
Les sanglots longs
Des violons
De l’automne
Blessent mon coeur
D’une langueur
Monotone.
Tout suffocant
Et blême, quand
Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure

Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà,
Pareil à la
Feuille morte.

Paul Verlaine

Et blême, quand
Sonne l’heure,Sonne l’heure,
Je me souviens
Des jours anciensDes jours anciens
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1アンスティチュ・フランセ東京

L’émotion au coin de la rue
Cet automne, nous vous proposons de partager nos coups de cœur artistiques, littéraires 
et culinaires, ainsi que ceux de nos partenaires, à travers une programmation culturelle 
riche et variée qui clôturera en beauté les célébrations du 90e anniversaire du partenariat 
culturel franco-japonais.
Rejoignez nos 2300 étudiants au sein de nos cours de français pour profiter pleinement de la France à Tokyo !

Jean-Jacques Garnier
Directeur de l’Institut français du Japon - Tokyo

感動はすぐそこに！
この秋、アンスティチュ・フランセ東京は、パートナー企画を含め、好奇心を刺激するアート、文学そして美食の
イベントを皆さまへお届けします。日仏文化協力90周年を記念する2014年の最後を豊富で多彩な文化プログラ
ムで締めくくります。
是非、アンスティチュ・フランセ東京の2300人に及ぶフランス語講座受講生の仲間となり、「東京の中のフラン
ス」を存分にお楽しみください!

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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*  Programme sous réserve de modifications. Pour plus d’informations, consultez régulièrement notre site internet.
 講座の時間割、文化イベントの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。
 変更のお知らせ、プログラムの詳細はアンスティチュ・フランセ東京のウェブサイト（http://www.institutfrancais.jp/tokyo） をご覧下さい。
* 冬学期のプログラムは12月上旬配布の予定です。なお、冬学期のフランス語講座は2015年1月7日開講です。

Crédits Photos :  Cédric RIVEAU, Philippe MARINIG, Junya SUZUKI, Eric RECHSTEINER, Claude ESTEBE
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3アンスティチュ・フランセ東京

総合フランス語
最新の教材を使用し、文法、口頭・筆記表現、聴解、読
解、文章作成等、総合的にフランス語を身につけるベー
シックな講座です。

フランス語が初めての方
フランス語を初めて学習される方は、初めての方対象
の♥印のクラスからお選びください。（10～ 13ページ）

フランス語を習ったことがある方
すでにクラスを選択された方は受付へ。
ご自分のレベルが分からずクラスを決めかねてい
る方は、オンラインレベルチェック（http://www.
institutfrancais.jp/tokyo/niveaux/）をしていただき、
その後、希望者は教師との面接をお受けください。レ
ベルチェックの結果はプリントアウトまたはメモし、面
接の際にご持参ください。なお、教師との面接は、新入
生登録開始日から授業開講日前日までの一定期間で
す。日時はHPでご確認ください。
（http://www.institutfrancais.jp/tokyo/calendrier/）

授業は言語に関する欧州共通基準（CECRL）に則って
構成されております。

A1　入門　DÉBUTANT
フランス語の基礎レベル。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、個人
的な質問について質問をしたり、答えたりできる。相手が
ゆっくり話すなら、簡単なコミュニケーションも可能。

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
ぶ講座です。総合フランス語の補足にもなります。

A2　初級　ELÉMENTAIRE
フランス語の初歩をマスター。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。自分に関する問題や身の回りの状況、さ
しあたって必要な事柄を簡単な言葉で説明できる。

テーマ別
文学、芸術、歴史、ニュースなど、様々なテーマからフラ
ンス語やフランス文化にアプローチしながら、フラン
ス語の強化を図る講座です。

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。旅行先で会話をこなし、
自分に興味のある話題について話すことができる。計画
やアイデアに関して説明し、理由を述べることも可能。

実務フランス語
仕事上必要となるフランス語を、ビジネスシーンを通
して実践的に学ぶ講座です。

B2　上級　AVANCÉ
フランス語を全般に渡って自主的に運用できる。自分の
専門分野の技術的な議論も含めて、複雑な文章の具体
的、抽象的な要点が把握できる。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、筋の通った意見を明確
かつ詳細に表現したり、時事的な話題について意見を述
べることができる。

資格試験準備
DELF、DALF、TCF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講座です。

C1　準マスター　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
長文のほとんどを理解できる。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。目的に応じ、効果的で柔軟な言葉遣いができ、
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。

通訳・翻訳
同時通訳、文芸翻訳の講座があります。

C2　マスター　MAÎTRISE 
非常に優れたフランス語の運用能力を持つ。読むもの、聞
くもののすべてを即座に理解することができ、かつ的確に
要約することができる。また、正確に自己表現ができ、複
雑なテーマについても、様々な形でニュアンスを交えつ
つ、自然に、とても流暢に意見を述べることができる。

古典語
ギリシャ語、ラテン語の講座があります。

講座レベル
DESCRIPTIF DES NIVEAUX

講座の種類
LES TYPES DE COURS

クラスの選択
COMMENT CHOISIR MA CLASSE ?
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フランス語ならアンスティチュ・フランセ東京！！

まずはアンスティチュ・フランセ東京へ！それがフランスへの第一歩！
フレンチレストラン「ラ・ブラスリー」やカフェ、メディアテーク（図書室）… 通うのが楽しくなる環境が揃っているのはアンスティチュ・フランセ
東京ならでは。フランスの雰囲気を味わいながら、楽しく学べる最高のスポットです。

1952年にフランス語とフランス文化の掛け橋として設立されて以来、フランス政府の公式機関として、フランス語教育を中心に、幅広い
フランス文化の発信を続けています。

1.フランス政府公式機関

フランス語教育の専門資格を持つ、経験豊富な講師陣が、質の高い授業をお約束します。
2.質の高い講師陣

総合フランス語、補足強化、テーマ別、資格試験準備、翻訳、通訳、また集中講座など、日本最大となる約180講座の中から、レベルと目的
に合わせた講座を選ぶことができます。

3.多彩な講座プログラム

毎年、数多くの方が受験するフランス国民教育省認定の資格試験、DELF、DALF、TCFの公式試験会場となっています。資格習得には、
試験対策に最適な講座で学びましょう。

4.資格試験

受講料が割引となるポイントサービスや、授業内容や宿題が確認できるネットサービス、さらには授業振替制度など、受講生のための
様 な々サービスをご用意しています。

5.便利なサービス

 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フランス文化を発信する場です。
 映画、展覧会、講演会、お祭り、グルメ・・・ここに一歩足を踏み入れればフランスやフランス語圏に関する新しい発見があるでしょう。

6.文化イベント

まずはアンスティチュ・フランセ東京へ！それがフランスへの第一歩！
フレンチレスレスレ トラン「ラ・ブラスリー」やカフェ、メディディデ アテーク（図書室）…通うのが楽しくなる環境が揃っているのはアンスティチュ・フランセ
東京ならでは。フランスの雰囲気を味わいながら、楽しく学べる最高のスポットです。す。す

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フランス文化を発信する場です。す。す
映画、展覧会、講演会、お祭り、グルグルグ メ・・・ここに一歩足を踏み入れればフランスやフランス語圏に関する新しい発見があるでしょう。

6.文化イベント
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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40時間以上のクラスをお申し込みの場合は、4ポイ
ント目からのポイントが倍になります。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した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9月13日、14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
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！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。

ご予約開始日およびご利用期間：学期開始第3週目～当該学期内

ご予約方法：欠席日の前日までに受付窓口またはお電話（03-
5206-2500）でお申し込みください。お申し込み時に、ご希望の
振替クラス（空席のあるクラスのみが対象）と日にちをお知ら
せください。受付時間は17時までとなります。
― 振替日当日の授業前に、「振替許可証」を受付にてお受け取りください。
― 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。）

2014年 秋学期

10月6日（月） ～ 12月 15日（月）
10月13日（月・祝）、11月23日（日・祝）、11月24日（月・振替休
日）は授業を行います。
11月3日（月・祝）は休館日です。
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 9月15日（月・祝）～
新入生 9月27日（土）～
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。
9月15日（月・祝）の登録受付は9h30からとなります。

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。
 * 学期開始3週目（10月20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
時間数 受講料

10時間 ￥19,500

15時間 ￥27,000

20時間 ￥35,000

25時間 ￥43,750

30時間 ￥50,900

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。

登録の際の注意事項
● 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、聴講
はお一人様3クラスまで、またクラスの定員に余裕がある場
合に限らせていただきます。聴講料は返金できません。

 詳細は、受付窓口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、プライベート
レッスン、通信・オンラインコースへはお移りになれません。

●  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。

●  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。

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

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、ご了承ください。

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、ご登録クラスの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。
また、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！

サービス
SERVICES

受講手続と受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

5
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講
師
紹
介

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

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. DELMAIRE Gilles
FLE修士、上智大学講師、HJD

M. DERSOT Lionel
経営修士

M. DE SOLA Thomas
アンスティチュ・フランセ東京専任講師

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 FONDECAVE Audrey
アーティスト、イラストレーター

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 ISHIZAWA Kiri
カルチャー・サロン「プティ・セナクル」代表、
パリのアンティーク鑑定士養成学校IESA卒業、
アンティーク研究家として著書多数
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 KAWAI Emi
西洋アンティーク鑑定検定試験協会代表理事、Drouotアン
ティーク部門マスタークラス修了、フランス国立アンティーク
組合（Syndicat national des antiquaires）認定ディプロマ取得
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

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、HJD

Mlle MATSUI Yukako
書家

M. MESMER Philippe
ジャーナリスト

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

M. PIQUET Benoît
FLE修士、記号学修士、HJD

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

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

講師紹介
ÉQUIPE ENSEIGNANTE



8 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

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。

M. ROCHET Benjamin
日本語修士、FLE修士 

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

Mme ROUSSEL Hitomi Ryuka
草月流師範一級、フランス語、英語での講師
歴9年、いけこみフラワークの経験豊富、ATプ
ロフェッショナルコースに選抜3年研修後卒業
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
ニース大学フランス語教師資格取得、 
教師歴25年

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

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
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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？

フランス・エクスプレス
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

開講予定日：9月14日、10月26日、11月16日、12月14日  
受付締切：開講日前の水曜日
（申込者が規定の人数に達しない場合は開講いたしませ
ん。あらかじめご了承ください。）

▲

0N0FE M. PASCAL

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。
注意：10月7日、11月11日、12月2日の3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    M. LAVIGNASSE

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。
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。）1A2FA3は3学期目、1A2FA4
は4学期目のクラスです。

▲

1A2FA　担当講師は下記参照

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
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 M. LAVIGNASSE 火 16h30-17h20 10h ￥19,500

1A2FA3 のんびり学ぶフランス語 Mme TOKIWA 火 10h00-11h50 20h ￥35,000

1A2FA4 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。

アンテラクション   Interactions 

より早くフランス語での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、新しい方法
を用いた総合教材。Interactions 1は、日常的なシチュエー
ションに則したダイアローグを用い、発音や筆記にも留
意し、また文法の基礎もしっかり習得しながら、実際に使
えるフランス語を身につけます。Interactions 2は、フラン

スピラル   Spirale 

「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材です。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つの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

入門者向けに、日本語併記の「スピラル」と、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2つの総合教材をご用意しています。

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 TOKIWA 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN1b Interactions 1 0-4 M. MASSÉ 金 14h00-16h50 30h ￥50,900

1G3IN1c Interactions 1 0-4 M. BERTHET 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN2a Interactions 1 5-8 M. BERTHET 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN2b Interactions 1 5-8 M. LAVIGNASSE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3IN3a Interactions 1 9-12 Mme LE CALVÉ 木 13h00-15h50 30h ￥50,900

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

1G3IN4a Interactions 2 1-4 Mme UZAWA 火 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN4b Interactions 2 1-4 M. PIRIOU 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

1G3IN5a Interactions 2 5-8 M. WIEL 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN5b Interactions 2 5-8 M. ROCHET 日 13h30-16h20 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。

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
1G3SP1 Spirale 0-6 M. SHIBATA 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3SP2 Spirale 7-13 M. LEMOINE 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

1G3SP3a Spirale 14-21 Mme UZAWA 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3SP3b Spirale 14-21 M. PIQUET 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3SP3c Spirale 14-21 M. LETT 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3TX1a Nouveau Taxi ! 1 9-16 M. PASCAL 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3TX1b Nouveau Taxi ! 1 9-16 M. FAVEREAU 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

ス語の基礎をすでに習得された方向け（Interactions 1終
了程度）のクラスです。現実的な場面から実践的に学べる
よう構成され、文法事項もしっかり学びながら、筆記・口
頭両面で使えるフランス語を身につけます。

▲

下記の一覧表をご覧ください。

A1入門 DÉBUTANT
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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も、今までに習った単語を
生かして会話をしましょう。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、ユニークな発音メソッ
ドを用いて、楽しく発音の練習をし、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。
注意：10月14日から12月16日までの10回授業。

▲

1A2CH　Mme SUBLIME 

補足強化
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

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。

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。ご
希望の方は週1回、無料で補習を受けられます。（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。火曜日の午後は、フラ
ンス文化に特化した授業を行います。
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3,200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。

 （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。

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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総合フランス語
Français général 

アンテラクション3    Interactions 3

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、楽しくフランス語を身につけます。A1レベル
終了程度の方向けのクラスです。

▲

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す。話す・聞く・書
く・読むの4つの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。A1レベル
終了程度の方向けのクラスです。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
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
2G3IN1a Interactions 3 1- M. MASSÉ 火 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3IN1b Interactions 3 1- M. MASSÉ 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

2G3TX1 Nouveau Taxi ! 1 17-24 Mme UZAWA 金 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX2 Nouveau Taxi ! 1 25-30 M. LEYMARIE 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

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

2G3TX3b Nouveau Taxi ! 1 31-36 Mlle HOJLO 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX4a Nouveau Taxi ! 2 1-8 Mme UZAWA 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3TX4b Nouveau Taxi ! 2 1-8 M. FAVEREAU 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

印は今学期新設されたクラスです。
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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

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。
今学期は肉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）

▲

2T2MF3　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。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-）
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

2T2MF3 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

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を通して楽しく習
得していきます。最大12名まで。

▲

2A1JR　Mme SUBLIME

会話プラス   Conversation plus +

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。最大6名まで。

▲

2A1KP2　M. DELMAIRE

文章作成と作文     Atelier écrit et rédaction

手紙、Eメール、情報を尋ねる、文章を要約する、改まっ
た文章やくだけた文章の書き方の違いや文章の構成な
ど、実際に文章を書きながら、フランス式の文章作成や
作文のコツを学びます。書く力を強化したい方やDELF 
A2の筆記試験準備にも最適なクラスです。

▲

2A2AE　M. RIVEAU　

補足強化（A2+）
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

2A1KP2 会話プラス（少人数制） M. DELMAIRE 土 15h30-16h20 10h ￥35,000

2A2AE 文章作成と作文 M. RIVEAU 木 18h30-20h20 20h ￥35,000

補足強化（A2-）
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. DE SOLA 金 12h00-12h50 10h ￥35,000

2A1KP1c 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. PIQUET 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 +

レストランで注文する、自分や家族のことを話すなど、
現実の状況に即したモデル会話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。最大6名まで。

▲

2A1KP1　担当講師は下記参照

発音プラス   Phonétique plus +

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。最大6名まで。

▲

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《法と時制 （le mode 
et le 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。

▲

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、発音と聞き取りのレベルアップを図ります。まず音
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。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。教科書の購入は不要です。

▲

2A2PC　M. PIQUET 

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、フランス語の音と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

印は今学期新設されたクラスです。
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補足強化（A2+）
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

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

2A2EX 自由に表現！フランス語 M. LAVIGNASSE 水 19h00-20h50 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

2A2VBa 楽しく学ぼうフランス語動詞活用
応用編パート6 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5 M. SHIBATA 日 13h30-15h20 20h ￥35,000

テーマ別 （A2＋）
Cours thématiques

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。

▲

2T2PP　Mlle TAUZIN

フランス・フランス語圏の世界遺産 
Patrimoine de l'UNESCO en France et dans les pays 
francophones

ユネスコの世界遺産に登録されているフランス国内と
フランス語圏の文化・自然遺産を、各地の歴史や地方、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
スとフランス語圏を発見しましょう！

▲

2T2UN　Mlle HEURÉ 

テーマ別（A2＋）
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

2T2PP 大きい声を出して読むフランスの詩集 Mlle TAUZIN 水 19h00-20h50 20h ￥35,000

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

フランス語の強化アトリエ     Ateliers de français

文法、読解、口頭表現などバランスよくレベルアップを
図りながら、パーフェクトなフランス語を使いこなす事
を目指します。今学期は、読解、聞き取り、文法（量を表
す表現、命令法、複合過去、半過去、冠詞の使い方）、口頭
表現（趣味、仕事、職業について話す）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　担当講師は下記参照

自由に表現！フランス語
Séance d'expression libre

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。
会話や筆記の際の文章の組み立てや話法、語彙や文法に
ついて学びます。フランス語で自由に表現できることを
目指しましょう。

▲

2A2EX　M. LAVIGNASSE 

基本文法   Grammaire et expression

今学期から2学期に渡って《que》で導かれる従属節
（subordonnée complétive）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。

▲

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2学期目にあたります。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：動詞（現在形）、不定形容詞・代名詞、中
性代名詞、副詞など。

▲

2A2GR2b　Mme TOKIWA　

楽しく学ぼう“フランス語動詞活用”
応用編パート6（2A2VBa）、基礎編パート5（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。
どの学期からでも受講できます。

▲

2A2VBa, b　M. SHIBATA
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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。  

ヌーベルエディト B1   Nouvel Edito B1

各課、実際的なテーマで構成された教材です。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。

総合フランス語
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
3G3TX1a Nouveau Taxi ! 2 9-16 M. RIVEAU 火 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TX1b Nouveau Taxi ! 2 9-16 M. PIQUET 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

3G3TX1c Nouveau Taxi ! 2 9-16 M. PELISSERO 金 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3TX2a Nouveau Taxi ! 2 17-24 Mlle CLOOSE 火 18h30-21h20 30h ￥50,900

3G3TX2b Nouveau Taxi ! 2 17-24 M. PELISSERO 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TX2c Nouveau Taxi ! 2 17-24 M. FAVEREAU 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TX2d Nouveau Taxi ! 2 17-24 M. PIRIOU 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3TX2e Nouveau Taxi ! 2 17-24 M. LEYMARIE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G2TX3 Nouveau Taxi ! 2 23- Mme BERNARD-MIRTIL 火 19h00-21h20 25h ￥43,750

3G3TX3 Nouveau Taxi ! 2 25-30 M. LAVIGNASSE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TX4 Nouveau Taxi ! 2 31-36 M. PASCAL 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3ED2a Nouvel Edito B1 2 M. RIVEAU 火 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3ED2b Nouvel Edito B1 2 M. FAVEREAU 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3ED4 Nouvel Edito B1 4 M. PASCAL 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3ED5 Nouvel Edito B1 5 Mme LE CALVÉ 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

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

3G3ED8 Nouvel Edito B1 8 M. BERTHET 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G4ED7 Nouvel Edito B1 7 M. PIRIOU,
Mme TOKIWA 火・金 10h00-11h50 40h ￥64,300

B1中級 INTERMÉDIAIRE
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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「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、2時間目は長文をフランス人
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 

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。

▲

3A2JM　Mme LE CALVÉ　

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を通して楽しく習
得していきます。B1レベル前半対象、最大12名まで。

▲

3A1JR　Mme FIFE

会話プラス   Conversation plus +

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。最大6名まで。

▲

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
くレベルアップを図りながらパーフェクトなフランス
語を使いこなす事を目指します。今学期は、口頭・筆記両
面で、自分の見解を秩序立てて表現をすること、読解、
聞き取り、文法（未来形、接続法、量を表す表現、半過去、
複合過去）、ディクテ、口頭表現（自分の考えを表現する、
人物・場所を描写する、情報を伝える）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

フランス語で言ってみよう！
Exprimez-vous en français !

思っていることをもっと上手くフランス語で言えるよう
に、また、様々な話題について積極的にディスカッション
が出来るよう知識を深めながら、フランス語を自分のも
のにしましょう！

▲

3A2EV　M. DE SOLA  

自由に表現！フランス語
Séance d'expression libre

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。
注意：10月13日（月・祝）、11月24日（月・振替休日）を除く
8回授業。

▲

3A2GRa　M. TANAKA
印は今学期新設されたクラスです。

補足強化
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 FIFE 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

3A2EV フランス語で言ってみよう！ M. DE SOLA 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 16h ￥28,000

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

3A2JM 使いながら身につける語彙力 Mme LE CALVÉ 火 13h30-15h20 20h ￥35,000
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実務フランス語
Français professionnel 

ビジネス会話   Conversations professionnelles

ビジネスシーンでの様々な会話（接客、電話の応対、会
議、交渉）を中心に、 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

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ながら、ビジネス
関連の用語を習得していきます。仕事でフランス語が必
要な方、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
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
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
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

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、総合的に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。仏検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最適です。

▲

3A2FK　M. CONREUR

通訳・翻訳
Interprétation - Traduction

翻訳入門   Initiation à la traduction

多文化やニュースなど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。フランス語で伝えるために、典型的な
日本語の文体や言い回しを自然に、そして正確に訳す術
を学びましょう。授業はフランス語で行います。　

▲

3I2TR　Mme LEMAITRE

テーマ別
Cours thématiques　

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 !» 

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すフランスの人気連続ドラマ「Plus 
Belle la Vie！（美しい人生を！）」を通して、語彙力、文法、
口頭表現の上達を図ります。フランスの日常生活や生き
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。資料、ビデオを利用
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
はブルターニュ、ノルマンディー地方を扱います。

▲

3T2RG　M. LETT

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

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

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

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、ノーベル文学賞受賞作家、ル・クレジオの「海
を見たことがなかった少年-モンドほか少年たちの物
語」を取り上げます。子どもたちの視線から見た世界を
描いた物語。美しい自然を感じながら、じっくり味わっ
て読んで欲しい珠玉の短編集です。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、読むのが苦手な
方にも最適です。
使用する本：J.M.G. Le Clézio、Mondo et trois autres histoires, 
éditions Belin

▲

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

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。また、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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総合フランス語
Français général

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

フランス社会や文化をテーマに構成され、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。

▲

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 

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べる総合教材です。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
ンを増やしましょう。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。

総合フランス語
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

4G3VO3 Version originale 4 3 Mlle HOJLO 火 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3VO7 Version originale 4 7 M. RIVEAU 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

4G3ED4 Nouvel Edito B2 4 Mme LE CALVÉ 水 13h00-15h50 30h ￥50,900

4G3ED5 Nouvel Edito B2 5 M. LEYMARIE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3ED9a Nouvel Edito B2 9 Mme LE CALVÉ 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3ED9b Nouvel Edito B2 9 M. ROUSSEL 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、文法力不足で言
いたいことが言えない（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

文章を書く楽しみとそのテクニックを学びます。まず始
めに短いテキストを読み、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
選び個人また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。今学期のテーマ：フランス人作家
から見た日本

▲

4A2AE    Mme LEMAITRE

補足強化
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
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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。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

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。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・口頭表現のアップを図ります。今
学期は、Bunkamuraザ・ミュージアムで行われる展覧会
「夢見るフランス絵画 - 印象派からエコール・ド・パリへ」
も取り上げます。（展覧会の詳細は32ページをご覧くだ
さい。）

▲

4T2AA    Mme LEMAITRE

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

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やフランスの最も優れたシェフた
ちの秘密に迫ります。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たい方にお勧めします。

▲
4T2CB　M. SAUZEDDE

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

今学期の作品：« Alceste à bicyclette », une comédie de 
Philippe Le Guay （2013年）、 avec Fabrice Luchini, Lambert 
Wilson et Maya Sansa ... 
テレビで活躍する人気俳優が、リタイアした名優に共演
の依頼にやって来る。
映画の理解に必要な聞き取りの強化とともに、フランス
文化を理解しながら、生きたフランス語を学びます。シ
ナリオのスクリプトを配布します。

▲

4T2CI, 4T3CI　M. DUPUY

フランスの著名なスペシャリストから学ぶ美術史
L’Histoire de l’art par les grands spécialistes français

フランスの著名な美術史家、ダニエル・アラス、アンド
レ・シャステル、ジョルジュ・デュビーなどの著作ととも
に映像や文献資料を用い、西洋美術の歴史において重要
な時代、アーティスト、テーマを発見します。今学期は、
ダニエル・アラスによるルネッサンス時代のイタリア絵
画を取り上げます。

▲

4T2HA　Mme LEMAITRE 　

アトリエ・カルチャー   Atelier culturel 

今学期のテーマ：ブルターニュ地方
この地方から様々な刺激を受けた、作家ピエール・ロ
ティ、映画監督クロード・シャブロル、画家ゴッホやゴー
ギャンの作品を通し、文化的な側面から、またこの地方
の特徴などを話し合いながら、豊かな自然と独自の文化
を持ち合わせるブルターニュ地方を再発見します。

▲

4T2HIa    M. LAVIGNASSE 

テーマ別
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

4T2CB フランスの美食文化 M. SAUZEDDE 日 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

4T2HA フランスの著名なスペシャリストから
学ぶ美術史 Mme LEMAITRE 水 14h00-15h50 20h ￥35,000

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

印は今学期新設されたクラスです。

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

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

4A2MP ディスカッション- 
フランスとフランス人 Mme LE CALVÉ 木 10h00-11h50 20h ￥35,000

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

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

4A3TV ディベート：世界はどこへ？ M. MASSÉ 土 13h30-16h20 27h ￥45,810

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。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しょう。

▲

4A2MP, 4A3MP     担当講師は下記参照

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。

▲

 4A2TV    担当講師は下記参照

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

最新のTVニュースから選んだフランス、フランス語圏、
国際的な話題について、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す。自分の意見を自分
の言葉で述べ、ディスカッションを行ったり、自分の意
見をエクスポゼ、ディベートで表現します。
注意 ： 11月15日（土）を除く9回授業。

▲

4A3TV    M. MASSÉ

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を使えるようになる事を目
指し、文法、ディクテ、聴解、読解、文章作成、口頭表現な
どのレベルをもう一段アップさせましょう。今学期は、
文法（冠詞の使い方、過去の表現、過去分詞の一致）、ディ
クテ、聞き取り、文章作成（文章を作成する際のプランの
立て方）、口頭表現（与えられたテーマについて発表をす
る際の構成の仕方）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、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。

▲

4A2CO    担当講師は下記参照

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をテーマにディスカッ
ションを行います。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    担当講師は下記参照
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実務フランス語
Français professionnel 

経済ニュースと商業フランス語   
Actualités économiques et communication 
professionnelle

経済に関するニュースを音声資料、映像、記事を通し学び
ます。また同時に、ビジネス上、必要不可欠な書類の書き
方、電話対応など、現実に即したシーンを設定し、仕事にそ
のまま活用できるよう習得していきます。必要な教材はプ
リントで配布します。

▲

4P2CP    Mlle CLOOSE 　

実務フランス語
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

4P2CP 経済ニュースと商業フランス語 Mlle CLOOSE 木 19h00-20h50 20h ￥35,000

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。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

DELF B2受験準備をする方だけでなく、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、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

資格試験準備
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

通訳・翻訳
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

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

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、メンタリティーや宮廷が故郷の街ウィーンとは
違う国を見出しました。18世紀のウィーンはどんな街で
あったのか？貴族たちとはどのような人達で、どこに住
んでいたのか？芸術や宗教はどのようなものであった
のか？テキストや写真を通して、マリー・アントワネッ
トの人物像に迫り、歴史に沿って中央ヨーロッパの首都
を理解しましょう。

▲

4T2HIb　M. DESPREZ 

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

使用する本：Marcel Proust : Contre Sainte-Beuve, 1908. 
Gallimard, Folio essai No 68, ISBN : 2070324281. 
文学批評論を定義するための様々なテキストが、自伝的
小説となり、そのまま「失われた時を求めて」の草稿とな
りました。この作品なくして、バルトやジュネットの批
評は書かれることはなく、またネルヴァル、ボードレー
ル、バルザックに関する章を通し、文体上の影響力を更
によく理解させるものとなるのです。こうしてプルース
トは偉大な作家であるだけでなく、文芸批評の第一人者
となったのです。

▲

4T2LIa　M. DESPREZ 

現代フランス文学
Littérature contemporaine : Vingt ans après, 
d'Alexandre Dumas

使用する本：Alexandre Dumas (1845), Vingt ans après, 
Éditions Gallimard, folio classique, réédition de 1998 
「三銃士」の続編、「二十年後」を取り上げます。壮年となっ
たダルタニャンと三銃士。片やマザラン枢機卿、片やフ
ロンド側と、敵味方に分かれた彼らがフランスとイギリ
スを股にかけ、フロンドの乱とイングランド内戦を舞台
に活躍します。彼らは今もなお無敵な存在なのでしょう
か？

▲

4T2LIb    M. REBOLLAR 

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

ギリシャ語が語源となったフランス語を取り上げま
す。merが男性名詞にならなかった理由、どうしてラテ
ン語のaquaがフランス語でeauになったのか、ballade
と ballerine、mèreとmatièreの関係は？ chaussureが
soulier に変わった理由などについて学びます。今学期
のテーマ：la littérature, la mer, le grec, l'eau, la danse, 
la famille, l'architecture, le vêtement, les poissons, la 
poésie.

▲

4T2OR    M. JAFFRÉDO

テーマ別
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

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

4T2LIb 現代フランス文学 M. REBOLLAR 金 13h30-15h20 20h ￥35,000

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

印は今学期新設されたクラスです。
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総合フランス語
Français général 

アルタ・エゴ5   Alter ego 5 

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。▲

5G3AE4    M. RIVEAU 

ヌーベルエディトB2   Nouvel Edito B2

教材の他に視聴覚資料、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や上級文法を身
につけると同時に、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。▲

5G2ED5　Mme DUPEYRON総合フランス語
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

5G3AE4 Alter ego 5 4 M. RIVEAU 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

5G2ED5 Nouvel Edito B2 5 Mme DUPEYRON 火 13h30-15h50 25h ￥43,750

テーマ別
Cours thématiques

ディベート  
Grands débats de la société contemporaine  

毎週、最新の新聞、雑誌の記事をフランスと日本の社会
が直面する問題を取り上げ、一つのテーマについて多
角的な議論を行います。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

ユダヤ-キリスト教文明入門  

宗教の主題は、西洋文明を理解する鍵となります。今学期
は、4つの福音のうちでもっとも古く、短く、受難と復活
までの生涯が描かれたマルコによる福音書を扱います。
イエスの公の姿に焦点を当て、イエスとは誰であったの
か、またどのように弟子を育てていったのかを、図像を多
く集めた資料を用いて探ります。聖書考古学的、古代宗教
比較論的なアプローチはユダヤ-キリスト文明をより理
解する機会となるでしょう。▲

5T2JC　M.DESPREZ

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、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

文学 ： フランス文学の傑作を読む

使用する本：François-René de Chateaubriand (1768-1848), 
Mémoires d’outre-tombe. Édition utilisée: Mémoires d’outre-
tombe, Paris, Classiques de Poche, Vol.2 (Livres XIII à XXIV).
現在でも話題に上がり、愛読されているフランス文学の
傑作を取り上げます。日本ではあまり知られていません
が、優れた自伝的文学作品であるだけでなく、現代フラン
スの歴史の入門書となる作品です。今学期は、神話的存在
となったナポレオンの最期（退位、セントヘレナ島での幽
閉）、ナポレオン失脚後に構築されたヨーロッパの新秩序
について取り上げます。▲

5T2LI　M.DESPREZ テーマ別
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

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
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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

フランス思想を築いた知識人、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
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  

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：11月22日、12月13日を除く8回授業。

▲

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：8回授業。10月18日は授業がありません。

▲

6I2TS    Mlle FUKUZAKI

通訳・翻訳
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
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

C2 マスター MAÎTRISE

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 

日本の歴史、芸術、文化の知識を総体的に学びます。ま
た、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、専門用語の大半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

逐次通訳の入門コース。産業経済などをテーマに、正確
に自然な日本語に訳せるよう練習を行い、実践的なテク
ニックを身につけます。通訳のレベルアップを図りたい
方や興味のある方、また、表現力を磨きたい方にもお勧
めします。

▲

5I2IP    M. DERSOT　

通訳・翻訳
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

資格試験準備
Préparation examens　

仏検準1級・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びます。仏検準1
級・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。

資格試験準備
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 16h ￥28,000

5A2FKb 仏検準1級・1級準備、和訳仏訳演習 M. TANAKA 金 19h00-20h50 16h ￥28,000

注意：  5A2FKa：10月13日（月・祝）、11月24日（月・振替
休日）を除く8回授業。

  5A2FKb：10月31日（金）、11月14日（金）を除く8回
授業。

▲

5A2FK    M. TANAKA
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ラテン語：入門  
Latin : niveau 1 (Initiation) 

入門・初級学習者を対象としたクラス。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)

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、難易度が異なるテキストを使
用しての講読です。ダイジェスト版の文章と原文を交互
に読みます。初めての文学作品を読むという経験は、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)

Saint Augustin（354-430年）の幼少期、少年期、青年時代
と罪深い生活からキリスト教への目覚めをたどった自
伝「Confessions」を取り上げます。今学期は、第1巻の6章
から読み進めます。
Saint Augustin, Confessions : Livres I-VIII, Les Belles 
Lettres, coll. Budé, 2002

▲

7A1LA3    Mme DUSSUD

ギリシャ語 ： 中級 
Etudes grecques : niveau 2

春学期に引き続き、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
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
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全レベル対象 TOUS NIVEAUX

アトリエ Ateliers

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アフリカは目覚し
く急成長を遂げ、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 

シネ・ディマンシュ！フランス映画研究
Ciné-Dimanche !

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、仏・映画雑誌Vertigoで編集委員を務める
映画批評家による解説・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：10月12日（日）～12月14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
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！ M. FUJITA-HIROSE 日 10h00-12h50 24h ￥40,720

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 10h ￥19,500（全5回）

7T2IK Atelier d'Ikebana Mme ROUSSEL Jeu 13h30-15h30 2h *￥3,600（1回）
￥3,600/séance

7T2SH Atelier Shodo Mlle MATSUI Mer 14h00-16h00 2h *￥3,600（1回）
￥3,600/séance

Le petit atelier   子どものためのプチ・アトリエ

Audrey FONDECAVE artiste et illustratrice animera le 
petit atelier. Ateliers qui permettront aux enfants de 6 à 10 
ans de découvrir l'histoire de l’art tout en participant de 
manière active à la création d’œuvres. Différents médias, 
des invités surprise, des expositions attendent les enfants 
du 8 octobre au 10 décembre, tous les mercredis de 16h à 
17h30. L’atelier aura lieu en français et en japonais et en 
anglais si besoin.
Inscription : auprès de l’accueil de l’IFJT, directement sur 
place (Nombre de places limitées).
Thème du trimestre / Octobre : Nature, Novembre : 
Papier, Décembre : Le Cirque

6歳から10歳までの子どもを対象としたアートのアトリ
エ！週に一度の放課後、アーティスト、イラストレーター
のオードレー・フォンドカーヴと一緒に楽しく作品を制
作しましょう！様々な素材や材料を使い作品を作り上げ
たり、時にはサプライズなゲストも登場するかも…。この
アトリエは、フランス語、日本語で行います。必要な場合
には英語も使います。
実施期間：10月8日～12月10日の毎週水曜日。
お申し込みは、直接、アンスティチュ・フランセ東京の受
付窓口にてお願いいたします。 
今学期のテーマ/ 10月：自然、11月：紙、12月：サーカス

▲

7T1PA     Mme FONDECAVE　

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

7T1PA Le petit atelier Mme FONDECAVE Mer 16h00-17h30 15h ￥27,500（10回）
*￥3,000（1回）

印は今学期新設されたクラスです。 *2週目からは 1回 ¥3,000で受講可能。
*¥3,000/séance à partir de la 2ème semaine. 

秋学期は、太陽王ルイ14世の装飾スタイルからアール
デコ装飾アンティークまで、フランス・アンティークの
世界を更に掘り下げた魅力に迫ります。これらの授業は
11月30日に予定されている「アンティーク・コレクター
2級」検定試験の対策としても役立ちます。授業は日本
語で行いますので、どなたでも受講可能。専門用語や必
要と思われる場合はフランス語も使用します。全5回15
名限定。聴講はお受けできません。

実施日
10月   9日：公式芸術コンクール "Le Salon"
10月23日：フランス王家のアンティーク～装飾スタイルと

鑑定法
11月  6日：アンティーク用語としてのフランス語
11月20日：アンティーク・マーケットの現代事情
12月  4日：アール・ヌーヴォーとアール・デコのアンティーク

▲

7T2AN　Mme KAWAI, Mme ISHIZAWA  

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

Découvrez le plaisir de créer une œuvre unique avec des  
fleurs de saison! Apprenez l’ikebana, art traditionnel de la 
composition florale, tout en développant votre sensibilité à 
l’esthétique japonaise! Riche d’une longue histoire avec la 
France, l’ikebana Sôgetsu allie héritage ancestral et liberté 
créatrice. Atelier assuré par une professionnelle japonaise 
chevronnée (professeur certifiée Sôgetsu, 9 ans d'expérience 
de l'enseignement en français et japonais). 
Inscription et règlement à l’accueil de l’Institut au plus  
tard le lundi précédent. 10 places disponibles seulement.
Les frais de fleurs (environ 1000 - 1500yens/séance) ne  
sont pas inclus. Lors de chaque séance, veuillez payer les 
frais de fleurs directement au professeur.
3 séances : les jeudis 16 octobre, 13 novembre et 11 
décembre.

季節のお花を手に植物と向き合い心も体も癒されます。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。お花の技術を学び、感性とおもてなしの
心を磨きます。
実施日週の月曜日までに、直接、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。お花代（別途）が各回
1000円～1500円程度かかります。お花代は、受講時に講師
に直接お支払をお願いします。
実施日 ： 10月16日（木）、11月13日（木）、12月11日（木）

▲

7T2IK　Mme ROUSSEL Hitomi Ryuka

Atelier d’Ikebana   アトリエ・いけばな

Découvrez ou redécouvrez la calligraphie avec l’Atelier 
Shodo. Cet atelier s'adresse à tous les amateurs de 
calligraphie, débutants ou plus expérimentés. Chacun 
peut choisir le style d'écriture (Régulier, Semi-cursive, 
Cursive, Hiraganas…), et les mots qu'il souhaite travailler. 
Le cours aura lieu en français et en japonais
Inscription et règlement à l’accueil de l’Institut les 
dimanches soirs qui précédent l’atelier. 8 places 
disponibles seulement.  
Chacun peut apporter son matériel : le pinceau et la 
pierre à encre peuvent être prêtés et le papier et l'encre 
achetés sur place (300 yens), veuillez payer les frais de 
matériel directement au professeur.
3 séances : les mercredis 8 octobre, 5 novembre et 3 
décembre.

この講座では、それぞれが選んだ文字や書体を書きます。
基礎から学べますので書道が初めての方も安心して参加
して頂けます。楽しく書いて、文字や和紙、墨等について
も学ぶことができます。日本語とフランス語で行います。
実施日前の日曜日までに、直接、受付にてお申し込み、お支
払いをお願いします。各回8名限定。道具の貸出有。半紙と
墨汁はそれぞれお持ち頂くか、その場でお買い求めいただ
けます。（300円。受講時に講師に直接お支払いをお願いし
ます。）
実施日 ： 10月8日（水）、11月5日（水）、12月3日（水）

▲

7T2SH　Mlle MATSUI  

Atelier Shodo   アトリエ書道    
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9月29日（月）～10月3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：受付中。授業開始日前日まで。
終了後、2014年10月6日開講の秋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
9月期

2015年3月16日（月）～ 3月27日（金）   受講料： ¥98,000
料金に教科書代は含まれておりません。上記期間中、3月21日（土・祝）、3月22日（日）は授業がありません。

● 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2015年3月下旬の予定です。

12月15日（月）～12月19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：2014年9月27日より。授業開始日前日まで。
終了後、2015年1月7日開講の冬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
12月期

詳細はHPをご覧ください。
http://www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/stages/ http://www.institutfrancais.jp/tokyo/intensif/

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！

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

特別短期集中講座
STAGES INTENSIFS

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

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2週間！
経験豊かなフランス人講師による質の高い10日間の語学研修で、フランス語力アップ！
バラエティーに富んだ65時間授業（30時間の総合フランス語、20時間の選択授業、15時間のコミュニケーション
重視の授業）！
毎日おいしいお菓子がサービスされるコーヒーブレイク。最終日には楽しい修了パーティー！

レベル 1
60～ 120時間程度

（クラスコード：1U0ST）

レベル 2
120～ 210時間程度

（クラスコード：2U0ST）

■フランス語学習時間 

■スケジュール 

10h00-13h00 総合フランス語
（教科書使用）

14h00-16h00 選択授業*

16h00-16h30 コーヒーブレイク

16h30-18h10 フランス語演習

* 選択授業
   （選択授業は同一レベルのA、Bの中から1つずつ選んでいただきます。）
 レベル1 ：選択A / 発音、フランス文化　選択B / 文法、演劇
レベル2 ：選択A / 文法、フランス文化　選択B / 発音、演劇

■レベル分けテスト
2015年3月12日（木） 11h00-13h00
テストは必ずお受け下さい。当日、研修の説明も行います。
レベル分けテストに参加できない方は、登録時にその旨をお伝えください。また、欠席することが分かった時点で、受付窓口
（03-5206-2500）までご連絡をお願いいたします。
なお、レベル分けテストの結果によって、登録時にお選びいただいたレベルと異なるレベルにクラス分けされる場合がござ
います。あらかじめご了承ください。

■受付期間   

 2015年3月11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。

大学生対象フランス語特別短期研修は毎年3月と9月です。次回は2015年9月上旬に行います。
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苦手な部分の克服や資格試験準備、授業の補足、留学や旅行前のブラッシュアップなど、教師
とマンツーマンで集中的に、そして効果的に学べます。個別にじっくり学習できる時間を有意義
に使って、更なる上達を図りましょう！

あなたのご希望やペースにあわせて学べる、アンスティチュ・フランセ東京
のプライベートレッスン。オンラインでもレッスンがスタート！

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

プライベートレッスン
COURS À LA CARTE

アンスティチュ・フランセ東京での
レッスン（通学）

オンラインレッスン
（スカイプまたは電話）

1回のレッスン時間 50分 25分
1回分の受講料 5,900円 3,500円

5回分一括購入の受講料 - 15,800円
10回分一括購入の受講料 53,100円＊1 29,500円
2名での1回分の受講料 7,100円（お一人様3,550円） -
一括購入の有効期間 初回レッスン日から2ヶ月間 1年間

年会費＊2 必要 不要
＊1  ポイントサービス（通学）：10回分を一括で購入の場合のみ、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。
＊2 年会費 ：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。

アンスティチュ・フランセ東京でのレッスン（通学）
❶右記のサイトで、レベルチェックテストをお受けください。 （http://www.institutfrancais.jp/tokyo/niveaux/）
❷受付窓口またはサイト上で日程表をご確認ください。
❸お申込み用紙にレベルチェックテストの結果、必要事項をご記入の上、レッスンご希望日の8日前の17時までに受付
窓口にてお申込み・お支払いをお願いします。

❹レッスン日時にお越しになり、受講してください。
※レッスン日時の変更は、アンスティチュ・フランセ東京 受付窓口またはお電話にて、レッスン日の8日前の17時まで可能です。それ以
降は変更不可、受講料は返金されません。

お問い合わせ：03-5206-2500

受講手続の流れ

■ 一度納入いただいた受講料、年会費の払い戻し・キャンセルは原則としてお受けできません。
■ 通学のプライベートレッスンをオンラインレッスンに振替、またその逆もお受けできません。
■ プライベートレッスンは、ポイント利用や学生割引の対象外です。
■ 予約したレッスン日時に受講できなくなった場合は、前もってご連絡をお願いいたします。
■ 講師はお選びいただけません。

ご注意

オンラインレッスン（スカイプまたは電話）
❶以下のいずれかの方法で受講料をお支払いください。
　- アンスティチュ・フランセ東京受付窓口   受付執務終了時間30分前（4ページ参照）までにご来館ください。
　- 通信ブティック（http://tsushinboutique.com/）
　- 現金書留
❷受講料のお支払い確認後、メールで予約専用サイトへのログイン情報をお送りします。
❸専用サイトにログインし、日程表を確認の上、レッスン日時の48時間前までに予約してください。お電話（03-5206-2860）
でも承ります。
❹スカイプまたは電話にてレッスンを受講してください。
※レッスン日時の変更は、専用サイトまたはお電話にて、レッスン日時の48時間前まで可能です。それ以降は変更不可、受講料は返金
されません。

お問い合わせ：03-5206-2860（月～土：9h30～18h00）

オンラインレッスンは10月18日（土）からお申込み受付がスタートします。



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。
● 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コース1ヶ月 4,000円！
1ヶ月間、学習システムが使い放題（個別指導なし）

ネットでお申込み！ 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

対象レベル： 入門 (A1) 〜 準マスター (C1)
2014 年 秋学期 ： 9 月 27 日（土）〜 12 月 16 日（火）

対象レベル： 入門 (A1) 〜 中級 (B1)
2014 年 秋学期： 10 月 6 日（月）〜 12 月 15 日（月）

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)
いつでも受講スタート！

オンラインコースオンラインコースオンラインコース

通信ブティック 検索

オンライン プライベートレッスン
 10 月 18 日（土）お申込み受付スタート

アンスティチュ・フランセ日本の自宅学習プログラムに、
オンライン プライベートレッスンが仲間入り！（スカイプまたは電話）

www.institutfrancais.jp/cad

オンライNouveau !

CAD pub reseau_A2014.indd   1 10/07/14   14:36

フランス留学 
ÉTUDIER EN FRANCE

安心、リーズナブルな、アンスティチュ・フランセ東京のフランス語学留学サポート
OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

火曜日～ 木曜日 ：14 時～20 時
金曜日※ ：18 時～20 時
土曜日  ：11 時～18 時　

まずはホームページからカウンセリングのご予約を！   http://www.institutfrancais.jp/tokyo/osl/

Tel : 03-5206-2516（直通）     email ：tokyo.enfrance@institutfrancais.jp

（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。

厳選した語学学校・コースの提案から、受講登録手続、住居手配
申込、留学費用の支払いなど、日本出発までの個別フォロー
別途申込金なしの、アンスティチュ・フランセ会員向けサービス（初回
のご相談はどなたでもご利用いただけます！）
長期語学留学手続申込者に、学生ビザ申請準備に役立つ情報
提供

1
2
3

フランス語学留学サポート東京（アンスティチュ・フランセ東京 1階受付そば）

《カウンセリング受付時間（予約制）》

ート

そば）
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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） 終了しました × 3月20日（木）

7月20日（日） 終了しました × 6月20日（金）

9月21日（日） ○ × 8月21日（木）

11月30日（日） ○ × 10月30日（木）

TCF
フランス語能力テスト

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。

2015年度の募集の締め切りは9月30日です。たくさんのご応募お待ちしております。

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
CERTIFICATIONS ET EXAMENS

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年度秋季試験日程 （於アンスティチュ・フランセ東京） 
出願受付期間　6月23日（月）から9月6日（土）まで *

筆記 口頭表現 受験料＊

DELF A1·A2 11月  9日（日） 11月  9日（日） ¥11,000
DELF B1·B2 10月12日（日） 10月19日（日） ¥13,000

DALF C1 11月  2日（日） 10月26日（日） ¥15,000
DALF C2 11月  9日（日） 11月 30日（日） ¥15,000

DELF ジュニアA1・A2 10月  5日（日） 10月  5日（日） ¥11,000
DELF ジュニアB1・B2 11月  2日（日） 11月  2日（日） ¥13,000

DELF Pro B1・B2 10月  5日（日） 10月  5日（日） ¥13,000

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

資格試験に必要な筆記表現や口頭表現のスキルアップを図るのに最適な講座をご用意しています（18、22、28、31ペー
ジなど参照）。また、教 師と一対一でじっくり学べるプライベートレッスンも試験準備にお勧めです（42ページ参照）。
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PROJECTION DU FILM PARIS IS BURNING DE 
JENNIE LIVINGSTON ET RENCONTRE

François Chaignaud & Cecilia Bengolea 

ALTERED NATIVE’S SAY YES
TO ANOTHER EXCESS- TWERK

Jean-Baptiste André 

INTÉRIEUR NUIT

10月4日（土）・5日（日）  各日18：00開演　スパイラルホール（スパイラル3F）
料金：前売 3,800円（学生2,500円）　当日 4,300円　※他にDance New Air通し券、はしご券あり
お問い合わせ ：スパイラル  ☎03-3498-1171 / info@dancenewair.jp

日本ツアー： 高知公演｜10月11日（土） 19：00開演　高知県立美術館ホール
 京都公演｜10月18日（土）・19日（日） 17：00開演　京都府立府民ホール アルティ

11月28日（金） - 30日（日）　あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター） 
料金： 全席自由　一般 3,000円　アンスティチュ・フランセ日本会員・学生 （大学生・専門学生） 2,500円/要学生証提示 
 中高生1,500円/要学生証提示　子ども （小学生以下）無料/要予約　豊島区民割引 2,500円/在勤・在住/要証明書提示

予約・お問い合わせ ： あうるすぽっとチケットコール      ☎03-5391-0516  /  www.owlspot.jp
 アンスティチュ・フランセ東京　☎03-5206-2500

© Emile Zeizig
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主催：  公益財団法人児童育成協会（こどもの城 青山劇場・青山円形劇場）、スパイラル／株式会社ワコールアートセンター、 
Dance New Air実行委員会、高知県立美術館、KYOTO EXPERIMENT 京都国際舞台芸術祭 2014

共催：アンスティチュ・フランセ日本　　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

主催：あうるすぽっと （公益財団法人としま未来文化財団）、豊島区
共催：アンスティチュ・フランセ東京
助成： アンスティチュ・フランセ／レンヌ市-レンヌ・メトロポル、 

平成26年度文化庁地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ

協力：Dance New Air-ダンスの明日

フランソワ・シェニョー＆セシリア・ベンゴレア
ジャン＝バティスト・アンドレ
インサイド・ナイト

フランソワ・シェニョー＆セシリア・ベンゴレア
×ヴィヴィアン佐藤

『パリ、夜は眠らない。』 
上映＆特別対談

フランスからのクリエイターたちによる 
クリスマス・マーケット
マルシェ・ド・ノエル

10月2日（木） 19：00　 アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
料金：一般 1,000円　会員 500円　　予約・お問い合わせ：☎03-5206-2500
* 2014年9月1日～ アンスティチュ・フランセ東京受付にて前売販売開始。電話予約の場合は10月1日までに前売券をお引き取りください。

12月11日（木） 10：00-18：30 、12日（金） 12：00-20：00 、13日（土） 10：00-18：30
アンスティチュ・フランセ東京　中庭＆テラス
入場無料

新たなコンテンポラリーダンスのフェスティバル「Dance New Air - 
ダンスの明日」で紹介される、世界のダンスファンを魅了する話題
作。フランソワ・シェニョーとセシリア・ベンゴレアが、2人のDJ
と共に最新のクラブカルチャーを舞台作品として2012年秋に発表、
満を持して日本に初上陸します。
Dans altered natives’ Say Yes to Another Excess - TWERK, les 
chorégraphes François Chaignaud et Cecilia Bengolea inventent pour 
leurs danseurs une folle nuit en club qui se joue des identités sexuelles, 
rend hommage et réinterprète les danses de clubs. Venus de Londres, 
deux DJs virtuoses accompagnent leurs déhanchements hallucinés. 

フィリップ・ドゥクフレなど、フランスを代表する振
付家の作品に参加してきたジャン＝バティスト・アン
ドレのデビュー作。ジャンルを超え、コンテンポラリー
ダンスとヌーヴォーシルクを融合した第一人者の作品
です。映像も駆使して繊細に、大胆に、時にユーモラ
スに、感情を揺さぶる時間をお届けします。
A la frontière de plusieurs disciplines, dans Intérieur nuit, 
Jean-Baptiste André, acrobate impressionnant issu du 

Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne, use de la contorsion, de la danse et de la vidéo 
pour offrir une pièce étonnante reposant sur le concept de l’équilibre, interrogé en lien avec l’espace.

この秋、日本初演を迎える「altered natives’ Say Yes to 
Another Excess – TWERK ダンス・イン・クラブナイ
ト」の振付家フランソワ・シェニョー＆セシリア・
ベンゴレア、特別ゲストにはヴィヴィアン佐藤を迎
え、対談を開催。対談前には、80年代のニューヨークの同性愛者らの実像を鋭く描いた異色のドキュメ
ンタリー『パリ、夜は眠らない。』（ジェニー・リヴィングストン監督/1990）の上映を行います。
Paris is burning est un documentaire incontournable filmé à la fin des années 80 sur la culture des ballrooms 
de New York City, berceau du « voguing ». Ce style de danse a particulièrement inspiré François Chaignaud & 
Cecilia Bengolea pour leurs dernières pièces : (M)imosa et altered natives' Say Yes to Another Excess – TWERK. La 
rencontre avec Vivienne Sato, artiste et critique qui se joue des identités sexuelles, sera l’occasion de revenir sur 
leurs sources d’inspiration.

3日間にわたって開かれるクリスマスの特別な
催し物！約20名のクリエイターたちによるクリ
スマス・マーケットでは、アクセサリーや洋服、
革製 品、写真、家具、絵画、そして食べ物などが
一斉に並びます。素敵なプレゼントが見つかれば、
きっと大切な人を幸せな気分にできるはず。
Une idée originale pour vos cadeaux de Noël ?  Ne cherchez plus !  Une vingtaine de créateurs passionnés 
s’installent 3 jours à l’Institut pour vous proposer la solution. Bijoux, accessoires, vêtements, maroquinerie, 
photos, mobilier contemporain, peintures et gastronomie, vous trouverez certainement de quoi faire le bonheur 
autour de vous.

Rendez vous avec des créateurs français

MARCHÉ DE NOËL
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映
画

フランスアニメーション映画祭
2014

12月6日（土） - 12月21日（日）　アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
料金：一般 1,200円　学生 800円　会員・中学生以下 500円
お問い合わせ ：☎03-5206-2500

ヨーロッパ一のアニメ大国フランスのアニメ事情をお
届けするフランスアニメーション映画祭。昨年初めて
東京でも開催し、大変ご好評いただきました。今年も
6-7月の横浜での開催に引き続き、アンスティチュ・フ
ランセ東京では12月に開催いたします。世界でも高く
評価されるフランスアニメーションの魅力をこの機会
に是非お楽しみください。
La France est le numéro un européen de la production de films d’animation. Pour mieux faire connaître ces 
pépites du cinéma français, l’Institut français du Japon – Tokyo organise le Festival du Film d’animation depuis 
l’année dernière. Nous vous invitons à découvrir les charmes de ces films d’animation français qui collectionnent 
les nominations et les prix dans le monde entier.

©
 D

R

アンスティチュ・フランセ日本 映画プログラム オフィシャル・パートナー：笹川日仏財団、アニエスベー
協力： アンスティチュ・フランセ パリ本部

FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION FRANÇAIS 2014
没後30年
フランソワ・トリュフォー映画祭
ゲスト：ジャン＝ピエール・レオ

10月11日（土） -10月31日（金）　角川シネマ有楽町
料金： 一般1,800円　大学・高校生1,500円　中学生1,000円　シニア1,100円
お問い合わせ ：角川シネマ有楽町　☎03-6268-0015 

ゴダールらと共に、ヌーヴェル・ヴァーグの一員として映画の世界に
革命を起こし、やがてフランス映画界を代表する巨匠となったフラン
ソワ・トリュフォー。映画を、女性たちを愛し、次々に珠玉の作品群を
生み出しながら、1984年10月21日に52歳で短い生涯を終えたトリュ
フォーの没後30年を記念して特集上映いたします。
Trente ans après sa mort en octobre 1984, venez redécouvrir les films de 
François Truffaut, pour la plupart restaurés. Dans sa diversité apparente, 
son œuvre tient son unité de la liberté de création du réalisateur, et de sa 
personnalité. Mondialement célébrée, sa filmographie fait plus souvent 
l'objet d'un culte que d'un inventaire critique. ©

 D
R

主催：KADOKAWA、マーメイドフィルム、アンスティチュ・フランセ日本
協力：VALERIA
後援：ユニフランス・フィルムズ

À l'occasion du 30 e anniversaire de sa disparition

RÉTROSPECTIVE FRANÇOIS TRUFFAUT    Invité : Jean-Pierre Léaud
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n「ミシェル・ゴンドリーの世界一周」展開催を記念して

ミシェル・ゴンドリーを囲む会＆上映会

11月1日（土）　アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
料金：一般1,200円　学生800円　会員500円　
お問い合わせ ： ☎03-5206-2500 

ニューヨーク、サンパウロ、パリ、モスクワなどで開催さ
れたミシェル・ゴンドリーの「ホームムービー・ファクト
リー」がアジアで初めて、東京都現代美術館にて開催さ
れます。ゴンドリーが考案した独自の映画制作方法で、
来場者が実際にそれぞれ映画制作するというユニーク
な体験型展覧会です。アンスティチュ・フランセ東京で
は、監督を迎え、上映会とトークショーを開催します。
Après New York, Sao Paulo, Paris et Moscou c’est à Tokyo, et pour la première fois en Asie, que le réalisateur Michel 
Gondry reconstruit son Usine de films, au Musée d’Art Contemporain de Tokyo (MOT). Le principe en est simple : 
vous avez trois heures pour réaliser un film dans l’univers du réalisateur. Cette exposition sera accompagnée d’une 
belle rétrospective ainsi que d’une installation vidéo de ses clips musicaux. A cette occasion, l’Institut français du 
Japon - Tokyo organise une rencontre avec Michel Gondry précédée de la projection de l’un de ses films.

協力：東京都現代美術館

À l’occasion de l’exposition l’Usine de films amateurs de Michel Gondry 

RENCONTRE AVEC MICHEL GONDRY

「ミシェル・ゴンドリーの世界一周」展
2014年9月27日（土）－2015年1月4日（日）
会場：東京都現代美術館　企画展示室3F
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音
楽

/講
演
会

11月15日 （土）　15：00 ～ 　アンスティチュ・フランセ東京  エスパス・イマージュ
入場無料・要予約
予約・お問い合わせ：  ☎03-5206-2500

10月21日（火）　　ディナー 18：00 ～ 　ライブ 20：30～
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー　
料金： 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
予約・お問い合わせ：  ラ・ブラスリー　 ☎03-5206-2741

Rencontres autour de l’architecture japonaise et française

KENCHIKU ARCHITECTURE - PARIS TOKYO
ブラスリー・ライブ
セドリック・アンリオ グルーヴマティック

日仏若手建築家によるラウンドミーティング
KENCHIKU ARCHITECTURE - PARIS TOKYO

ブラスリー・ライブ
ニルダ・フェルナンデス

注目のジャズ・ピアニスト、セドリック・アンリオがこ
の秋フランスから再来日。“GroOvematic”（グルーヴマティッ
ク）は、ジャズ、エレクトロ、グルーヴ、ポップなどを
ミックスした独特の世界観を持つアンリオのオリジナル
トリオ。毎回全く違う表情を見せてくれる彼らのライブ
パフォーマンスは必聴です！
GroOovematic propose un mélange unique de jazz, électro, 
groove et pop.  Alliant acoustique et électronique, ce trio séduit 
par la richesse de ses sons et textures, et par la complicité et 
l'interaction entre les musiciens.

一度聴けば忘れられないハスキーな高音の
声を持つシンガー・ソングライター、ニル
ダ・フェルナンデス。そのユニークな歌声と、
ノスタルジックな心地よいメロディで、聴
くものを魅了します。記念すべき初来日とな
るブラスリー・ライブで、秋の夜長のフォー
クロック・ライブをお楽しみください。
Brasserie en scène accueille Nilda Fernández pour une série de concerts folk-rock, véritable invitation au voyage 
aux côtés de cet artiste nomade et atypique à la voix unique. 

12月2日（火）－5日（金）　　ディナー 18：00 ～ 　ライブ 20：30～
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー　
料金： 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
予約・お問い合わせ：  ラ・ブラスリー　 ☎03-5206-2741

Brasserie en scène 

CÉDRIC HANRIOT GROOVEMATIC

Brasserie en scène 

NILDA FERNÁNDEZ
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主催：La copie privée 、Spedidam、FCM、Adami

昨年、パリの都市建築博物館にて、パリと東京の都市に焦点をあてた展覧会「KENCHIKU ARCHITECTURE- 
PARIS TOKYO」が開催されました。日本での巡回展開催にあたり、日仏の注目参加建築家12組が集結します。
彼らの建築から都市へといたる思考の糸を辿りながら、どのようにパリと東京が過去の歴史を継承しつ
つ、成熟へと向かっていく事が出来るのかを議論します。特に、2020年にオリンピックをふまえた東京
のこれからについて考えていきます。
12 binômes de jeunes architectes français et japonais se sont réunis l’année dernière dans le cadre de 
l'exposition Kenchiku Architecture, Paris Tokyo, au Pavillon de l’arsenal à Paris. En suivant le fil de leur 
pensée de la ville et de leur propre démarche architecturale, ils discuteront sur la manière dont les villes 
de Paris et de Tokyo peuvent évoluer tout en prenant en compte l’héritage de leur passé respectif. Ils 
s’interrogeront plus particulièrement sur la ville de Tokyo à l’horizon des Jeux Olympiques de 2020. 

協賛：大和ハウスグループ
協力：AXIS inc. 
助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部

関連企画
「KENCHIKU ARCHITECTURE - PARIS TOKYO」展

11月14日 （金） –26日 （水）
会場： AXISギャラリー （www.axisinc.co.jp）
 〒106 0032 東京都港区六本木5-17-1 AXISビル
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アンスティチュ・フランセ日本は7回目の、文学とBD
（バンド・デシネ＝フランスの漫画）のフェスティバル
『読書の秋』を迎えます。2014年は「第一次世界大戦100
年記念」をテーマに、11月1日から一ヶ月間開催します。
アンスティチュ・フランセ東京は『名誉の戦場』の作者
ジャン・ルオーを迎え、紀伊國屋書店の協賛による討
論会を行います。また同テーマを扱った映画の上映会
を企画しています。今年の招聘BD作家は、第一次世界
大戦を描いた「エーデルワイスのパイロット」シリー
ズ（邦訳有）のロマン・ユゴー、また今秋初邦訳『ジョゼ
フィーヌ』（仮）がDU BOOKSより発売される女流BD作
家のペネロープ・バジューです。文学では、マリー・ダ
リュセックによる「マルグリット・デュラス生誕100年」
にちなんだ講演と関連映画の上映会や、パトリック・
ラペイルの日本初講演会、さらに「本の市」など。『読書
の秋2014』の様々なイベントをどうぞお楽しみに。

L’Institut français du Japon organise la 7ème édition du 
festival Feuilles d’automne tout au long du mois de 
novembre 2014.  Le centenaire de la première guerre 
mondiale occupera une place centrale, à l’occasion 
d’un grand débat à la librairie Kinokuniya, en présence 
de Jean Rouaud, autour des Champs d’honneur. La 
présence du bédéiste Romain Hugault, dont la série 
Le pilote à l’Edelweiss, se déroule pendant la Grande 
Guerre, ainsi qu’un cycle de films aborderont cette 
thématique. Pénélope Bagieu sera également présente 
à l'occasion de la parution de Joséphine en japonais. 
Marie Darrieussecq interviendra notamment autour du 
centenaire Marguerite Duras, et Patrick Lapeyre ira pour 
la première fois à la rencontre de son lectorat japonais. 
Un marché des livres aura lieu également cette année.
Des rencontres et débats seront organisés dans les 
différentes antennes de l’Institut français du Japon,  nous 
vous y attendons nombreux !

FEUILLES D’AUTOMNE 2014
読書の秋2014
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日時 ：11月1日（土） －11月25日（火）
会場 ：アンスティチュ・フランセ東京、新宿紀伊國屋書店



ラ・ブラスリー 
LA BRASSERIE 

都心にありながら、豊かな緑に囲まれたフレンチ・レストラン〈ラ・
ブラスリー〉。パリのブラスリーをイメージした心地よい店内と、爽や
かな風が吹き抜ける木製テラスが魅力です。これぞフランスとも言え
る美味しい料理を、お手頃な料金でお楽しみください。
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. Des mets délicieux et si français sont offerts le 
soir comme à midi, à des prix défiant toute concurrence.

■営業時間
ランチ（火～日） 
11：45－14：30（L.O.） 
1,050円（平日のみ）～ 2,900円
ディナー（火～土）
18：00－21：00（L.O.）  
3,950円～ 6,000円  
●  月曜日、祝日休業／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
■Horaires d'ouverture
Déjeuner （mardi - dimanche）  
11h45 - 14h30 （D.C.） 
 ¥ 1.050 （en semaine uniquement）
　～ ¥ 2.900
Dîner （mardi - samedi）  
18h00 - 21h00 （D.C.）   
¥ 3.950～ ¥ 6.000
●  Fermée le lundi, le dimanche 
 soir et les jours de fériés
●  Locations pour réceptions, cock-
 tails, buffets et mariages 

DÎNERS THÉMATIQUESワインセミナー＆スペシャルディナー

Renseignements et réservation
ご予約・お問い合わせ ☎03-5206-2741

  9月 19日（金）：［ワインセミナー］フランスのスパークリングワインツアー　（8,500円）
  9月 26日（金）：シェフ エリック・ブッテ（ミシュランガイド一つ星レストラン L’Aubergade） のグルメディナー （10,000円）
  9月 30日（火）：［ワインセミナー］コート・デュ・ローヌ
10月 10日（金）：パティシエ クリストフ・アダンのスペシャルディナー （10,000円）
10月 24日（金）：［ワインセミナー］ブルゴーニュのクリュ
11月 28日（金）：［ワインセミナー］ボルドーのクリュ
12月 19日（金）：［シャンパーニュセミナー］ローラン・ペリエ ［料金］ 会員 6,700円　一般 7,200円

18：30　開場
19：00　セミナー（日本語）またはお食事開始
*セミナーの場合は 19：45よりお食事開始

vendredi 19 septembre : [Séminaire de vin] Vin mousseux Tour de France （￥8.500）
vendredi 26 septembre : Soirée des gourmets avec chef Eric Boutté de « L’Aubergade » une étoile au Guide Michelin （￥10.000）
mardi 30 septembre : [Séminaire de vin] Côte du Rhône
vendredi 10 octobre : Dîner gastronomique avec le pâtissier Christophe Adam （￥10.000）
vendredi 24 octobre : [Séminaire de vin] Les Crus de Bourgogne　
vendredi 28 novembre : [Séminaire de vin] Les Crus de Bordeaux　
vendredi 19 décembre : [Séminaire de champagne] Laurent-Perrier

［Tarifs］ 
Adhérents ¥6.700   Non-adhérents ¥7.200

18h30 : ouverture des portes
19h00 : début du séminaire （en japonais） ou de dîner
* le repas commence à 19h45 pour les séminaires

メディアテーク 
MÉDIATHÈQUE

様々な分野の書籍、雑誌、バンド・デシネ、CD、DVDなど、
豊富な所蔵資料によって今日のフランスに出会える場
所、「メディアテーク」。どなたでも無料で閲覧・視聴す
ることができます。フランス語学習者の皆様のために語
学力レベルに応じて資料をセレクトしたコーナー、「学習
者の本棚」も是非ご活用ください。また、フランス語圏
の作家を招いて開催する文章や絵のアトリエなどを通じ
て、フランス文化の一端をお楽しみください。

『アンスティチュ・フランセ東京 講師のオススメ』コーナー
アンスティチュ・フランセ東京の講師が、毎月その学期の授業のテーマに
合わせてメディアテークの資料（本、雑誌、新聞、CD、DVD）をセレク
トしています。
メディアテークのエントランスにある大きな赤い本が目印です！
授業の補助資料として、また新しい話題の発見に、是非ご利用ください。

お問い合わせ：☎03-5206-2560
tokyo.mediatheque@institutfrancais.jp

■開室時間
火曜日～金曜日 12：00～ 20：00
土曜日 10：00～ 19：00
日曜日 10：00～ 18：00

■メディアテークメンバー
年会費：3,500円 
●  貸出等のサービスがご利用いただけ
ます。

●  アンスティチュ・フランセ東京の通学
受講生または会員の方は、自動的に
メディアテークメンバーとなります。

●  恵比寿の日仏会館図書室の資料貸出
も可能な共通会員制度です。

デザインをリニューアルしてより見やすく、コ
ンテンツもさらに豊富になりました！フランス
からの最新ニュースを提供する新聞・雑誌、
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
ツなど、9 万点以上の資料へオンラインでアクセスすることが
できます。アンスティチュ・フランセ日本の受講生およびメディ
アテークメンバーは、会員登録期間中すべてのサービスを利用
することができます。アクセスは右上のQRコードから！

Culturethèque
www.culturetheque.com
デジタル図書館
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フランス語講座 文化イベント

10月 octobre

2［木］ 『パリ、夜は眠らない。』上映＆特別対談

4［土］― 5［日] altered natives’ Say Yes to Another Excess – TWERK 
（会場：スパイラルホール［スパイラル3F］）

10［金] パティシエ クリストフ・アダンのスペシャルディナー
11［土］― 31［金] フランソワ・トリュフォー映画祭（会場：角川シネマ有楽町）

21［火] セドリック・アンリオ グルーヴマティック
24［金] ワインセミナー：ブルゴーニュのクリュ

9月 septembre

19［金］ ワインセミナー：フランスのスパークリングワインツアー
26［金] シェフ エリック・ブッテのグルメディナー

27［土］― 28［日] 第６回 美食の祭典
30［火] ワインセミナー：コート・デュ・ローヌ

11月 novembre

1［土］ ミシェル・ゴンドリーを囲む会＆上映会
読書の秋2014

1［土] ・マリー・ダリュセック講演会（会場：日本女子大学目白キャンパス）
15［土］ ・本の市
16［日］ ・ジャン・ルオー講演会（会場：紀伊國屋書店）
21［金］ ・ペネロープ・バジュー 講演会
22［土］ ・ペネロープ・バジュー ワークショップ
23［日］ ・海外マンガフェスタ（会場：東京ビッグサイト）
15［土] KENCHIKU ARCHITECTURE - PARIS TOKYO

28［金］ ワインセミナー：ボルドーのクリュ
28［金］― 30［日］ 『インサイド・ナイト』（会場：あうるすぽっと）

12月 décembre

2［火］― 5［金］ ニルダ・フェルナンデス
6［土］―21［日］ フランスアニメーション映画祭

11［木］―13［土］ マルシェ・ド・ノエル（クリスマス・マーケット）
19［金］ シャンパーニュセミナー： ローラン・ペリエ

● 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ウェブサイト（www.institutfrancais.jp/tokyo/）をご覧頂くか、ウェブサイト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. 
● Pour plus de détails sur les événements, merci de consulter notre site [www.institutfrancais.jp/tokyo/fr/] ou notre newsletter qui peut être abonnée par le site.
● Sauf exception, les conférences et rencontres à l'Institut français du Japon - Tokyo sont traduites simultanément.

■ 通学
9/15［月・祝］ 秋学期登録受付（在校生）開始

9/27［土］ 秋学期登録受付（新入生）開始
10/6［月］～
12/15［月］ 秋学期講座

10月13日（月・祝）、11月23日（日・祝）、11月24日
（月・振替休日）は授業を行います。

11月3日（月・祝）は休館日です。
休講の場合は、学期終了後一週間以内に補講を行う
ことがあります。
第一回目の授業後、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、お早めにご登録く
ださい。

■ 通信
9/1［月］ 秋学期登録受付開始

9/27［土］～
12/16［火］ 秋学期講座

■オンライン
9/8［月］ 秋学期登録受付開始

10/6［土］～
12/15［月］ 秋学期講座

プログラムカレンダー
CALENDRIER

 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

 文学
 Littérature



Tel  : 03-5206-2500
Fax : 03-5206-2501
Email : tokyo@institutfrancais.jp

総合受付/フランス語講座  通学コース

Email : tsushin@institutfrancais.jp

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

フランス語講座  通信・オンラインコース（直通）

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

www.institutfrancais.jp/tokyo/

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

問い合わせ rensiegnements

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

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）

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)

@institut_tokyo / @ifjt_cours
www.facebook.com/IFJTokyo




