、フランスと日本の社会が直面する問題を取
り上げます。この授業の目的は、与えられたテーマを
フランス語で討論することにあります。情報を正しく
理解し、自分の見解を論証し、積極的に意見を交わし
ましょう。

▲

5T1CL    M. DE SOLA

フランス史    Histoire de France  

フランスの中学、高校の歴史の授業をベースにしたこ
の授業では、フランスの歴史における主要な時代と出
来事を学びます。時代順に文化史と社会史の多くの要
素を交えて政治上の史実の流れを明らかにし、比較史
的な視線からローマ帝国の設立から20世紀までのフラ
ンス・ヨーロッパ史の豊かでバリエーションに富むパ
ノラマを紹介します。

▲

5T1HI    M. LE BOIS

ヌーベルエディトB2   Nouvel Edito B2

現代のフランス社会の問題を、様々な資料を用いてフ
ランス語とフランス文化の知識をパーフェクトにする
のがC1レベルの最も重要な目標です。教科書の他に視
聴覚資料、新聞記事などを使い、現代社会の問題につ
いて話し合いながら語彙力を高め、上級文法を身につ
けていきます。
また、口頭・筆記表現、聴解、読解のレベルアップも
図ります。各学期、違うテーマを扱いますので、どの
学期からでもお入りいただけます。また、このクラス
はB2レベルの同教科書クラスとアプローチが違います。

▲

5G2ED3　Mme DUPEYRON

総合フランス語 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥50,900→￥49,500、￥43,750→￥42,500

クラスコード 講座名／テキスト名 課 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
5G3AE2 Alter ego 5 2 M. RIVEAU 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

5G2ED3 Nouvel Edito B2 3 Mme DUPEYRON 火 13h30-15h50 25h ￥43,750

テーマ別 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
5T1CL ディベート M. DE SOLA 土 11h30-12h50 15h ￥27,000

5T1HI フランス史 M. LE BOIS 金 10h00-11h20 15h ￥27,000
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資格試験準備
Préparation examens　

仏検1級・準1級準備、和訳仏訳演習
Préparation au DAPF niveau 1

仏文読解・仏作文や時制・多義語の問題を中心に、慣
用句・文法事項などにも留意しながら学ひます。仏検
1級・準1級受験準備講座ですが、時事フランス語を学
びたい方など、仏検受験予定者でない方にもお勧めし
ます。

▲

5A2FK    M. TANAKA

資格試験対策 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
5A2FKa 仏検準1級・1級準備、和訳仏訳演習 M. TANAKA 月 17h00-18h50 20h ￥35,000

5A2FKb 仏検準1級・1級準備、和訳仏訳演習 M. TANAKA 金 19h00-20h50 20h ￥35,000

テーマ別 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥27,000→￥26,500、￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

5T1JR フランスのメディア M. MESMER, 
M. RECHSTEINER 土 12h00-13h20 15h ￥27,000

5T2JC ユダヤ-キリスト教文明入門 M. DESPREZ 木 17h00-18h50 20h ￥35,000

5T2LI 文学 ： フランス文学の傑作を読む M. DESPREZ 日 10h00-11h50 20h ￥35,000

フランスのメディア
Pratiques journalistiques et sphères médiatiques en 
France

現役のジャーナリストによるメディア論。時事ニュー
スについての意見交換と記事や映像を用いながら、フ
ランスメディアの世界、専門用語、働きなどを学び、
更にはその内情を垣間みていきます。
ジャーナリズムの用語、表現を用いた討論、討議を、
現役のジャーナリストとともに実践するまたとない機
会にもなります。

▲

5T1JR    M. MESMER, M. RECHSTEINER

ユダヤ-キリスト教文明入門  
Civilisation : Introduction à la civilisation 
judéo-chrétienne 

宗教の主題は今日においても、特に外国人にとっては、
西洋文明の主要な部分を理解するのに決定的な鍵とな
ります。今学期は、「出エジプト記」（モーセの物語）に
基づく芸術作品の大作（タピスリー、絵画）、特にニコ
ラ・プッサンとシャルル・ルブランによる大作シリー
ズの素描とタピスリー（ルイ14世時代で最も有名なゴ
ブラン織りの作品）を取り上げます。この図像学的ア
プローチは「出エジプト記」の内容をよりよく理解する、
または思い出す機会となるでしょう。

▲

5T2JC　M.DESPREZ 

文学 ： フランス文学の傑作を読む
Littérature : initiation aux grands texets 
de la littérature française    

使用する本：François-René de Chateaubriand (1768-
1848), Mémoires d’outre-tombe, Classiques de Poche, 
Vol.2 (Livres XIII à XXIV). 
シャトーブリアン（1768-1848）、「墓の彼方の回想」
本国フランスでは現在も話題に上り、愛読されている
フランス文学の傑作、「墓の彼方の回想」を取り上げま
す。外国、特に日本ではあまり知られていませんが、
特傑した自伝的文学作品であるだけでなく、現代フラ
ンスの歴史の第一の入門書となる作品です。今学期は
ナポレオンの失墜、そしてヨーロッパの新しい秩序の序
章である、ワーテルローの戦い（1815年）を取り上げます。

▲

5T2L1　M.DESPREZ 

通訳・翻訳
Interprétation - Traduction

フランス語通訳ガイド試験対策 
Français spécialisé pour le métier de guide-interprète au 
Japon 

この授業では主に、日本文明（歴史、芸術、文化）の知
識を総体的に学びます。さらに、通訳ガイド国家試験
の口頭試験対策にもなり、通訳ガイドのキャリアに有
用な知識を身につけます。講義形式で、専門用語の大
部分はフランス語で説明します。学期末には、その学
期に取り上げたテーマに関連する場所を訪れます。

▲
5I2GU1, 5I2GU2    M. LE BOIS

ビジネス通訳
Interprétation professionnelle en situation réelle

逐次通訳を目指す上級学習者のための入門コースです。
通訳になるためではなく、通訳という角度からパーフェ
クトなフランス語を習得することによって、日常より
も洗練されたフランス語を要求され、あらゆる職業上
のシチュエーションに役立つ、実践的なテクニックの
方法論を身につけます。様々なテーマについて、企業
で用いられている資料を用いて、現実的な状況を設定
しながら、正確に、自然な日本語に訳せるように練習
を行います。各学習者のレベルに応じて指導します。

▲

5I2IP    M. DERSOT　

通訳・翻訳 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
5I2GU1 フランス語通訳ガイド試験対策 M. LE BOIS 火 10h00-11h50 20h ￥35,000

5I2GU2a フランス語通訳ガイド試験対策 M. LE BOIS 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

5I2GU2b フランス語通訳ガイド試験対策 M. LE BOIS 土 17h00-18h50 20h ￥35,000

5I2IP ビジネス通訳 M. DERSOT 月 19h00-20h50 20h ￥35,000

NOUVEAU

NOUVEAU

印は今学期新設されたクラスです。



聞いたり読んだ りするほぼすべてのものを容
易に理解することができる。さまざまな書き言
葉・話し言葉による情報から得た事実や論拠
を、まとまった要約のかたちで再構成できる。
自然に、とても流暢に、かつ正確に自己表現が
でき、複雑な事柄の細かい意味の違いをはっ
きりさせることができる。

C2マスター MAÎTRISE

アンスティチュ・フランセ東京6月21日（土）
Fête de la musique音楽の日
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テーマ別
Cours thématiques

戦後から現在までのフランス思想家
Figures de la pensée française, de l'après-guerre à nos 
jours

このクラスでは、第二次世界大戦後のフランス思想を
築いた主要なフランスの知識人を取り上げます。哲学
者を中心にしますが、同時に文化人類学者、文学者、
歴史学者、すなわちサルトル、レヴィ＝ストロース、
ブローデル等を取り上げ、彼らの著作を当時のフラン

C2 マスター MAÎTRISE  

通訳・翻訳
Interprétation - Traduction

文芸翻訳　Traduction de textes littéraires 

フランス語の小説やエッセイを注意深く読み込んで日
本語に翻訳する実践演習を行います。いわゆる仏文和
訳を超え、原文の「意」と「姿」の両方を訳文に写す（移す）
のが目標です。この「文芸翻訳」のクラスから十指に余
るプロの翻訳家が生まれ、活躍しています。
今学期は、Folio叢書に入っている短篇集、Romain GARY: 
Les Oiseaux vont mourir au Pérou, 2007（初版：1962）に挑戦
します。
注意：8回授業。5月24日、5月31日は授業がありません。

▲

6I2TL    M. HORI  

同時通訳　Traduction simultanée

ラボ教室での様々なエクササイズを通じて、通訳メカ
ニズムを体得するための授業です。多様なテーマの教
材を使い、仏日通訳で最も重要なフランス語理解力の
強化を特に重視し、正確かつ十分な通訳とは何かを探
求します。
注意：4月12日から8回授業。
4月12日（初回）に限り、16h00からチエルノ・モネネ
ンボ講演会を聴講し、その後18h00から19h50まで授業。

▲

6I2TS    Mlle FUKUZAKI

通訳・翻訳 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥28,000→￥27,200、￥40,720→￥39,600

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
6I2TL 文芸翻訳 M. HORI 土 16h30-18h20 16h ￥28,000

6I2TS 同時通訳 Mlle FUKUZAKI 土 15h30-17h20 16h ￥40,720

テーマ別 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
6T2HI 戦後から現在までのフランス思想家 M. BRUNET 水 18h30-20h20 20h ￥35,000

ス知識人が生きた主要な運動のコンテクストにおいて
とらえ、また、彼らと日本人知識人の視点の比較に迫
ります。両国の知識人に新しい思想の息吹を与えた思
想の空間を浮き彫りにすることを試みます。

▲

6T2HI　M. BRUNET  
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ibrairie OMEISHAL

欧明社・本店
月～金 10:00‒18:00
土曜日 10:00‒17:30
第2・4日曜日 13:00‒17:00
〒102-0071
東京都千代田区富士見 2-3-4
TEL 03-3262-7276
FAX 03-3230-2517

仏検・DELF/DALF・
TEF・TCF・問題集・参考書等

常時在庫あり！

最新のフランス・ラジオ放送から
選んだリスニング教材発売中！

雑誌・BD・文学 CD・DVD
取り揃えております。

アンスティチュ・
フランセ東京
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ラテン語：入門  
Latin : niveau 1 (Initiation) 

ラテン語は単にフランス語の起源であるだけではあり
ません。長い間、ヨーロッパ文化の典拠の言語として
残り、今日でもなお、ラテン語は語源として、日本語
を含む多くの言語において新しい言葉を作り続けてい
るのです。入門・初級学習者を対象としたこのクラス
では、文法と簡単なテキストを読む学習を通して、ラ
テン語の基礎知識を養います。暗記の努力を必要とし
ますが、ラテン語文法の基礎である格変化のシステム
を速く体得するのに不可欠です。全く初めての方は、
学期の初回の授業をできるだけ欠席されないようお願
いします。

▲

7A2LA1    M. GROISARD

ラテン語：中級
Latin : niveau 2 (Approfondissement)

このクラスは、ラテン語の語彙と文法の知識を補い、
深めることを目的とします。文法の学習は、主に難易
度が異なるテキストを使用しての講読です。教科書に
あるダイジェスト版の文章とラテン語の長い歴史の中
で様々な時代に書かれた原文を、交互に読みます。初
めての文学作品を読むという経験は、ラテン語の講読
力をしっかりと養い向上させるとともに、上級コース
への準備にもなります。

▲

7A2LA2    M. GROISARD

ラテン語：上級
Latin : niveau 3 (Lecture commentée des grandes 
œuvres) 

古代ローマの最も独創的な詩人の一人ウァレリウス・
カトゥルス（C. Valerius Catullus 84-54 av. J.C.）の作品を
取り上げます。彼の作品は卓越した詩法の技巧による、
自然で、しかも貴賤まじわる作風を独自の味わいとし
ています。テキストを精読し、作品のもつ豊さと情緒
を味わい、理解を深めます。各自で選んだ文章をフラ
ンス語に訳してきていただきます。

▲

7A1LA3    Mme DUSSUD

ギリシャ語 ：中級
Etudes grecques : niveau 2

前学期に引き続き、西洋文学における最も衝撃的な悲
劇の一つであるソフォクレスの「オイディプス王」を講
読します。（Œdipe-roi de Sophocle : collection Classiques 
en poche bilingue, Belles Lettres, 2002）テキストを精読し、
作品のもつ豊さと情緒を味わい、理解を深めます。各
自で選んだ文章をフランス語に訳してきていただきま
す。

▲

7A1GC    Mme DUSSUD

古典語 LANGUES ANCIENNES 

古典語 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000、￥19,500→￥19,000

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
7A2LA1 ラテン語：入門 M. GROISARD 土 16h00-17h50 20h ￥35,000

7A2LA2 ラテン語：中級 M. GROISARD 土 14h00-15h50 20h ￥35,000

7A1LA3 ラテン語：上級 Mme DUSSUD 土 10h00-10h50 10h ￥19,500

7A1GC ギリシャ語：中級 Mme DUSSUD 土 11h00-11h50 10h ￥19,500



全レベル対象
 Tous niveaux

Les Z'ateliers de Sophie - http://leszas.wordpress.com
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ソフィーのアトリエ・アート
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

7T1SO Les Z’ateliers de Sophie Sophie et Keiko Mer 16h00-17h30 13.5h ￥26,500（9回）
＊￥3,000（1回）

＊2週目からは 1回￥3,000で受講可能。
＊￥3,000/séance à partir de la 2ème semaine.

6歳から10歳までの子供を対象としたアートのアトリエ！
週に一度の放課後、造形アーティストのソフィー・フォー
ルとクニゴウケイコがガイドとなって、子どもたちの創
造性を豊かにしながら、楽しく作品を制作します。美術
史を通じて、様々なクリエーションを体験できる楽しい
バイリンガル対応のこのアトリエは、フランス語の入門
としても、アートを通じた心の成長にとっても、またと
ない機会となるでしょう。世界の名作を鑑賞しながら、
楽しくアートのテクニックに取り組んでいきます。この
アトリエは、フランス語、日本語あるいは英語を用い、2
人の講師が担当します。アンスティチュ・フランセ東京
年会費は不要。
実施期間：4月9日～6月18日の毎週水曜日、16時～17時30分。
ただし、5月7日（水）は除く。
アンスティチュ・フランセ東京、受付にて直接お申し込
みをお願いします。

▲

7T1SO     Sophie et Keiko　

Les Z’ateliers de Sophie  ソフィーのアトリエ・アート

L'Institut français du Japon - Tokyo ouvre ses portes 
aux enfants âgés de 6 à 10 ans !  Une fois par semaine 
à la sortie des classes, l'artiste plasticienne Sophie Fort 
et Keiko Kunigo prennent en charge vos enfants et les 
guident à travers l'histoire de l'art au cours d'ateliers 
de création ludiques et bilingues. Conçus pour être une 
source d'éveil à l'art autant qu'une initiation à la langue 
française, ces ateliers sont devenus incontournables !  
En observant des œuvres du monde entier, les enfants y 
abordent des techniques artistiques tout en s'amusant.
Ce cours est animé par deux professeurs, indifféremment 
en Français, en Japonais ou en Anglais. (Pas d’adhésion 
IFJT nécessaire).
Dates: du 9 avril au 18 juin, tous les mercredis  de 16h 
à 17h30 (sauf mercredi 7 mai).
Inscription : auprès de l'accueil de l'IFJT, directement 
sur place.

いけばなは、フランスでもブームをよんでおります。
今から、およそ550年前に生まれ、お寺のお坊さん、武
士の嗜み、商人から町人、ご婦人の教養の為と時代を
超えて現代社会に。草月流いけばなは、いつでもどこ
でも誰にでも、自分らしさを探る現代芸術です。季節
のお花を手に植物と向き合い心も体も癒されます。お
花の技術を学びながら感性を磨き、フランス人と共に
学び、芸術大国フランスのエスプリも感じてみません
か。アンスティチュ・フランセ東京年会費は不要。実
施日週の月曜日までに、受付にてお申し込み、お支払
いをお願いします。各回10名限定。講師は、草月流師
範一級、フランス語英語日本語での講師歴9年、 いけこ
み フラワークの経験豊富、ATプロフェッショナルに選
抜、本部の特別研修を受講。
実施日 ： 4月24日（木）、5月15日（木）、6月12日（木）

▲
7T2IK   Mme Hitomi Ryuka ROUSSEL

Atelier d’Ikebana  アトリエ・いけばな

L'ikebana, l'art japonais de la composition florale, 
est une pratique vieille de plus de 550. Et si l’art des 
fleurs était un pont entre le Japon et la France ？ Cet 
atelier vous permettra d'apprendre les techniques de 
l'ikebana, art traditionnel de la composition florale, tout 
en développant votre sensibilité à l'esthétique japonaise. 
Découvrez le plaisir de créer une œuvre personnelle 
à partir de fleurs de saison! Atelier assuré par une 
professionnelle japonaise chevronnée (professeur 
certifiée Sôgetsu, grande expérience de l’enseignement 
en français et en japonais). Pas d'adhésion. 3.600 yens / 
atelier. 10 places disponibles seulement. Inscription et 
règlement à l’accueil de l’Institut au plus tard le lundi 
précédant l'atelier. 
3 sessions : les jeudis 24 avril, 15 mai et 12 juin.

アトリエ・いけばな
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

7T2IK Atelier d’Ikebana Mme ROUSSEL Jeu 13h30 -15h30 2h *￥3,600（1回）
＊￥3,600/atelier Tous niveaux  全

レ
ベ
ル
対
象

アトリエ・ビジュー   Atelier de bijoux  

このアトリエは、自分のスタイルやアクセサリーと洋
服のコーディネートを見つけるために、様々なテクニッ
クや色、素材とサイズのベストなバランスを見つける
コツを学びながら、各回異なったテーマでアクセサ
リー制作を行います。また、フランスのモードについ
ても学びます。アトリエ終了後は、制作したアクセサ
リーを身につけて帰りましょう！必要に応じて日本語
を使用。講師のセリーヌ・ボネは、10年前から“Tseline 
Creations” （ツェリンヌ・クリエーション）というブラン
ド名でフランスや東京でオリジナルアクセサリーを販
売しています。　
アンスティチュ・フランセ東京年会費は不要。

全3回10名限定。このアトリエの聴講はお受けできま
せん。

実施日：毎月テーマが変わります。
4月22日（火） ：  石：石の色やサイズを選びましょう。
5月20日（火） ：  エスニック：シックな民族調アクセサ

リーの制作。
6月17日（火） ：  ワイヤー：金や銀色をワイヤーを使って

作品を制作。

▲

7T2BI　Mme BONNET 

アトリエ・ビジュー
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

7T2BI アトリエ・ビジュー Mme BONNET 火 19h00-20h50 6h ￥12,400
（全3回）



Mercure Tokyo Ginza

2-9-4 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061
Tel：+81(0)3-4335-1111　E-mail：reservation@mercureginza.com

ibis Tokyo Shinjuku

7-10-5 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023
Tel：+81(0)3-3361-1111　E-mail：H8620-RE1@accor.com

ibis Styles Kyoto Station

47, Higashikujo-Kamitonodacho, Minami-ku, Kyoto 601-8002
Tel：+81(0)75 - 693 - 8444　E-mail：reservation@ibisstyles-kyoto.jp

Best price guarantee.

Accor has more than
3,500 hotels and
440,000 rooms
in 92 countries
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アトリエ：フランス・アンティーク
鑑定入門
Atelier : Initiation à l’expertise des antiquités françaises

現在市場に出回っている19世紀前半からアール・デ
コ時代迄のフランス・アンティークの世界に触れてみ
ませんか？このアトリエでは、2014年末に予定されて
いる「西洋アンティーク鑑定検定試験」の準備講座とし
て、フランスの美術工芸品・装飾品の歴史、鑑定の知
識（バックスタンプや刻印の読み方、真贋について）を
学びます。 
講師は、IESA（Institut d’Études Supérieures des Arts）を
卒業し、アンティーク・カルチャーサロン「プティ・セナ
クル」の主催者・石澤季里及び、同校講師で、オークショ
ンハウス・ドルーオーのアンティーク部門を修了、フ
ランス国立骨董組合（Syndicat national des antiquaires）
のディプロマを取得した河合恵美の2人で行います。
本アトリエは日本語で行いますので、どなたでも受講
できます。専門用語や必要と思われる場合はフランス

アフリカのフランス語圏 ： 挑戦と希望
Afrique francophone : défis et espoirs

フランス語がもっとも話されている大陸、アフリカは
目覚しく急成長を遂げています。今まで深刻な問題が
クローズアップされてきましたが、今、アフリカの新
しい側面が脚光を浴びています。そして、この先、ま
すます発展が期待され、アフリカ市場は無視できない
存在となっています。資源面や経済成長を続けるアフ
リカの現状を、環境問題や砂漠化の問題などとともに
様々な観点から考えていきましょう。授業はフランス
語と日本語で行います。

▲

7T2AF    M. BAYAKISSA 

語も使用します。また毎回1回ずつの受講も可能です。
アンスティチュ・フランセ東京年会費は不要。
各回12名限定。聴講はお受けできません。

実施日
4月17日：フランスの陶磁器 - ジアン陶器とリモージュ磁

器を中心に
5月   8日：フランスの家具 - エンパイア様式からアール・

デコ様式まで
5月22日：フランスのガラス - サン・ルイ、バカラからラ

リックまで
6月  5日：フランスのジュエリー - エンパイア様式からアー

ル・デコ様式まで
6月19日：フランスの銀器 - クリストフルとピュイフォルカ

▲

7T2AN　Mme KAWAI, Mme ISHIZAWA  

シネ・ディマンシュ！フランス映画研究
Ciné-Dimanche !

講師は仏・映画雑誌Vertigoで編集委員を務める映画
批評家です。主としてヌーヴェル・ヴァーグ以降のフ
ランス映画について美学的、文化的、政治的、社会的
観点から考察します。各回1作品を鑑賞し、講師によ
る解説・分析を交えながら受講者全員によるディカッ
ションを行います。授業は日本語で行います。
注意： 4月6日（日）～ 6月15日（日）のうちで8回授業。
日程は、第1回目の講義時に受講生と相談の上で決定
します。

▲

7T3CI    M. FUJITA-HIROSE

全レベル対象 3月31日までにご登録の場合の受講料：￥35,000→￥34,000、￥40,720→￥39,600

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
7T2AF アフリカのフランス語圏 M. BAYAKISSA 土 16h30-18h20 20h ￥35,000

7T3CI シネ・ディマンシュ！
フランス映画研究 M. FUJITA-HIROSE 日 10h00-12h50 24h ￥40,720

アトリエ：フランス・アンティーク鑑定入門
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

7T2AN フランス・アンティーク鑑定入門 Mme KAWAI, 
Mme ISHIZAWA 木 14h00-16h00 2h ￥3,600（1回）

＊￥3,600/atelier印は今学期新設されたクラスです。

NOUVEAU
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自分のペースや目的に合わせて学びたい、
苦手な部分を克服したい、教師と個別にじっくり学習したい、
こうした声にお応えするために、ア・ラ・カルトで学べるプライベートレッスンがスタート！
アンスティチュ・フランセ東京なら、あなたにぴったりな授業が見つかるでしょう。

ア・ラ・カルトで
プライベートレッスン！NOUVEAU

グループレッスンは、人数を生かしての授業の進行や同じ目的を持つクラスメートと互いに刺激しあい
ながら、より実践的にレベルアップを図れるというメリットがありますが、教師とマンツーマンで、自分
の弱点強化や目的に合わせて集中的に学習したい、自分のレベルに合わせてマイペースに学びたい、と
言うたくさんの声にお応えして、プライベートレッスンがスタートします。教師を独占できる50分間を有
意義に使って、更なる上達を図りましょう！

❶ 毎月、月初めに受付に掲示されるプライベートレッスン日程
表をご確認の上、レッスンご希望日の8日前までに受付にて
お申し込み用紙に必要事項をご記入の上、お申し込み・お支
払いをお願いします。

 日程表は、サイト（www.institutfrancais.jp/coursalacarte）
でもご覧いただけます。

❷10回分を一括でご購入された方も、レッスン日程表をご確
認の上、ご希望日の8日前までに直接受付にてレッスン日を
お申し込みください。（電話不可）

 ただし、①、②いずれの場合も、すでにお申し込みが入って
いる日時にはお申し込みできません。必ずしもご希望の日時
にお申し込みできるという保証はありませんので、あらかじめ
ご了承ください。

 お電話などでの予約はできません。受付にてお支払いされた
時点でお申し込み完了となります。お申し込みは、受付執務
終了時間30分前までにお越しください。（2ページ参照）

お申し込み手続き

1名の場合
1回50分授業   5,900 円

10回50分授業  53,100 円＊

2名の場合 1回50分授業  7,100 円（お一人様3,550円）

受講料

＊一括ご購入の受講料。1回分の受講料がお得です。有効期限は、初回のレッスン日から2ヵ月です。有効期
限内に10回のレッスンを完了してください。

※授業登録の際に、年会費8,000円（学生：6,000円・学生証要提示）が必要です。一度お支払いいただいた受講料、
年会費のキャンセルは原則とてしてお受けできません。10回分（53,100円）＊を一括でご購入の場合のみ、ポイン
トサービスのポイントが1ポイント付与されます。

 またプライベートレッスンは、ポイントサービスや学生割引（受講料5％ OFF）による受講料の割引サービス対象
外です。やむを得ない理由で欠席、変更ご希望の場合は、レッスン日時の8日前の17時までに受付窓口または
お電話（03-5206-2500）にてお知らせ下さい。それ以降の変更はできません。また、講師はお選びいただけませ
んので、あらかじめご了承ください。

あなたのご希望やペースに合わせて学べ、
教師をひとり占めできる贅沢な50分間。

プライベートレッスンもアンスティチュ・フランセ東京！

www.institutfrancais.jp/coursalacarte

フランス旅行に備えて使える表現を習得したい。
テーマに沿った会話レッスンをしたい。
文法、発音、聞き取り、口頭表現など、補
足強化をしたい。
DELF-DALF、TCFや仏検の資格試験準備を
したい。
仕事で使う実務フランス語を強化したい。

就職や転職のためにフランス語が必要になった。
大学の授業をもっと理解するために補足をし
たい。
フランス留学や赴任のための準備をしたい。
ラテン語やギリシャ語を始めたい。
宿題や補足教材などの添削をして欲しい。
フランス文化について学びたい。　　　　　

…などなど。



特別短期集中  STAGES INTENSIFS
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3月24日（月）～3月28日（金）

クラスコード テキスト名 課 時間 全学習時間 受講料

1N0ST アンテラクション1 0-4 10h00-12h50,
14h00-16h50 30h ￥50,800

受付期間：受付中。授業開始日前日まで。アンスティチュ・フランセ東京年
会費は不要。
終了後、2014年4月5日開講の春学期に登録ご希望の方は、アンテラクショ
ン1の5課からのクラスに接続できます。

2014年
3月期

6月23日（月）～6月27日（金）

クラスコード テキスト名 課 時間 全学習時間 受講料

1N0ST アンテラクション1 0-4 10h00-12h50,
14h00-16h50 30h ￥52,500

受付期間：3月17日より。授業開始日前日まで。アンスティチュ・フランセ
東京年会費は不要。
終了後、2014年6月28日開講の夏学期に登録ご希望の方は、アンテラクショ
ン1の5課からのクラスに接続できます。

● 上記2講座は、毎日午前（10h00-12h50）・午後（14h00-16h50）3時間ずつ、全5日間授業です。
● 教科書は最新教材アンテラクション1を使用します。
● 受講料に教科書代は含まれておりません。教科書代として別途約3,000円が必要です。
● 申込者が既定の人数に達しない場合は開講いたしません。登録は先着順で、満員になり
次第締め切ります。

● お申込みは直接アンスティチュ・フランセ東京受付にてお願いいたします。お電話など
での予約システムはありません。どうぞご了承下さい。

● 次回の一般対象特別短期集中講座は2014年9月下旬の予定です。

2014年
6月期

● Matin（午前）10h00-13h00
教科書を使用する授業

●  Après-midi（午後）14h00-16h00
選択授業（発音、文法、フランス文化、演劇）

● Après-midi（午後）16h30-18h10
フランス語演習

大学生対象特別短期研修は毎年3月と9月です。
次回は2014年9月上旬に行います。

仏語学習時間

レベル 1 60～ 120時間程度（1U0ST）
レベル 2 120～ 210時間程度（2U0ST）

レベル分けテスト：3月13日（木）11時より13時迄
テストは必ずお受け下さい。研修の説明も行ないます。
受付期間：2014年3月12日（水）まで
お申込みは直接アンスティチュ・フランセ東京受付にて
お願いいたします。

東京にいながら、フランスにいるように　フランス語の環境に « どっぷり浸かる »

● 65時間授業（総合フランス語30時間、選択授業
20時間、フランス語演習15時間）

● 経験豊富な講師

● スタージュに最適な環境
● 毎日おいしいお菓子がサービスされるブレイクタイム
● 最終日には楽しい修了パーティー

2014年 3月17日（月）～3月28日（金）（65時間 : ¥98,000）
料金に教科書代は含まれておりません。
全10日間授業。上記期間中、3月21日（金・祝）、23日（日）は授業がありません。

フランス語が全く初めての方、フランス語を始めませんか？
長いブランクがある方、フランス語を思い出しましょう！
1学期間分を短期間で学習するチャンス！

大学生対象フランス語特別短期研修
STAGE « IMMERSION » POUR LES ÉTUDIANTS D’UNIVERSITÉ

一般対象特別短期集中講座
STAGE INTENSIF POUR TOUS PUBLICS

大
学
生
対
象
特
別
短
期
研
修
／
一
般
対
象
特
別
短
期
集
中
講
座



「アンスティチュ・フランセ東京」ホームページ→「フランス語講座」→「フランスで学ぶ：語学留学」
詳しくはこちら ：  www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/enfrance/

tokyo.enfrance@institutfrancais.jpお問い合わせ ：

アンスティチュ・フランセ東京のフランス語学留学手続サポート
OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

フランス語学留学サポート東京
　火曜日～ 木曜日 ：14 時～ 20 時
　金曜日※ ：18 時～ 20 時
　土曜日  ：11 時～ 18 時
（予約制。日・月曜日、及び祝日は休業日です）
※金曜日の14時～18時は、Campus France東京
　インフォメーション・カウンターとなります。

アンスティチュ・フランセ東京は、フランス語学習に
「どっぷり浸かる」フランス語学留学までの
お手伝いもさせていただいています。
サービス内容は、厳選したフランス各地の語学学校
から、あなたにぴったりの学校・コースのご提案、事務
手続、そしてご出発までの個別フォローなど。
アンスティチュ・フランセ東京のフランス語学留学？
あなたの語学力アップを最優先に考えながら、面倒な
留学手続を簡単にするサポートです。
※ アンスティチュ・フランセ東京フランス語学留学サポートにて3ヶ月を超える語学留学の手続き申し込みをいただいた学生ビザ申請予定者には、
ビザ申請準備に役立つ情報提供もさせていただいています。

語学習に

語学学校

まずはホー
ムページか

ら

カウンセリン
グのご予約

を！

「アンスティチュ・フランセ東京」ホームページ→「フランス語講座」→「フランスで学ぶ：語学留学」
詳しくはこちら ：  www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/enfrance/

tokyo.enfrance@institutfrancais.jpお問い合わせ ：
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M. BAYAKISSA André 
FLE修士、経済学修士、法律学修士

Mme BERNARD-MIRTIL Laurence
INALCO及びソルボンヌ大学の言語・文学・
文化博士、慶應義塾大学講師

M. BERTHET Didier
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、
e-フランセ、HJD

Mme BONNET Céline
美術史・文化遺産修士、コミュニケーション
学修士

M. BREFUEL Romuald
FLE修士、日本研究DEA

M. BRUNET Tristan
地歴修士、日本研究DEA、翻訳家、
研究者（日本思想）

Mlle CLOOSE Eliane
FLE 修士、日本大学、明治大学、HJD

M. CONREUR Georges
国際貿易関係DESS、青山学院大学、
成城大学講師、HJD

M. DE SOLA Thomas
アンスティチュ・フランセ東京専任講師

M. DELMAIRE Gilles
FLE修士、上智大学講師、HJD

M. DERIBLE Albéric
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、
HJD、e-フランセ

M. DERSOT Lionel
経営修士

M. DESPREZ Michaël 
École Normale Supérieure（高等師範学校）卒、
文学博士、上智大学准教授

Mme DUPEYRON Martine 
FLE修士、 語学DEA 、国際基督教大学講師、
白百合学園中学校講師、外務省、HJD

M. DUPUY Jean-Gabriel
アンスティチュ・フランセ東京専任講師

Mme DUSSUD Odile
早稲田大学第一文学部助教授

M. FAVEREAU Julien
Sciences-po（パリ政治学院）卒、
国際経営修士

Mme FIFE Beatrix
FLE 言語学修士、ミュージシャン、画家、
ブリュッセルBLA校長

Mme FORT Sophie
アーティスト

M. FUJITA-HIROSE Jun
パリ第三大学映画視聴覚研究科DEA修了、
龍谷大学経営学部准教授

Mlle FUKUZAKI Yûko
上智大学教授、会議通訳者、翻訳家

M. GROISARD Jocelyn
École Normale Supérieure（高等師範学
校）、 古代哲学博士、上智大学講師

Mlle HEURÉ Peggy
FLE学士（メーヌ大学）、文化マネージメント
修士（エクス・アン・プロヴァンス大学）

Mlle HOJLO Anne
フランス文部省認定正教員有資格者、
文学修士、情報通信DESS、HJD

M. HORI Shigeki
慶應義塾大学教授、翻訳家

Mme IIDA Ryoko
FLE修士、HJD

M. JAFFRÉDO Sébastien
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、
Formateur de jury DELF-DALF、e-フランセ

Mme JULIEN Lucie
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、HJD

M. KOISHI Satoru
獨協大学教授

M. LAVIGNASSE Christophe
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、
HJD、e-フランセ

M. LE BOIS Jérôme
INALCO卒、歴史博士、 FLE 学士、HJD

Mme LE CALVÉ Christelle
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、HJD

アンスティチュ・フランセ東京講師一覧
L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

講
師
一
覧
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FLE ...........................................................外国語としてのフランス語教授法。フランス語が母国語でない人にフランス語を教えるための専門教育課程。
DEA ...........................................................博士前課程・専門研究課程修了証書。博士論文を書く為には通過しなければならない研究課程。
DESS.........................................................高等専門課程免状。課程修了後、論文を書くのではなく、各分野で即実務に携わるのに有効。
HJD ...........................................................（Habilité jury pour les nouveaux DELF et DALF） DELF・DALF試験官・採点者の資格を有する。
大学講師 ...................................................専任等表示がない場合は非常勤講師。
Formateur de jury DELF-DALF ...............DELF・DALF 試験官・採点者養成研修担当の資格を有する。
e-フランセ ..............................................オンライン講座・企画、チューター。

Mme LEMAITRE Catherine
編集者、翻訳家、ソルボンヌ第Ⅳ大学（パリ）
芸術史及び考古学卒、FLE学士（メーヌ大学）、
HJD、e-フランセ

M. LEMOINE Fabien
INALCO卒、FLE修士、e-フランセ

M. LETT François
FLE修士、教師歴（東京）15年以上、
e-フランセ

M. LEYMARIE Pierre
INALCO卒、FLE修士、e-フランセ、HJD

M. MASSÉ Olivier 
アンスティチュ・フランセ東京専任講師・
コーディネーター・教員トレーナー、
Formateur de jury DELF-DALF

M. MESMER Philippe
ジャーナリスト

M. OURY Nicolas
電子工学学士、日本文化・日本語研究修士、
FLE修士

M. PASCAL Dominique 
FLE言語学修士、教師歴（日/仏）30年、
e-フランセ

M. PELISSERO Christian
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、
Formateur de jury DELF-DALF / TV5、HJD

Mlle TAKASE Tomoko
FLE（Paris III）、文学修士、舞台芸術DEA、
明治大学准教授、HJD

M. TANAKA Yoshihide
獨協大学准教授、フランス語学博士

Mlle TAUZIN Dora
Sciences-po （パリ政治学院） 卒、
ジャーナリスト

Mme TOKIWA Ryoko
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、
e-フランセ、HJD

M. PIQUET Benoît
FLE修士、記号学修士、
Formateur de jury DELF-DALF、HJD

M. PIRIOU Vincent
INALCO卒、FLE Master 2、e-フランセ

M. REBOLLAR Patrick 
南山大学教授（19-21 世紀フランス文学）

M. RECHSTEINER Eric
報道カメラマン

M. RIVEAU Cédric
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、HJD

M. ROUSSEL François
日本研究DEA、フランス文部省認定正教員
有資格者、大東文化大学准教授、HJD

M. SAUZEDDE Philippe
（有）エスプリフランセ代表取締役、
フランス農事勲章オフィシエ

M. SHIBATA Kôtaro
アンスティチュ・フランセ東京専任講師

Mme SUBLIME
歌手・作詞家・女優、
NHK「テレビでフランス語」出演、HJD

Mme UZAWA Keiko
アンスティチュ・フランセ東京専任講師、HJD

Mlle VALLIENNE Corinne
FLE 修士、慶應義塾大学、獨協大学、
早稲田大学講師

M. WIEL Eric
東京藝術大学言語音声トレーニングセンター
助教、HJD

講
師
一
覧

HPに詳しい自己紹介文を掲載していますので、併せてご覧下さい。
http://www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/classe/professeurs/



APPRENDRE LE FRANÇAIS À DISTANCE

2 つのタイプの自宅学習プログラムで
確実にフランス語をレベルアップ！

1953 年の設立から、その質の高い教育で信頼性と定
評のあるアンスティチュ・フランセ日本の通信コース
高いレベルの資格を持つ教師陣による定期的な添削
により、効果的にフランス語を学習。
● レベル、内容ともにバラエティに富んだ

コースラインナップ
50 を超えるコース数で、入門から準マスターレベルま
で対応。ご自身のレベルや目的にあったコースをお選
びください。フランス語の上達へのエッセンスがぎっ
しりつまった教材がご自宅に届きます！

● 自宅学習のサポート充実！
● 課題や添削答案の復習で理解できないことがあった

ら、メール、Fax などで質問。自宅学習の強い見方で
す！

● テレフォンサポートで、直接先生に質問、会話練習、
発音チェック。自宅学習でもアウトプットとコミュ
ニケーションの機会を用意しています。

アンスティチュ・フランセ日本のオンラインスクール
パソコンとインターネットがあればフランス語学習！ 
e-フランセは、日本人のフランス語学習に特化し、オン
ライン学習のために開発されたメソッドです。音声ファ
イル、画像、オリジナルビデオとともに総合的に学習。
効果的に、かつ楽しく学べます。
入門(A1)、初級(A2)レベルのコースは、インターネット
での学習に加え、添削指導、１対１の会話レッスンによ
り、フランス語学習をトータルでサポート！ 中級(B1)レ
ベルは、課題中心の添削指導で学習目的に合わせてコー
スをお選びいただけます。

2つのタイプの受講方法
● フルバージョン：e-フランセのご提供内容を全てご

利用になれます。

●  LITEバージョン：1ヶ月間インターネットでの学習を
何度でも利用可能。（個別指導なし）e-フランセを試
してみたい方や基礎学習の復習にご利用ください。

自宅学習プログラムのお申込みには、
便利な専用サイト通信ブティックをご利用ください！

tsushinboutique.com

☎ 03-5206-2860［直通］ 　tsushin@institutfrancais.jp

通信コース オンラインコース

アンスティチュ・フランセ日本の 
自宅学習プログラム　通信コース・オンラインコース

www.institutfrancais.jp/cad

 e- フランセ  LITE バージョン新登場！
1 コース 1 ヶ月 4,000 円！（A1-A2）

対象レベル： 入門 (A1) 〜 準マスター (C1)
2014 年 春学期：4 月 5 日（土）〜 6 月 24 日（火）

対象レベル： 入門 (A1) 〜 中級 (B1)
2014 年 春学期： 4 月 5 日（土）〜 6 月 20 日（金）

e-francais.jp

まずは、パンフレットをご請求ください！
サイトからもダウンロード可能！

対象レベル： 入門 (A1) 〜 初級 (A2)
いつからでも受講可能

・ 仏検準 1 級準備対策コース
・ 翻訳入門 （課題リニューアル！）

春学期

オスス
メ

オンラインコースオンラインコースオンラインコース

CAD pub reseau.indd   1 03/02/14   13:38



61アンスティチュ・フランセ東京60 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・ 
フランセ東京 
のレベル

コンピュータ 
レベルチェック 
のレベル＊

TCF DELF
DALF 運用レベル DAPF

（仏検）＊＊

A1 A1  
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。

仏検 3級
A1＋

A2
A2- 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。 仏検準 2級

A2＋ A2＋

B1 B1 
B1 レベル 3 

300～399点
DELF B1

DELF Pro 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。 仏検 2級

B1＋

B2 B2
B2 レベル 4 

400～499点
DELF B2

DELF Pro 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。

仏検準 1級
B2＋

C1 C1 ＋＋ レベル 5 
500～599点 DALF C1

フランス語の優れた運用能力を持つ。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。

仏検 1級

C2 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・フランセ東京のHPより行っていただけます。 
http://www/institutfrancais.jp/tokyo/niveaux/

＊  ＊ 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。

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、フランス語を母国語としない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。

TCF： 必須試験：聴解・文法・読解
 補足試験：筆記表現力試験・口頭表現力試験
受 験 料： 必須・補足各￥12,000（2014年1月より受

験料が改定となりました。）
出願方法： 願書（受付カウンターにて配布）にご記入

の上、受験料（カード払い不可）を添えて直
接アンスティチュ・フランセ東京の受付に
てお申し込み下さい。各日程の最大収容
人数を超えた場合、やむを得ず別の日程、
別の施設をご案内する可能性もございま
す。何卒ご了承下さい。

2014年度試験日程
試験日 必須試験 補足試験 出願締め切り

2月16日（日） 終了しました 終了しました 1月16日（木）

4月20日（日） ○ × 3月20日（木）

7月20日（日） ○ × 6月20日（金）

9月21日（日） ○ × 8月21日（木）

12月7日（日） ○ × 11月7日（金）

TCF
フランス語能力テスト

資格試験等
CERTIFICATIONS ET EXAMENS

Bourses du Gouvernement Français （culturelles）
フランス政府給費留学生制度（文系）

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。

2014年度の募集は締め切りました。
たくさんのご応募ありがとうござ
いました。

日程、受験料などの変更がある場合は、アンスティチュ・フランセ東京HPにてお知らせいたします。
TCFについてのお問い合わせは    examens@institutfrancais.jp

資
格
試
験
等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。一度取得すれば更新の必要のないこの資格試験は、
現在、世界160カ国以上で行われ、日本でも1991年より実地されています。言語に関する欧州共通基準（CECRL）
の6段階に対応しており、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの力が評価されます。アンスティチュ・
フランセ東京の授業は、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。

詳細はDELF・DALFのパンフレットまたは www.delfdalf.jpをご覧下さい。

DELF・DALF
フランス国民教育省フランス語資格試験

2014年度春季試験日程 （於アンスティチュ・フランセ東京） 
出願受付期間　3月3日（月）から4月9日（水）まで*

筆記 口頭表現 受験料＊

DELF A1·A2 5月11日（日） 5月11日（日） ¥11,000
DELF B1·B2 6月   8日（日） 6月22日（日） ¥13,000

DALF C1 5月18日（日） 5月25日（日） ¥15,000
DALF C2 5月11日（日） 6月   1日（日） ¥15,000

DELF ジュニアA1・A2 5月18日（日） 5月18日（日） ¥11,000
DELF ジュニアB1・B2 6月29日（日） 6月29日（日） ¥13,000

DELF Prim A1 7月   6日（日） 7月   6日（日） ¥11,000

アンスティチュ・フランセ東京では、定員に達し次第出願を締め切らせていただきます。
＊  2014年1月より受験料が改定となりました。
 受験料、日程などの変更がある場合は、アンスティチュ・フランセ東京および上記サイトにてお知らせいたします。

お問い合わせ：delfdalf＠institutfrancais.jp
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ブルックリン、パリ、バルセロナを行き来し
ながら音楽活動を続けているマイア・ヴィダ
ル。キャバレー音楽やフォーク、シャンソン
に加えて、スペインやインドなど様々な地域
の音楽にもインスピレーションを受けた独自
の音世界で、ラ・ブラスリーで過ごす夜をよ
り一層素敵なものにしてくれるはずです。
Riche de ses expériences scéniques aux 4 coins 
du monde, Maïa Vidal vient nous présenter ses 
nouveaux titres et un spectacle spécialement 
pensé pour Brasserie en scène.

4月1日（火）－4日（金）　ディナー 18：00より　ライブ 20：30より
アンスティチュ・フランセ東京  ラ・ブラスリー　
ディナー＆ライブ：ディナー料金＋1,000円　ライブのみ：会員・学生 1,500円／一般 2,000円
お問い合わせ：  アンスティチュ・フランセ東京   ラ・ブラスリー　 ☎03-5206-2741
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BRASSERIE EN SCÈNE 
MAIA VIDAL

ブラスリー・ライブ
マイア・ヴィダル

5月27日（火）－30日（金）
ディナー 18：00より  ライブ 20：30より
アンスティチュ・フランセ東京  ラ・ブラスリー
ディナー＆ライブ：ディナー料金  ＋1,000円
ライブのみ：会員・学生 1,500円／一般 2,000円
お問い合わせ：  アンスティチュ・フランセ東京   ラ・ブラスリー  

☎03-5206-2741

お馴染みの「フランス語で落語」第三弾！これぞ本当の「クール
ジャパン」。日本とフランスをつなぐユニークなパフォーマン
スをお楽しみに！ スペシャルゲスト出演決定（月亭方正で
はありません） 日本語字幕付
Le Rakugo (en français) est de retour sur la scène de la 
brasserie !
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BRASSERIE EN SCÈNE 
RAKUGO EN FRANÇAIS
ブラスリー・ライブ
フランス語で落語

文化イベント PROGRAMME CULTUREL
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6月21日（土）12：00－23：30
アンスティチュ・フランセ東京
入場無料（飲食有料）

お問い合わせ： 
アンスティチュ・フランセ東京  
☎03-5206-2500  

 http://www.institutfrancais.jp/tokyo/

第2回となる『哲学の夕べ』では、日仏の哲学者やアー
ティストを招き、パフォーマンス、対談、講演会、コ
ンサート、上映会など、多様なジャンルの企画を盛り
だくさんでお届けします。普段、哲学に触れる機会が
少ない方も、少し見る目が変わるきっかけになるかも
しれません。
Une grande soirée de lectures, de performances, de 
concerts et de projections pour changer votre regard 
sur la philosophie !

5月31日（土）   15：00－23：30
アンスティチュ・フランセ東京
入場無料（飲食有料）
お問い合わせ： アンスティチュ・フランセ東京  

☎03-5206-2500  
 http://www.institutfrancais.jp/tokyo/

2ÈME NUIT DE LA PHILO 
PHILOSOPHIE ET IMAGE(S)

FÊTE DE LA MUSIQUE 

第２回 「哲学の夕べ」
哲学とイマージュ

「音楽の日」は1982年にフランスで生ま
れた「音楽の祭典」を原型として、「音楽
はすべての人のもの」という趣旨に則っ
た、ジャンル、プロ・アマチュアを問わ
ない、音楽家によるライブコンサートで
す。フランスでは夏の到来（6月21日）に
合わせて開催されます。今年もフランス
からのスペシャルゲストをお楽しみに！
Voilà l’été, enfin l’été, toujours l’été... ! Et 
avec lui, la Fête de la musique toute la 
journée dans les murs de l’Institut !

オーディションの参加募集 !
『音楽の日』への参加ミュージシャンのオーディションを6月1日
（日）16：00－19：00と6月8日（日）16：00－19：00に 開催します！
参加ご希望の方は5月23日（金）までに下記のアドレスにご連絡
ください。   cyril.coppini@institutfrancais.jp

音楽の日

2014
FOCUS NORD

フランス北部の鼓動
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オール・ピスト東京は、パリのポンピ
ドゥー・センターによる新しい映像
フェスティバルです。第4回目にあた
る今回、イザベル・プリムやエレナ・
ヴィラヴィッチの作品を含む、ユニー
クな世界中の映像を上映します。
Pour cette 4ème édition, le festival 
présentera une sélection internationale 
de films inédits au Japon, notamment 
le travail des réalisatrices Isabelle Prim 
et Héléna Villovitch.

ユニフランス・フィルムズは今年も
フランス映画祭を開催し、旬の俳優
や監督など豪華ゲストと共に日本の
皆様に最新のフランス映画をお届け
します。ラインナップの発表をお楽
しみに！　
Unifrance organise le Festival du 
Film Français au Japon depuis 
1993. Les films sont accompagnés 
d'une délégation d'acteurs et de 
réalisateurs. Venez les rencontrer le 
mois de juin prochain à Tokyo ! 6月27日（金）－6月30日（月）   メイン会場：有楽町朝日ホール

http://unifrance.jp/festival/

HORS PISTES TOKYO 2014 

LE FESTIVAL DES NOUVELLES IMAGES DU CENTRE POMPIDOU

 
FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS AU JAPON 2014  

オール・ピスト東京 2014 

新しい映像のディスカバリー

フランス映画祭
2014

RENCONTRE AVEC 
TIERNO MONÉNEMBO
ET MASATSUGU ONO

4月12日（土）  16：00－18：00
アンスティチュ・フランセ東京  エスパス・イマージュ　入場無料
予約・お問合わせ： アンスティチュ・フランセ東京

☎03-5206-2500（http://www.institutfrancais.jp/tokyo/）
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対談：
チエルノ・モネネンボ＋
小野正嗣

協力： Éditions du Seuil
 現代企画室

ET MASATSUGU ONO
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チエルノ・モネネンボ＋

『カヘルの王』でルノドー賞を受賞した、フランス
語圏のギニア共和国出身の作家チエルノ・モネネ
ンボ 。彼の作品では頻繁に、アフリカにおける
知識人たちの非力さ、プル族の文化、あるいは
フランスに亡命したアフリカ人の苦境が描れて
います。この講演会では小説家であり、現代フ

ランス語圏文学研究者の
小野正嗣との対談をお楽
しみください。

フランス語・日本語
（同時通訳付）

Tierno Monénembo, est un auteur francophone guinéen, lauréat du prix Renaudot 
avec Le Roi de Kahel. Ses ouvrages traitent de l’impuissance des intellectuels en 
Afrique, de la culture Peul, ainsi que des diffi cultés de vie des Africains en exil en 
France. Tierno Monénembo rencontrera Masatsugu Ono, romancier et spécialiste 
des écrivains de la francophonie. La conférence sera en français et japonais, avec 
traduction simultanée.

6月7日（土）、 6月13日（金）, 6月15日（日）、6月22日（日）
アンスティチュ・フランセ東京   エスパス・イマージュ
一般：1,500円　　会員、学生：1,000円
お問い合わせ： オール・ピスト東京   www.horspistestokyo.com
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主催 ：オール・ピスト東京

主催 ：ユニフランス・フィルムズ
共催：朝日新聞社
後援：フランス文化・コミュニケーション省-CNC、アンスティチュ・フランセ日本、在日フランス大使館
運営：東京フィルメックス

2014
FOCUS NORD

フランス北部の鼓動

映
画
／
文
学
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劇作家・演出家ヴァレール・ノヴァリナを迎
え、劇作家宮沢章夫との公開対談を行います。
対談に先立ち、代表作『紅の起源』の稽古の模
様も収めたドキュメンタリー『語りえぬもの
こそ、言わなければならない』（ラファエル・
オバーン監督/2002年/70分/デジタル）を上
映。フランス演劇界を揺るがしつづける劇
作家の発想の源に触れ、比類のない作品世
界を体感していただける、またとない機会となるでしょう。
Le film Ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut dire de Raphaël O’Byrne nous propose une 
traversée unique dans l’univers de Valère Novarina. La projection sera suivie d’une rencontre entre 
Valère Novarina et Akio Miyazawa.

6968 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO
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今年の「ふじのくに⇄せかい演劇祭」で
は、自ら製作した人形と生身の身体と
を出会わせて特異なリアリティを生み
出し、我々のうちに眠る欲望を静かに
挑発しつづける鬼才、ジゼル・ヴィエ
ンヌの特集を行います！
WorldTheatreFestivalShizuoka under 
Mt.Fuji 2014 présentera cette année deux 
pièces majeures de Gisèle Vienne : Jerk 
et Showroomdummies #3 dans le cadre 
d’un focus exceptionnel sur l’artiste.

ダンス｜『マネキンに恋して ― ショールーム・ダミーズ ―』
5月3日（土）、5月4日（日）13：00開演　会場：静岡芸術劇場
演劇｜『 J

ジャーク

erk』
5月3日（土）  15：45開演、5月4日（日）19：00開演　会場：舞台芸術公園 稽古場棟「BOXシアター」
一般大人4,100円、学割2,000円、その他各種割引あり
お問い合わせ： SPACチケットセンター（☎054-202-3399、10：00-18：00） 

公式サイト：http://www.spac.or.jp/
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FOCUS GISÈLE VIENNE
ふじのくに⇄せかい演劇祭2014

ジゼル・ヴィエンヌ特集

主催：SPAC - 公益財団法人静岡県舞台芸術センター　
助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部
後援：在日フランス大使館 /アンスティチュ・フランセ日本

フランスで話題騒然！新しい形のサーカス“ヌーヴォー・
シルク”の注目作「リメディア」が待望の日本初演！
Spectacle unique à la croisée du cirque, de la 
performance et du théâtre. Un joyeux chaos sur scène, 
jubilatoire !

5月3日（土）19：00 / 4日（日）・6日（火）15：00 /  
5日（月）17：00
会場：東京芸術劇場　プレイハウス
大人3,000円、子供（高校生以下）1,000円 ※セット券あり （予定）
お問い合わせ： 東京芸術劇場ボックスオフィス  

☎ 0570-010-296（10：00－19：00 休館日を除く） 
http://www.geigeki.jp 6月11日（水）  19：00　アンスティチュ･フランセ東京　エスパス･イマージュ   入場料 500円

予約・お問合わせ： アンスティチュ・フランセ東京　☎03-5206-2500（http://www.institutfrancais.jp/tokyo/）

5月18日（日）15：00
アンスティチュ･フランセ東京　エスパス･イマージュ   入場料 500円

予約・お問合わせ： アンスティチュ・フランセ東京 
☎03-5206-2500       http://www.institutfrancais.jp/tokyo/
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L’IMMÉDIAT

CAMILLE BOITEL
リメディア～いま、ここで
カミーユ・ボワテル

主催：東京芸術劇場（公益財団法人東京都歴史文化財団）
助成： アンスティチュ・フランセ パリ本部、 

在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本 
日仏文化協力90周年

ファンタジーを紡ぐ舞台で観客を虜にしてきた振付家、フィリップ・ドゥク
フレとカンパニーDCAによる、8年ぶりの来日ツアー関連企画！アンスティ
チュ･フランセ東京では、フィリップ･ドゥクフレを迎え、特別対談を行います。
Venez découvrir le travail de Philippe Decouflé lors d’une rencontre 
exceptionnelle !
［日本ツアー情報］
不思議の国のスペクタクル！フィリップ・ドゥクフレ代表作の”ベスト・オブ・シーン”！
《埼玉公演》6月13日（金）19：30開演、14日（土）・15日（日）15：00開演  彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
《松本公演》6月18日（水）19：00開演 まつもと市民芸術館 主ホール
《北九州公演》6月22日（日）14：00開演 北九州芸術劇場 中劇場
《大津公演》6月28日（土）19：00開演、29日（日）15：00開演  滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール 中ホール
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RENCONTRE AVEC PHILIPPE DECOUFLÉ DANS LE CADRE DE LA TOURNÉE AU JAPON DE PANORAMA

COMPAGNIE DCA - PHILIPPE DECOUFLÉ
『パノラマ』日本ツアー関連企画  フィリップ・ドゥクフレ特別対談
フィリップ・ドゥクフレ カンパニー DCA

ヴァレール・ノヴァリナ
特別対談＆上映会

主催：アンスティチュ･フランセ東京、公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
日本ツアー：
主催： 公益財団法人 埼玉県芸術文化振興財団、一般財団法人 松本市芸術文化振興財団、 
 公益財団法人北九州市芸術文化振興財団、公益財団法人 びわ湖ホール
助成：  アンスティチュ・フランセ パリ本部、 

一般社団法人全国モーターボート競走施行者協議会、一般財団法人地域創造
後援： 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本　日仏文化協力90周年

主催：アンスティチュ･フランセ東京
協力：学習院大学

PROJECTION ET RENCONTRE AVEC 
VALÈRE NOVARINA
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「今回の原美術館における個展では、建物を利用したイニ
シエーションの旅を創造することにした。このプロジェク
トは『ヒュプネロトマキア・ポリフィリ』（ポリフィルス狂
恋夢）や『神曲』等のような古典作品と、ビデオゲームを通
して私自身が体験した冒険の持つ構造的な類似性から生ま
れた。訪問者は寓話的な夢のように、部屋から部屋へ移動
しながら、テーマパークの軽妙さと美術館の厳粛さの間で、
様々な発見、驚きで満ちた冒険をゲームのように段階的に
経験していくことになる。」（ニコラ ビュフ）
Cette exposition, inspirée du Songe de Poliphile ou de la 
Divine Comédie, est conçue comme un jeu d’aventure, 
suivant un parcours oscillant entre la légèreté d’un parc à 
thème et le sérieux d’un musée. 

LE SONGE DE POLIFILO 
NICOLAS BUFFE

協賛： 全日本空輸株式会社
 シャンパーニュ ローラン・ペリエ
 ペルノ・リカール
 オランジーナ

LES CARNETS DE POLIFILO 
NICOLAS BUFFE

主催：原美術館
助成：在日フランス大使館、アンスティチュ・フランセ パリ本部
特別協賛：エルメスジャポン株式会社　協賛：ソシエテ ジェネラル証券会社

4月19日（土）－6月29日（日）　原美術館
お問い合わせ：  原美術館  ☎03-3445-0651

ポリフィーロの夢
ニコラ ビュフ
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これを観れば「ポリフィーロの夢」 
がもっと面白くなる！ 4月19日から 
6月29日まで原美術館で開催の展覧会 
「ポリフィーロの夢」との関連企画展。
ニコラ ビュフの作品制作の過程に 
迫ります。
Une plongée dans les travaux pré-
paratoires de Nicolas Buffe pour 
éclairer son exposition au Musée 
Hara et en décrypter les influences.

ポリフィーロの手帳

ニコラ ビュフ

4月24日（木）－6月1日（日）　アンスティチュ・フランセ東京　入場無料
お問い合わせ：  アンスティチュ・フランセ東京   ☎03-5206-2500

展
覧
会



アンスティチュ・フランセ東京 ラ・ブラスリー

www.institutfrancais.jp/tokyo/services/brasserie/

濃い緑に包まれたアンスティチュ・フランセ東京 ラ・ブラスリー。東京の真
ん中にいることを忘れさせる雰囲気です。パリのブラスリーをイメージした
レストランの庭には開放的なテラス席。桜や新緑の季節、景色を楽しみなが
ら味わうフレンチは格別です。
En plein cœur de Tokyo, la Brasserie de l’Institut vous accueille dans le 
magnifique cadre de ses jardins avec sa terrasse exceptionnelle et son 
ambiance de brasserie parisienne.

vendredi 25 avril : Les vins de Provence
vendredi 23 mai : Dîner des vins Porto
vendredi 27 juin : Les terroirs de Loire
18h30  ouverture des portes 
19h00  début du séminaire (en japonais)

19h45  début du repas
Tarif  ¥6.500   Adhérents  ¥7.000

4月25日［金］  プロヴァンス地方のワインセミナー
5月23日［金］  ポルトワインのセミナー
6月27日［金］  ロワール地方のワインセミナー
18：30 開場
19：00 ワインセミナーとテイスティング
19：45 お食事開始
一般 6,500円    会員 7,000円

セミナーと
ディナー

Séminaires
et dîners
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ラ・ブラスリー 
LA BRASSERIE 

鴨のコンフィ、グラタン、チョコレートムースに舌鼓を打ってみたいですか？
それならパリの雰囲気が漂う「ラ･ブラスリー」でご賞味あれ！
都心にありながら、豊かな緑に囲まれた庭園に面した心地良い店内と、爽やか

な風が吹き抜ける木製テラスが魅力のフレンチレストラン、
「ラ･ブラスリー」。これぞフランスとも言える美味しいお料理
を、申し分のないサービスとお手頃な料金でご提供いたします。
ア・ラ・カルトの軽いお食事や盛りだくさんのコース、その他
テーマのある夕食会やコンサート、レセプション、カクテル、
ビュッフェ、結婚披露宴などの各種パーティーに、フランス
流の暮らしと楽しさが味わえるレストラン「ラ･ブラスリー」
を是非ご利用下さい。

営業時間
ランチ（火～日） 11：45－14：30（L.O.）  
1,000円（平日のみ）～ 2,700円
ディナー（火～土）18：00－21：00（L.O.）  
3,800円 ～ 5,800円  

月曜・祝日・日曜夜休業
日曜日はランチのみ営業
ブライダル、各種会合、パーティーでの貸切

も承っております。
予約・お問い合わせ ：
03-5206-2741

Envie de confit 

de canard, d’un 

bon gratin, d’une 

divine mousse au 

chocolat maison ? 

Alors la Brasserie 

et son ambiance 

parisienne au coeur de Tokyo sont 

pour vous !

Des mets délicieux et si français 

sont offerts tous les jours, le soir 

comme à midi, dans une belle salle 

en bois verni ouverte sur un cadre de 

verdure bucolique, avec un service 

irréprochable et à des prix défiant 

toute concurrence. 

Repas légers, gastronomiques, thématiques, concerts, 

réceptions, cocktails, buffets ou mariages, La Brasserie 

est un authentique lieu de vie et de plaisirs « à la 

française ».

Horaires d’ouverture
Déjeuner (mardi-dimanche)  11h45-14h30 (D.C.)  

¥ 1.000 (en semaine uniquement)～ ¥ 2.700

Dîner (mardi-samedi)  18h00-21h00 (D.C.)  ¥ 3.800～ ¥ 5.800

Fermée le lundi, le dimanche soir et les jours de fêtes nationales 

japonaises

Réservation : 03-5206-2741
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メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

アンスティチュ・フランセ日本の
Culturethèque
デジタル図書館

www.culturetheque.com

Culturethèque の新着情報
Culturethèqueのオンライン雑誌コーナ－に『エ
クレクティック』フリーランス・フランス・ジャポン
が加わりました。様々な分野でフリーランスとし
て活躍している日・仏の有志が寄稿しています。
アンスティチュ・フランセ日本の通学生の方々は、
Culturethèqueに無料で登録していただくことができ
ます。フランス語レベル・アップのための学習教材、
推薦読書コンテンツとともに、9万以上の資料、ビ
デオ、雑誌、ゲーム、ＢＤや最
新文芸関連ニュースも閲覧（無
料）できます。是非ご利用くだ
さい。

アクセスは右記のQRコード
から。

｢学習者の本棚｣でフランス語の本を読んでみましょう！
メディアテークでは初心者から中級レベルの学習者
向けに、「学習者の本棚Bibliothèque de l’apprenant」
を用意しています。ぜひご活用ください。

所蔵資料の有無や購入ご希望の本など、下記までお問い
合わせ下さい。

電  話 : 03-5206-2560
メール : tokyo.mediatheque@institutfrancais.jp

メディアテ－クの開室時間

火曜日～金曜日 12h00～ 20h00

土曜日 10h00～ 19h00

日曜日 10h00～ 18h00

休室日：月曜日、祝日ならびにアンスティチュ・フランセ東京休
館日
 2013年2月1日より、月曜日は休室になりました。ご注意ください。

メディアテ－ク共通会員サービス
アンスティチュ・フランセ東京メディアテーク会員は、
日仏会館図書室と相互利用ができる共通会員です。



フランス語講座 文化イベント

アンスティチュ・フランセ東京  プログラムカレンダー
CALENDRIER

4月 avril

1［火］― 4［金］ ブラスリー・ライブ  マイア・ヴィダル

12［土］ 対談：チエルノ・モネネンボ＋小野正嗣

19［土］― 6/29［日] ポリフィーロの夢（会場：原美術館）

24［木］― 6/1［日］ ポリフィーロの手帳

25［金］ プロヴァンス地方のワインセミナー

5月 mai

3［土］― 4［日］ 『マネキンに恋して―ショールーム・ダミーズ』

3［土］― 4［日］ 『J
ジャーク
erk』

3［土］― 6［火］ 『リメディア～いま、ここで』

18［日］ ヴァレール・ノヴァリナ特別対談＆上映会

23［金］ ボトルワインのセミナー

27［火］― 30［金］ ブラスリー・ライブ  フランス語で落語

31［土］ 第２回「哲学の夕べ」

6月 juin

7［土］，13［金］
15［日］，22［日］ オール・ピスト東京2014

11［水］ フィリップ・ドゥクフレ特別対談

21［土］ 音楽の日

27［金］ ロワール地方のワインセミナー

27［金］― 30［月］ フランス映画祭2014

■ 通学
3/7［金］ 春学期登録受付（在校生）　開始

3/17［月］ 春学期登録受付（新入生）　開始

4/5［土］ 春学期講座　開始

6/20［金］ 春学期講座　終了

■ 短期集中講座
3/17［月］ 大学生対象フランス語特別短期研修　開始

3/24［月］ 一般対象特別短期集中講座　開始

3/28［金］
大学生対象フランス語特別短期研修　終了

一般対象特別短期集中講座　終了

■ オンライン
3/10［月］ 春学期登録受付　開始

4/5［土］ 春学期講座　開始

6/20［金］ 春学期講座　終了

■ 通信
3/10［月］ 春学期登録受付　開始

4/5［土］ 春学期講座　開始

6/24［火］ 春学期講座　終了

● プログラムは都合により変更さ
れることがありますのでご了承
下さい。

● イベントの詳細については
ホームページ（http://www.
institutfrancais.jp/tokyo/）をご覧
頂くか、ホームページから登録
できるニュースレターをご確認
下さい。

● Programme sous réserve de 
modifications. Les modifications 
seront signalées sur le site de 
l’Institut et dans la newsletter.

● Pour plus de détails sur 
les événements, merci de 
consulter notre site (http://www.
institutfrancais.jp/tokyo/)

● Sauf exception, les conférences 
et rencontres à l'Institut sont 
traduites simultanément.

4/20［日］ TCF（必須試験）

5/11［日］
DELF A1・A2（筆記・口頭）

DALF C2（筆記）

5/18［日］
DALF C1（筆記）

DELFジュニアA1・A2（筆記・口頭）

5/25［日］ DALF C1（口頭）

6/1［日］ DALF C2（口頭）

6/8［日］ DELF B1・B2（筆記）

6/22［日］ DELF B1・B2（口頭）

6/29［日］ DELFジュニアB1・B2（筆記・口頭）

■ 資格試験

※ゴールデンウィーク全館休館期間：4/30 [水]→5/6 [火]　（4/29
［火・祝］は授業を行います。）
休講の場合は、学期終了後1週間以内に補講を行うことがあります。
第1回目の授業後、申し込み人数が少ないクラスは中止される場合
がありますので、お早めにご登録下さい。

展覧会
Exposition

舞台芸術
Arts de la scène

映画
Cinéma

講演会
Conférences

お祭り
Fêtes

ブラスリー・ライブ
Brasserie en scène

ラ・ブラスリー
La Brasserie

アンスティチュ・フランセ東京
〒162-8415　東京都新宿区市谷船河原町15

Institut français du Japon – Tokyo

15 Ichigaya-funagawara-cho Shinjuku-ku Tokyo 162-8415 Tel  : 03-5206-2500
Fax : 03-5206-2501
Email : tokyo@institutfrancais.jp

通学コース【総合受付】

Email : tsushin@institutfrancais.jp

Tel  : 03-5206-2860
Fax : 03-5206-2861

通信・オンラインコース【直通】

http://www.institutfrancais.jp/tokyo/

駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用下さい。

（旧東京日仏学院）

月曜日 lundi 12h00~19h30
開館時間［受付］ horaires d’ouverture

土曜日 samedi 9h30~19h00
火～金曜日 mardi– vendredi 9h30~19h30

日曜日 dimanche 9h30~18h00
祝日 jours fériés 閉館 fermé

アクセス accès

■ JR飯田橋駅西口より徒歩7分（総武線）
 JR : sortie ouest ligne Sôbu

■ 東京メトロ飯田橋駅B3、B2A出口より徒歩7分 
 （有楽町線、南北線、東西線、都営地下鉄大 
 江戸線）
 métro : station lidabashi, sortie B3 ou B2A  
 (lignes Yûrakucho, Namboku, Tôzai, Ôedo)
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