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Bonjour 2016 !

Après une année 2015 intense et riche en émotions, toute l’équipe de l’IFJ Tokyo tient à 
vous remercier pour votre fidélité et l’intérêt que vous portez, de plus en plus nombreux, 
à notre offre de cours et nos programmes culturels ainsi que pour votre attachement à La 
Brasserie de l’Institut. 

Pour la première fois depuis 8 ans nous enregistrons une progression de la fréquentation, 
d’une année sur l’autre, pour nos cours de français. C’est un encouragement magnifique 
pour l’équipe pédagogique de l’Institut. 

Au nom de tout le personnel de l’IFJ Tokyo, je vous souhaite une belle et heureuse année 2016 !

Minasama no gotakô wo oinori môshiagemasu.

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

2016年の到来です！

2015年は充実した一年となりました。日頃より、当館のフランス語講座や文化イベントへますます多くの方からご
関心をお寄せいただくとともに、レストラン「ラ・ブラスリー」をご利用いただき、アンスティチュ・フランセ東京のス
タッフ一同、心より御礼申し上げます。

フランス語講座の授業登録数も増加しており、当館の教務スタッフにとって大変な励みとなっております。　

アンスティチュ・フランセ東京の職員一同を代表し、2016年の皆さまのご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
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
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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。
* 春学期（2016年4月4日開講）プログラムは3月上旬発表の予定です

Crédits Photos :  Cédric RIVEAU, Junya SUZUKI, Eric RECHSTEINER, Claude ESTEBE
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多彩な講座やアトリエ！

2016年も、フランス語やフランス文化に更なる興味をお持ちいただける多彩な講座や
アトリエをご用意しました！読書好きには、マルセル・パニョルを深く掘り下げ読み解
く「読書クラブ」、フランスをもっと知るための「フランスの文化と歴史」、20世紀の女性
の地位を考察する「20世紀における女性の地位の変遷」、パリの歴史から最新スポッ
トを巡る「ゆっくりのパリ」、プロから学べる「バンド・デシネのアトリエ」、アロマの香りで
リラックスできる「アロマテラピー」など…知的好奇心を満たすアトリエが更に充実！

無料体験レッスン！

フランス語教育に精通した有資格者による質の高い授業を無料で体験
いただける初心者向けのレッスンを12月上旬に行います。フランス語を
始めたいけれどまだ決めかねている方、冬学期開始前に授業の雰囲気
を体験したい方、この機会に是非フランス語の楽しさと学ぶ喜びを体験
して下さい！詳細はチラシなどで近日発表。

エル・オンラインでフランス語レッスン掲載中

アンスティチュ・フランセ東京の講師がシーン別の便利な単語やフレーズ、
意外と知られていないライフスタイルを紹介！  Bonne lecture！
エル・オンライン流、フランス語レッスン
Vol.1 / 初対面の会話
Vol.2 / ホームパーティの極意
Vol.3 / 恋愛の心得
Vol.4 / ショッピング攻略法
www.elle.co.jp/tr/french1511

アンスティチュ・フランセ東京の
最新情報をキャッチ！

メールマガジン：
公式サイト http://www.institutfrancais.jp/tokyo/　メールマガジン登録　
Facebook：     https://www.facebook.com/IFJTokyo

Twitter：     @institut_tokyo

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

◀2015年9月19日（土）  
 ジュリ・ブランシャンによる「遊ぶ」絵本のワーク
ショップ

 （於アンスティチュ・フランセ東京  メディアテーク）

2015年10月17日（土）
フランス文化とグルメのアトリエ「シャンパンと
シャンパーニュ地方」　講師 ： Mme VALLIENNE

（於アンスティチュ・フランセ東京）
1月、2月開講の同アトリエの詳細は 36ページを

参照ください。

▶
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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。（12～ 15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.institut 
francais.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。日常生活での単純で具体的な
状況やごく簡単な言い回しを理解し、用いることができ
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を理
解でき、単純で日常的なやりとりができる。自分に関する
問題やさしあたっての必要な事柄を簡単な言葉で表現
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い回しで表現されてい
れば理解できる。旅行先での会話をこなし、自分に興味
のあることを話すことができる。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し、複雑なテーマについて、自然
に、流暢かつ理論的に述べることができる。

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
くもの全てを即座に理解し、的確に要約することができ
る。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。

アトリエ
資格試験対策、フランス文化、ガストロノミー、歴史、ア
ンティーク、マンガ、日本の文化をフランス語で学べる
書道、いけばななど、単発あるいはシリーズで学べるア
トリエがあります。

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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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（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。
2014年冬学期から2015年夏学期までに発行したポイントは有
効期限なしの永久ポイント。
2015年秋学期以降に発行したポイントの有効期限は、発行学期
から2年間（8学期）となります。

● 1ポイント使用で授業振替制度をご利用いただけます。
● 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前日から先行登録可能。
● 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12月3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
授業を欠席してしまった場合、振替制度をご利用ください。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、受講料に
限ります。また、振替制度のご利用は、1回につき1ポイントが
必要です。

手続き開始日およびご利用期間：学期開始3週目～当該学期9週
目まで（1月21日～3月10日まで）
ご予約方法：欠席した日の翌日から、振替希望日の前日まで
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と日にちをお知ら
せください。ただし、満席のクラスは除きます。またお席に限
りがございます。受付時間は17時までとなります。
― 振替日当日の授業前に、受付にてポイントカードのポイン
トと引き換えに「振替許可証」をお受け取り下さい。その際、
ポイントカードを必ずご提示下さい。カードをお忘れの場
合は、振替制度をご利用いただけませんのでご注意下さい。
― 欠席日当日や振替希望日当日、欠席日以前のご予約はお受
けできません。
― ご予約は、受付窓口、お電話のみとなり、メール、ファックス
などでのご予約は一切お受けできません。

 また、満席のクラスへの振替はお受けできません。
― 一度予約されたクラスの変更、キャンセルはできません。ま
た、振替クラスを欠席した場合も、振替制度を1回利用した
ものとみなします。ご注意下さい。
― 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。
― 授業の補講および休講欠席分の振替はお受けできません。
― 振替クラスは、ご登録クラスの授業内容と合致しない場合
がありますので、あらかじめご了承ください。

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。年会費の発生しないクラスは除く。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。）

2016年 冬学期

1月7日（木） ～ 3月17日（木）
1月11日（月・祝）は授業を行います。2月11日（木・祝）は授業
がありません。　　
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

年内受付在校生 2015年12月4日（金）～12月23日（水・祝）
新入生 2015年12月15日（水）～12月23日（水・祝）

新年受付  2016年 1月 4日（月）～1月13日（水）
2015年12月23日（水・祝）は開館します。
2015年12月24日（木）～2016年1月3日（日）は冬休みのため
全館休館です。登録受付期間を過ぎても、空席のあるクラス
にはご登録いただけます。ただし受講料の割引、すでに終了
した授業の補講・振替はございません。
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。

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（1月21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。
特典：
●通学講座受講生対象のネットサービスのご利用
●メディアテークでの貸出サービス
●デジタル図書館（Culturethèque）のご利用
●ラ・ブラスリーにてランチのみ5%割引
●当館内書店「リヴ・ゴーシュ」にて5%割引
　（但し、洋書のみ。教材、雑誌関係は含みません。）
●当館主催の映画、ライブなど入場料の割引
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

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、アトリエ、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が、
補講を欠席されても補講回数分の受講料の返金、授業振替
制度のご利用はできませんので、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、一旦お支払いただいた
年会費・受講料の返金・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。なお、返金・学期振替いずれの場合も10%の事務手数料
を申し受けます。また、学期開講日から5週間を経過後の返
金、振替はお受けできません。

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

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

時間数 受講料

10時間 ￥19,500

15時間 ￥27,000

20時間 ￥35,000

時間数 受講料

25時間 ￥43,750

30時間 ￥50,900

40時間 ￥64,300
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講
師
紹
介

Mme BERDER-TOMOTSUGU Agathe
Science-Po（パリ政治学院）卒、
国際関係DESS

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）

Mme CANEVET Annick
FLE学士（メーヌ大学）、法学修士
　 

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. 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

M. DEVAIVRE André 
漫画家

Mme DUPEYRON Martine 
FLE修士、 語学DEA、 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 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

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 FURY Lauriane
FLE修士（リヨン第2大学）、HJD

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

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

Mme KUBOKI Eiko
ブリア・サヴァランやキュルノンスキーに至る食文化習慣となる
Art de la tableを伝授、JSA認定ワインアドバイザー /チーズ
プロフェッショナル&CPA認定チーズ検定講師

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

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-Xavier
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

Mme MATSUI Yukako
書家

M. MESMER Philippe
ジャーナリスト  

Mme MONTEYNE Louise Frédérique
日本語修士

Mme NAKAMURA Hiromi 
FLE学士（メーヌ大学）  

M. PASCAL Dominique 
FLE言語学修士、教師歴（日/仏）30年、
外務省、日仏英通訳者

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
編集者、FLE修士、記号学修士、HJD

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

M. PLAIN Coelien
FLE修士、DUFLE（ボルドー大学）

Mme RAMET Bénédicte  
FLE修士

M. RECHSTEINER Eric  
報道カメラマン

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

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

講師紹介
ÉQUIPE ENSEIGNANTE
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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。

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. 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

URSCHEL Nathalie
フランス文部省認定正教員有資格者、 
教育マネージメント修士（リヨン第2大学）

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

Mme 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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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 Mlle FURY 水 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3IN1b Interactions 1 0-4 Mme UZAWA 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN1c Interactions 1 0-4 Mme MONTEYNE 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

1G3IN1d Interactions 1 0-4 Mme MONTEYNE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3IN2a Interactions 1 5-8 Mme UZAWA 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN2b Interactions 1 5-8 Mme BERDER-TOMOTSUGU 木 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN2c Interactions 1 5-8 Mme TOKIWA 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3IN2d Interactions 1 5-8 M. PLAIN 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN3a Interactions 1 9-12 Mlle FURY 火 18h30-21h20 30h ￥50,900

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

1G3IN3c Interactions 1 9-12 M. ROCHET 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3IN4a Interactions 2 1-4 M. PELISSERO 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN4b Interactions 2 1-4 Mlle HEURÉ 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN4c Interactions 2 1-4 Mme DUPEYRON 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3IN4d Interactions 2 1-4 M. LEYMARIE 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN4e Interactions 2 1-4 M. LAVIGNASSE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN5a Interactions 2 5-8 Mme TOKIWA 火 10h00-12h50 30h ￥50,900

1G3IN5b Interactions 2 5-8 M. LAVIGNASSE 火 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN5c Interactions 2 5-8 M. RIVEAU 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN5d Interactions 2 5-8 M. LEYMARIE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN6a Interactions 2 9-12 Mme TOKIWA 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

1G3IN6b Interactions 2 9-12 M. PELISSERO 金 14h00-16h50 30h ￥50,900

1G3IN6c Interactions 2 9-12 M. BERTHET 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

1G3IN6d Interactions 2 9-12 M. SHIBATA 日 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。

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

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

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？

6名以上で開講。聴講はお受けできません。
開講予定日：12月6日、1月17日、2月7日、3月13日 
受付締切： 開講日の7日前（日曜日）まで。

▲

0N0FE M. PASCAL

フランス・エクスプレス  France EXPRESS

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。）今学期は2学期目です。

▲

1A2FA2    Mme UZAWA 

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  Français général

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
1A2FA2 のんびり学ぶフランス語 Mme UZAWA 金 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。
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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。ご
希望の方は週1回、無料で補習を受けられます。
（金曜日  17h00-17h50：担当講師  Mme UZAWA）

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日
本語で行います。

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3,500
円が別途 必要ですのでご了承ください。

6名の講師陣：
アンスティチュ・フランセ東京の講師6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          1月8日（金）よりスタートします。

火曜 水曜 金曜

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

午後  14h00-15h20 M. LE BOIS* Mlle TAKASE Mme TOKIWA

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   担当講師は下記参照

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
らしく自信を持って表現できるように、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。A1後半レベル対象、最大12名まで。

▲

1A1JR　Mme FIFE, Mlle HEURÉ

商業フランス語入門
Le français des relations européennes et internationales

現在あるいは将来、外交官として仕事をする方、国際関
係に興味がある方に向けた入門者向けの商業フランス
語クラス。最新の教科書を用い、フランス語の4つの能
力、聞く・読む・話す・書くを学ぶと同時に国際関係につ
いて学んでいきます。また、DELFやTCF試験の準備にも
役立ちます。今学期は2学期目です。
使用教科書：Objectif Diplomatie 1（Hachette）
注意：3月7日までの9回授業。

▲

1P2FP     Mlle CLOOSE

会話プラス    Conversation plus 

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。

▲

1A1KP　M. DE SOLA　

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。

▲

1A2CH　Mme SUBLIME 

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
1A1CVa 会話入門 Mme DUPEYRON 火 12h00-13h20 15h ￥27,000

1A1CVb 会話入門 M. LEMOINE 金 19h00-20h20 15h ￥27,000

1A1JR ロールプレイによるフランス語会話 Mme FIFE, 
Mlle HEURÉ 金 11h00-12h20 15h ￥27,000

1A1KP 会話プラス（少人数制） M. DE SOLA 金 10h30-11h20 10h ￥35,000

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

補足強化  Approfondissement linguistique

実務フランス語  Français professionnel 

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
1P2FP 商業フランス語入門 3- Mlle CLOOSE 月 19h00-20h50 18h ￥31,500
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A2 初級 ÉLÉMENTAIRE

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！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。

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 1-4 M. BERTHET 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3IN1b Interactions 3 1-4 M. LEMOINE 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

2G3IN2a Interactions 3 5-8 Mme LE CALVÉ 木 13h00-15h50 30h ￥50,900

2G3IN2b Interactions 3 5-8 M. PIRIOU 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3IN3a Interactions 3 9-12 Mme UZAWA 火 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3IN3b Interactions 3 9-12 M. PIRIOU 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

2G3IN4a Interactions 3 17-20 M. WIEL 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3IN4b Interactions 3 17-20 M. ROCHET 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

2G3IN6a Interactions 3 21-24 Mlle HEURÉ 火 18h30-21h20 30h ￥50,900

2G3IN6b Interactions 3 21-24 M. PLAIN 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

2G3TX4 Nouveau Taxi ! 2 1-8 M. PIQUET 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

総合フランス語  Français général 

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

2A1KP1 会話プラス（少人数制） M. DE SOLA 火 12h00-12h50 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

会話   Conversation  

ごく基礎的な会話練習を行います。簡単な単語、言い回
しを使ってコミュニケーション力をつけましょう。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　M. DE SOLA

基礎文法   Grammaire  

3学期に渡って勉強する直接話法・間接話法 « discours 
direct et indirect » の3学期目。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 

音声資料を用い、フランス語をよりよく発音をするため
の練習を行いながら、正しい音が出せるよう導いていき
ます。併せて聞き取り力の向上も図ります。自然できれ
いな発音をしっかりと身につけるとともに、聞き取りの
レベルアップも図りましょう！

▲

2A2PC　M. PIQUET 

補足強化 （A2-）  Approfondissement linguistique

料理とガストロノミーのためのフランス語
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。
今学期はワインショップについて学習します。
使用教科書：Rue MOUFFETARD （Editions CIDEB）

▲

2T2MF8　Mme VALLIENNE

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

2T2MF8 料理とガストロノミーのための
フランス語 Mme VALLIENNE 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

テーマ別 （A2-）  Cours thématiques
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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

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　担当講師は下記参照

フランス語の強化アトリエ    Pratiques au niveau A2

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こ
とを目指します。今学期は、読解、聞き取り、文法（現在・
過去・未来形の動詞活用、ディクテ、形容詞の一致、関係
代名詞）、発音、口頭表現（日常生活についての質問に答
える）、語彙（趣味、仕事、料理など）を学びます。受講生
から希望があればその他のテーマも扱います。DELF A2
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

基本文法   Grammaire

今学期から2学期に渡って受動態・能動態 « voix passive 
et voix active » を学習します。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。

▲

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3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：時制（過去形と未来形）、関係代名詞。

▲

2A2GR2b　Mme TOKIWA　

楽しく学ぼう“フランス語動詞活用” 基礎編パート1  
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。今学期は1学期目です。

▲

2A2VB　M. SHIBATA

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

2A1KP2a 会話プラス（少人数制） M. DE SOLA 金 12h00-12h50 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

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

2A2VB 楽しく学ぼうフランス語動詞活用
基礎編パート1 M. SHIBATA 日 13h30-15h20 20h ￥35,000

補足強化 （A2＋）  Approfondissement linguistique 

モード界のフランス語   Parlons Mode

ファッション界を常に牽引してきたフランスは、モード
を語る上では絶対に外せない国の一つで、現在に至るま
でこの世界を目指す人たちの憧れの地でもあります。フ
ランス語を使っていずれ業界で働きたい、すでに働いて
いる方、ファッションに興味がある方、最新の教材を用
いてフランス語でファッションの世界や専門用語を学
ぶことでますます興味が深まり、更に新たな発見がある
でしょう！今学期は2学期目です。
使用教科書：Parlons Mode （CLE Intrenational）

▲

2T1PM     M. LEMOINE

フランス語圏の世界   La francophonie 

全世界でフランス語を話す国はいくつあるかご存知です
か？ヨーロッパのみならずアフリカからアンティル諸島
を通り太平洋の国まで、フランス語を公用語や準公用語
としている国や話者は驚くほどたくさん存在します。そ
れらの国々の文化を通して、フランス語について再発見
しながら、フランス語圏の世界を巡りましょう！

▲

2T2FR     Mlle HEURÉ　  

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

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

知られざる世界遺産 
Patrimoines de l'UNESCO en France et dans les pays 
francophonies

ユネスコの世界遺産に登録されているフランス・フランス
語圏そしてアジアや南米などの有形・無形文化遺産を、歴
史や文化など、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世
界の遺産を発見しましょう！

▲

2T2UN　Mlle HEURÉ 

テーマ別 （A2＋）  Cours thématiques

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
2T1PM モード界のフランス語 M. LEMOINE 土 12h00-13h20 15h ￥27,000

2T2FR フランス語圏の世界 Mlle HEURÉ 金 18h30-20h20 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 20h ￥35,000

2T2UN 知られざる世界遺産 Mlle HEURÉ 火 14h00-15h50 20h ￥35,000

印は今学期新設されたクラスです。
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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, Mlle HEURÉ

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　担当講師は下記参照

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   Pratiques au niveau B1  

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、聞き取り、
読解、文法（前置詞、冠詞、現在・過去・未来形の動詞活用、
一致）、ディクテ、口頭表現（社会問題についての自分の

意見をどのように説明し、プランを立てるか）、文章作成
（公式な手紙、短い記事を書く）を学びます。受講生から
希望があればその他のテーマも扱います。DELF B1受験
準備にもお勧めします。

▲

3A2AF　M. PELISSERO 

B1レベルアップ
Approfondissement et pratiques au niveau B1

今まで学んできた事項をしっかり定着させ、口頭表現、
聞き取り、読解、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。語彙や文法についても学びなが
ら、DELF受験に必要不可欠な筆記・口頭表現力も身につ
け、フランス語で自由に表現できることを目指します。

▲
3A2AP　Mlle FURY

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　担当講師は下記参照

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　担当講師は下記参照

補足強化  Approfondissement linguistique

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,  
Mlle HEURÉ 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

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

3A2AP B1レベルアップ Mlle FURY 水 19h00-20h50 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

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。  

アルタ・エゴ＋3   Alter ego +3

Alter ego +3は、Alter ego 3の改訂版でテキストが完全に
アップデートされた最新教材です。バリエーションに富
んだテーマ、充実した練習問題、生きた音声教材や最新
のテキストを通して、文法、聞き取り、筆記・口頭表現を
総合的かつ実践的に身につけます。ヌーボータクシー！
2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。

アルタ・エゴ3   Alter ego 3

日常のコミュニケーションの場面を通して、文法、聞き
取り、筆記・口頭表現を総合的に身につけます。バリエー
ションに富んだテーマを扱い、状況に応じた表現力を高

めることを目指します。ヌーボータクシー！2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。　

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。

トーテム3   Totem 3

最新の内容が満載されたテキストとDVD教材を用い、
フランスの過去・現在の文化（文学、歴史、映画、広告、テ
レビ、インターネットなど）から政治・経済、社会問題ま
でを通して、文法、聞き取り、筆記・口頭表現をバランス
よく学んでいきます。DELF試験の準備にも役立ちます。
Nouvel Edito B1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。

B1中級 INTERMÉDIAIRE

総合フランス語  Français général 

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. PASCAL 木 18h30-21h20 30h ￥50,900

3G3TX1b Nouveau Taxi ! 2 9-16 M. LETT 土 16h30-19h20 30h ￥50,900

3G3TX2 Nouveau Taxi ! 2 16-24 Mme UZAWA 金 13h30-16h20 30h ￥50,900

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

3G3TX4 Nouveau Taxi ! 2 31-36 Mlle HOJLO 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TX5 Nouveau Taxi ! 2 32-36 M. LAVIGNASSE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3AE1 Alter ego +3 1 Mme UZAWA 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3AE2a Alter ego +3 2 M. RIVEAU 火 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3AE2b Alter ego +3 2 M. PIQUET 水 18h30-21h20 30h ￥50,900

3G3AE3a Alter ego 3 3 Mme BERDER-TOMOTSUGU 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3AE3b Alter ego 3 3 M. PIRIOU 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3ED5 Nouvel Edito B1 5 M. PASCAL 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

3G3ED7 Nouvel Edito B1 7 Mme MONTEYNE 日 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3ED9 Nouvel Edito B1 9 M. PASCAL 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

3G3TM2 Totem 3 2 M. LETT 土 13h30-16h20 30h ￥50,900
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フランスの著名人の素顔   
Figures célèbres de la société française

映画、文学、芸術やスポーツそれに政治の世界に名を残
すフランスが誇るスターや著名人を毎週1人取り上げ、
その人物像に迫ります。彼らが時代に残した足跡や知ら
れざる側面などを音声資料や記事を通して学び、その
後、分析・討論を行います。今学期は、シャルル・ド・ゴー
ル、コレット、ブリジット・バルドー、ラヴェル、ピエー
ル＝ジル・ド・ジェンヌなど多彩な顔ぶれの著名人を取
り上げます。

▲

3T2FC　M. LETT 　

フランスが誇る一流の世界   Le luxe à la française

今学期は、すでに有名なジャン＝ポール・エヴァン、ピ
エール・エルメ、まだあまり知られていないセバスチャ
ン・ゴダール、アルノー・ラエールら、パティシエとショ
コラティエの世界を学びます。彼らが作り出す洗練され
た美しいお菓子やチョコレートの世界、辿ってきた道の
り、またパティスリーやショコラトリーの歴史について
探っていきます。甘くておいしい世界を召し上がれ！

▲

3T2LX 　M. PIQUET　

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   À 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
はプロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュール地域圏を
扱います。

▲

3T2RG　M. LETT

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。

▲

3T2VO     M. DE SOLA

テーマ別  Cours thématiques

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  

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 仏作文は添削します。また、文化的・歴史的背景等は
視聴覚資料で解説します。なお、www.birdcompany.jpに
さらに詳しい説明があります。
注意：2月1日、2月29日を除く8回授業。

▲

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「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。
注意：1月23日、2月6日、2月20日を除く7回授業。

▲

3A2GRb　M. HORI

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

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。2014年にノーベル文学賞を受賞した
Patrick Modianoの作品「Voyage de noces」の後半88ペー
ジから最後まで読み進めます。自分自身の失踪劇から自
分の過去の記憶を探る男の物語。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：Patrick Modiano (Prix Nobel de Littérature 
2014): Voyage de noces (éditions Gallimard, collection Folio)

▲

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

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
3A2EV フランス語で言ってみよう！ M. DE SOLA 土 13h30-15h20 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. HORI 土 10h00-11h50 14h ￥24,500

3A2JM 使いながら身につける語彙力 Mme LE CALVÉ 火 13h30-15h20 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

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
3T2FC フランスの著名人の素顔 M. LETT 月 18h30-20h20 20h ￥35,000

3T2LX フランスが誇る一流の世界 M. PIQUET 木 19h00-20h50 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

3T2VO 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。
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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     M. PIRIOU

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 M. PIRIOU 土 12h00-13h20 15h ￥27,000

実務フランス語  Français professionnel 

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

3I2TR 翻訳入門 Mme LEMAITRE 土 10h00-11h50 20h ￥35,000

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　 

資格試験準備  Préparation examens　 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

アルタ・エゴ4   Alter ego 4     

フランスの日常や社会についての様々なテーマについ
て学びながら、文法、語彙、コミュニケーション能力、聞
き取り、読解、口頭・筆記表現などを総合的かつ実践的に
バランスよくフランス語を学んでいきます。今学期は、
フランスの教育、海外での学業、自身の海外での経験を
話す、旅行の役割・興味について議論する、について学習
します。また、発表をするためのテクニック、自分の観
点を詳細に説明する、興味あるいは無関心さの表現方法
などについても学びます。B1レベルを終了したばかり、
あるいはNouvel Edito B1終了程度の方にお勧めします。
Nouvel Edito B2に進む前にも最適です。

▲

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。今
学期は、9課は幸せになる健康の見つけ方、10課はフラン
ス語とは、について学習します。

▲

下記の一覧表をご覧下さい。

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。Nouvel Edito B2終了程度の方にお勧
めします。今学期は、4課はアンケートや報告書の作成に
ついて、8課は社会問題に参加する、について学習します。

▲

下記の一覧表をご覧下さい。

アルタ・エゴ＋4   Alter ego +4    

Alter ego +4は、Alter ego 4の改訂版でテキストが完全に
アップデートされた最新教材です。バリエーションに富
んだテーマ、充実した練習問題、生きた音声教材や最新
のテキストを通して、文法、聞き取り、筆記・口頭表現を
総合的かつ実践的に身につけます。今学期は、1課は自
分自身について話す、2課は健康について学習します。
4G3AE1、2は、Version originale 4終了程度の方、4G4AE2
は、Nouvel Edito B1終了程度の方にお勧めします。

▲
下記の一覧表をご覧下さい。

総合フランス語  Français général

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
4G3AE4 Alter ego 4 4 M. BERTHET 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3ED9 Nouvel Edito B2 9 Mme LE CALVÉ 水 13h00-15h50 30h ￥50,900

4G3ED10 Nouvel Edito B2 10 M. LEYMARIE 日 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3VO4a Version originale 4 4 Mme LE CALVÉ 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3VO4b Version originale 4 4 M. ROUSSEL 土 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3VO8 Version originale 4 8 Mlle HOJLO 火 10h00-12h50 30h ￥50,900

4G3AE1 Alter ego + 4 1 Mme LE CALVÉ 土 13h30-16h20 30h ￥50,900

4G3AE2 Alter ego + 4 2 M. RIVEAU 水 13h30-16h20 30h ￥50,900

4G4AE2 Alter ego + 4 2 M. PIRIOU, 
Mme BERDER-TOMOTSUGU 火・金 10h00-11h50 40h ￥64,300
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補足強化  Approfondissement linguistique

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、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

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。

▲

4A2DB　M. PLAIN

文法と作文   Études 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。
注意：1月23日、2月6日、2月20日を除く7回授業。

▲

4A1GR　M. HORI

文章の書き方   Écriture créative

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：食べ物

▲

4A2AE    Mme LEMAITRE

フランス語の強化アトリエ   Pratiques au niveau B2

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、
文章作成（文章の組み立て、レポート）、聞き取り・口頭表
現（音声資料を聞き要約をする、社会問題についてのエ
クスポゼ）、文法（ディクテ、複文、複合関係代名詞、前置
詞、過去分詞の一致）、読解を学びます。受講生から希望
があればその他のテーマも扱います。DELF B2受験準備
にもお勧めします。

▲

4A2AF    M. PELISSERO  

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
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

4A2VF フランス人のライフスタイル Mme VALLIENNE 土 10h00-11h50 20h ￥35,000

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. HORI 土 12h00-13h20 10,5h ￥18,900

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

4A2DB ディベート ： 世界はどこへ M. PLAIN 土 13h30-15h20 20h ￥35,000

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

フランス人のライフスタイル
L’art de vivre à la française 

毎回1つのテーマについて皆で自由に話しながら、表現
力と理解力を高め、voyage virtuelを楽しみましょう！ビ
デオとスクリプトを使いながらフランス人の日常生活
や文化についてユニークな視点で探っていきます。

▲

4A2VF　Mme VALLIENNE

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

最新のアートシーンを探る  Quoi de neuf dans l’art ?

芸術関連の記事やニュースを用いて、2週間ごとに異な
るテーマを扱い、東京とフランスの芸術界の最新の話題
を取り上げます。新しい視点から西洋美術史を見出すと
ともに、様々なアプローチやディスカッションを通し
て、筆記・口頭表現力のアップも図ります。今学期は「恋
するフラゴナール」展（リュクサンブール美術館・パリ）、
「エミール・ガレ」展（庭園美術館＆オルセー美術館）、「ピ
カソ・マニア」展（グラン・パレ）などを取り上げます。

▲

4T2AA    Mme LEMAITRE

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、les 
grands modernes: Marcel Duchamp et Pablo Picasso avec 
Alain Jaubert （DVD, collection Palette）を取り上げます。

▲

4T2HA　Mme LEMAITRE 

テーマ別  Cours thématiques

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 最新のアートシーンを探る Mme LEMAITRE 木 10h00-11h50 20h ￥35,000

4T2AAb 最新のアートシーンを探る Mme LEMAITRE 木 19h00-20h50 20h ￥35,000

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



29アンスティチュ・フランセ東京28 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

B
2 上
級

AVAVC
É

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 18h ￥31,500

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

今学期の作品：«Trois souvenirs de ma jeunesse », de 
Arnaud Desplechin (2015年), avec Mathieu Amalric, 
Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet...
外交官で人類学者のポールは北フランスのルベという町
で過ごした子どもの頃の思い出を思い返す。母親、友達…
そして、若き日の初恋の相手、エステルの思い出を…。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

アトリエ・カルチャー   
Regards sur la culture française et européenne

今学期のテーマ：山頂への道
冬の山々はフランス人のヴァカンス客や観光客で賑わい
ます。レジャー、探検、冬の味覚は、雪山で過ごす人々や
観光客を引きつける切り札となります。今学期は、ピレ
ネー、ヴォージュ、アルプス、ジュラ地方それぞれの特徴
的な姿を学びながら、冬の山岳地帯を巡りましょう。

▲

4T2HIa　Mme LE CALVÉ

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 : 
Les Habsbourg et les abbayes royales

主にユネスコの世界遺産として登録されているドナウ
川流域にある王室の修道院、クロスターノイブルク、
メルク、ゲトヴァイヒ、そしてハイリゲンクロイツは、
ウィーンのハプスブルグ帝国の歴史において根源的な
役割を果たしてきました。ドナウ川地域における中世の
文化の中心、キリスト教の浸透の場として、30年戦争後、

地域のキリスト教の奪還の拠点となりました。マリア・
テレジアの庇護の下にあった修道院の存在は、マリー・
アントワネットが若き時代のウィーン宮廷の敬虔な雰
囲気の全てを物語っているのです。
注意：1月10日から5回授業。

▲

4T2HIb　M. DESPREZ 

今週の1枚 - イメージを語ろう   1 semaine 1 image

絵画、写真、広告などのイメージをより具体的に理解した
いと思いませんか？そこに広がるイメージの世界を分析
しながらフランス語を学びます。毎週、よく知られたも
のやスポットの当たった1枚を選び、その作品に潜む背
景、歴史、構成、演出などを分析しつつ読み解いていきま
す。美術館や写真集などで作品を見る時に役立つ、分析力
や理解を助ける鍵を見つけ、また批評する視線を養いま
しょう。フランス語の語学試験対策にも役立ちます。

▲

4T2IM     M. RIVEAU 　

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 : Du côté de chez Swann, Première 
partie, “Combray”, 1913. Gallimard, Folio classique, ISBN : 
9782-70379248.
時と記憶への探求、芸術と現実との対峙、子どもと大人が
交差する眼差し、第一次大戦の悲劇に翻弄されつつある
ベル・エポック時代の社会の高まり…今学期は、1908年に
書き始められ、世界的な文学作品である「失われた時を求
めて」の中から「スワン家の方へ」を取り上げます。プルー
ストの世界をより身近にするために、テキストや写真な
どを用いて時代を追いながら読み解いていきます。
注意：1月7日から5回授業。

▲

4T2LIa　M. DESPREZ 

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

4I1AT 翻訳 M. LE BOIS 金 12h00-13h20 15h ￥27,000

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

翻訳   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 通訳・翻訳  Interprétation - Traduction

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
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

4T2HIa アトリエ・カルチャー Mme LE CALVÉ 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 10h ￥19,500

4T2IM 今週の1枚 - イメージを語ろう M. RIVEAU 火 19h00-20h50 20h ￥35,000

4T2LIa フランス文学探訪 M. DESPREZ 木 10h00-11h50 10h ￥19,500

印は今学期新設されたクラスです。

現代フランス文学
Littérature contemporaine :  
Au bonheur des dames, d’Émile ZOLA

使用する本 ：Émile ZOLA, Au bonheur des dames, collection 
Folioplus Classiques, 2012. (Texte intégral + dossier de 
Marie Wisniewski.) 
今学期は、第三共和制下に誕生・発展し、現在も最先端の
百貨店としてパリに存在するボン・マルシェをモデルと

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 18h ￥31,500

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。
注意：3月10日までの9回授業。

▲

4P2CP　Mlle CLOOSE

実務フランス語  Français professionnel

したゾラの作品「ボヌール・デ・ダム百貨店」を取り上げ
ます。この作品は消費社会を描いただけでなく、支配人
や従業員の姿や人間模様を生き生きと描いた群像劇で
もあります。現代の百貨店と比べながら考察し読み進め
ていきましょう。
注意：3月4日までの9回授業。

▲

4T2LIb    M. REBOLLAR 
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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。今学
期は、フランス語とは、について学習します。

▲

5G2ED10　Mme DUPEYRON

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
5G2ED10 Nouvel Edito B2 Mme DUPEYRON 火 13h30-15h50 25h ￥43,750

総合フランス語  Français général 

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

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

ディベート  
Grands débats de la société contemporaine  

毎週、最新の新聞、雑誌の記事や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

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

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、更にそ
の内情を垣間みていきます。また、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　

テーマ別  Cours thématiques クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
5T2JC ユダヤ-キリスト教文明入門 M. DESPREZ 木 17h00-18h50 10h ￥19,500

5T2LI 文学 ： フランス文学の傑作を読む M. DESPREZ 日 10h00-11h50 10h ￥19,500

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、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、
古代宗教比較論的そして美術史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。
注意：1月7日から5回授業。

▲

5T2JC　M. DESPREZ

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

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.3 (Livres XXV 
à XXXIII), ISBN : 9782253160892. 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で、現在も話題に上がり愛
読されている傑作を取り上げます。今学期は、ロンドン
で大使となったシャトーブリアン、ルイ18世の死、シャ
ルル10世の即位、ブルボン王朝の最後などについて取
り上げます。図像を多く集めた資料を用い、格式高いフ
ランス語を発見するだけでなく、文学作品の分析におい
て重要な要素を身近なものにできるでしょう。
注意：1月10日から5回授業。

▲

5T2LI　M. DESPREZ

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

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 15h30-17h20 20h ￥35,000

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

文化的・ 歴史的背景等を視聴覚資料で解説しつつ、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。なお、
www.birdcompany.jpにさらに詳しい説明があります。
注意： 5A2FKaは、2月1日、2月29日を除く8回授業。
 5A2FKbは、2月5日、3月11日を除く8回授業。

▲

5A2FK　M. TANAKA　 

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

資格試験準備  Préparation examens 通訳・翻訳  Interprétation – Traduction

印は今学期新設されたクラスです。
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C2 マスター MAÎTRISE

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。今学期も引き続き、 Romain GARY : Lady L. 
(Gallimard, folio)に挑戦します。ロマン・ガリの数々の小
説のうちでも格別「ロマネスク」なこの小説は、しばしば
「軽い」、さらには「表面的だ」などと評されますが、本作
品のテクストを多少とも注意深く読みさえすれば、誰も
が納得して、事実はむしろその正反対であると判断する
でしょう。

注意：1月23日、2月6日、2月20日を除く7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：1月9日から8回授業。

▲

6I2TS    Mlle FUKUZAKI

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 14h ￥24,500

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

通訳・翻訳  Interprétation - Traduction

ラテン語：入門  Latin : niveau 1 (Initiation) 

ラテン語入門・初級学習者対象クラス。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。
注意：2月13日までの6回授業。

▲

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。
注意：2月13日までの6回授業。

▲

7A2LA2    M. GROISARD

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

Suétone, Vie des douze Césars, livre I à VI, Les Belles 
Lettres, collection Budé
古代ローマの歴史の創世を描いたテキストを一つを取
り上げ、翻訳、文学や歴史の解説、語源学、古代ローマ文
明を通して学びます。
注意：1月23日から8回授業。

▲

7A1LA3    Mme URSCHEL

ギリシャ語：中級  Études grecques : niveau 2

L’Apologie de Socrate, de Platon, collection classiques en 
poche bilingue, Belles lettres
プラトンが著した作品に出てくる最も著名な人物のひ
とりソクラテスを取り上げ、著作を読みながら翻訳、歴
史や哲学の解説、語源学、教育的な概念を通して学びま
す。
注意：1月23日から8回授業。

▲

7A1GC    Mme URSCHEL

古典語 LANGUES ANCIENNES

フランスのユーモア    
Découverte de l’humour français

フランスの映画やテレビを見ていて、どうしてここで笑
うの？何がおかしいの？と疑問に思ったことはありま
せんか？それなら、一緒にフランスのユーモアの歴史
の旅に出発しましょう！ 17世紀の文学から現在のイン

全レベル対象 TOUS NIVEAUX

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
7T2HM フランスのユーモア M. ROCHET 金 18h30-20h20 20h ￥35,000

ターネット・シリーズのコメディーまで、色々な作品を
読んだり見たりしながら、フランス人の笑うツボを理解
すれば、フランス人と同じタイミングで笑えるかも！？

▲

7T2HM   M. ROCHET

アトリエ ATELIERS

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
7T2TC TCF対策 M. PELISSERO 木 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）
7T2A1 DELF-DALF対策 ： A1 M. PELISSERO 木 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）
7T2A2 DELF-DALF対策 ： A2 M. PELISSERO 木 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）
7T2B1 DELF-DALF対策 ： B1 M. PELISSERO 水 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）

7T2B2a DELF-DALF対策 ： B2 （口頭） M. PELISSERO 金 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）
7T2B2b DELF-DALF対策 ： B2 （筆記） M. PELISSERO 水 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）
7T2PR DELF対策 ： Prim M. PELISSERO 金 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）

印は今学期新設されたクラスです。

TCF試験対策  Atelier TCF 

TCFの必須試験に特化したこのアトリエでは、TCF試験とは何か、レベルの構成といった基本情報から、
問題を分析し、答えを早く導くための能力向上などのテクニックを、試験と同じ状況を模して、練習し
ながら学んでいきます。次回の試験に向けて、レベルアップを目指しましょう！ 15名限定。5名以上で
開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、1月28日（木）となります。
実施日：2月4日（木）　

▲

7T2TC　M. PELISSERO 

DELF-DALFを合格するために独学で勉強をするのは容易ではありません。この冬の間に、春季DELF-
DALF合格を目指して、短時間で集中的に合格に必要なテクニックを実践的に学びましょう！15名限定。
5名以上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、実施日の7日前となります。
なお、DALF-C1レベル（口答試験対策）は4月8日（金）、DALF-C1レベル（筆記試験対策）は4月15日（金）、DALF-C2レベル（口答試験対策）は4
月22日（金）、DALF-C2レベル（筆記試験対策）は5月13日（金）に行います。4月・5月実施のアトリエのご登録は3月初旬からとなります。
実施日：
2月18日（木）：DELF-A1レベル 3月   4日（金）：DELF-B2レベル（口頭試験対策）
2月25日（木）：DELF-A2レベル 3月   9日（水）：DELF-B2レベル（筆記試験対策）
3月   2日（水）：DELF-B1レベル 3月11日（金）：DELF-Prim（小学生対象）

▲

下記の一覧表をご覧ください。　

DELF-DALF対策  Atelier DELF-DALF  

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 12h ￥21,000

7A2LA2 ラテン語：中級 M. GROISARD 土 14h00-15h50 12h ￥21,000

7A1LA3 ラテン語：上級 Mme URSCHEL 土 10h00-10h50 8h ￥15,600

7A1GC ギリシャ語：中級 Mme URSCHEL 土 11h00-11h50 8h ￥15,600
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身近な存在のスマートフォンを使い、撮影やフレーミング、光の調整の仕方など、最高の一枚が撮れるようプロの写
真家からテクニックを学びながら写真の腕をあげましょう！スマートフォンを片手に、アンスティチュ周辺のフォト
ジェニックな場所で撮影を行い、その後、教室で撮影した写真を批評しあいます。授業はフランス語で行います。B1レ
ベル以上対象。全3回15名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、1月21日（木）までとなります。
ご持参いただくもの：スマートフォン
ご注意：スマートフォン、付属品などに故障、破損等が生じても、弊館では責任は負いかねますので、あらかじめご了承
ください。
実施日：1月28日（木）、2月18日（木）、3月10日（木）

▲

7T2PH     M. RIVEAU

スマートフォンのためのアトリエ・フォト
Atelier photo pour smartphone

フランスの歴史を時代を追って学びます。B1レベル以上対象。各回15名限定。各回5名以上で開講。聴講はお受けで
きません。ご登録の締切は、毎回実施日の7日前（木曜日）となります。だたし、1月7日の回のみ、2015年12月23日（水・
祝）締切となります。
実施日：1月  7日（木）： Les premiers capétiens, une dynastie qui dura mille ans

1月21日（木）： Les châteaux-forts, mode de vie des Français au Moyen-âge
2月  4日（木）： La guerre de cent ans, Jeanne d’Arc emblème de détermination
2月18日（木）： La Renaissance, Léonard de Vinci, évolution de l’art et de l’architecture
3月  3日（木）：  Les guerres de religion, la France divisée
3月17日（木）： Histoire de Paris, à travers ses quartiers et ses anecdotes

▲

7T2HI　Mme RAMET　

フランスの文化と歴史  Culture et Histoire de France 

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
7T2FK 仏検2次試験対策 Mme LE CALVÉ 木/金 10h00-12h00 2h ￥4,000（1回）
7T2FRa フランスのチーズを楽しむ Mme KUBOKI 日 13h30-15h30 2h ￥4,000（1回）
7T2FRb フランスのチーズを楽しむ Mme KUBOKI 月 18h00-20h00 2h ￥4,000（1回）
7T2GP ゆっくりのパリ - 四季の冒険旅行ガイド  Mme ISHIZAWA 水 14h00-16h00 2h ￥4,000（1回）
7T2PH スマートフォンのためのアトリエ・フォト M. RIVEAU 木 10h00-12h00 6h ￥12,000（全3回）
7T2HI フランスの文化と歴史 Mme RAMET 木 14h00-16h00 2h ￥4,000（1回）

7T2AN Art de vivreで学ぶ
フランス・アンティークの世界と鑑定 Mme KAWAI 木 14h30-16h30 10h ￥19,500（全5回）

7T2FM 20世紀における女性の地位の変遷 Mme CANEVET 火 14h00-16h00 2h ￥4,000（1回）

印は今学期新設されたクラスです。

20世紀、女性たちは自分らしく生きるための術を手に入れました。特筆すべきテーマを通して、現代フランス社会にお
いて彼女たちが手にした影響を考察していきましょう。フランスの女性たちが残した足跡や今日の女性が得た地位に
ついても学びます。A2＋レベル以上対象。各回15名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、毎
回実施日の7日前（火曜日）となります。
実施日：1月26日（火）：La vie politique: droit de vote, représentation, droits et responsabilités...

2月16日（火）：La famille: maternité, contraception, mariages et droits sociaux...
3月15日（火）：Le travail : vie économique, production, éducation, formation, salaires...

▲

7T2FM　Mme CANEVET　

20世紀における女性の地位の変遷
L’évolution de la condition de la femme au XXè siècle

フランスでの豊富な生活体験を通し、フランス語を交えてお話しします。3月のチーズ検定（comrade of cheese）合格
を目指します。3月は講座終了後チーズ検定を実施致します（受講料に受験料は含まれません。チーズ検定の詳細は
講師にお尋ねください。）各回ともチー ズの試食あり。各回15名限定。ただし、3月6日（日）のみ20名限定。各回5名以
上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、毎回実施日の7日前（日曜日/月曜日）となります。
1月のテーマ：フランスチーズとチーズの歴史、2月のテーマ：フランスの特色ある各地方のチーズ、3月のテーマ：他
国のチーズと飲み物や食材との組み合わせ
実施日：7T2FRa：1月17日（日）、2月7日（日）、3月6日（日）

7T2FRb：1月18日（月）、2月8日（月）

▲

7T2FR　Mme KUBOKI

フランスのチーズを楽しむ    Art de vivre et fromages de France

冬学期は実際の西洋アンティーク・オークション下見会などを見学し、実際のアンティークに触れることにより、テー
ブルウェアからガレやドームの美術品に至るまで、フランス・アンティークの深層部分に迫ります。本講座は、「アン
ティーク検定」2級以上における、受験免除科目対象講座です。授業は日本語で行いますので、どなたでも受講可能で
す。同時にアンティークの世界で必要な専門用語をフランス語で学ぶこともできます。全5回15名限定。5名以上で開講。
聴講はお受けできません。ご登録の締切は、1月14日（木）となります。
注意：第2回は課外授業ですので、初回は欠席されないようお願いします。
実施日：1月21日（木）： 西洋アンティークのオークション入門～ガレ、ドーム、ラリック～

1月28日（木）： 毎日オークション「西洋装飾美術」プレビュー見学 
（於毎日オークション会場、協力：株式会社毎日オークション）

2月18日（木）： フランス地方のファイアンス窯（ジアン、カンペール、サルグミーヌetc.）
3月    3日（木）： バカラ、サン・ルイに見る、アンティーク・ガラスの魅力
3月17日（木）： クリストフルとピュイフォルカ、フランス銀器の王者たち

▲

7T2AN　Mme KAWAI  

Art de vivreで学ぶフランス・アンティークの世界と鑑定
（「アンティーク検定」対策準備講座）  Initiation à l’expertise des antiquités françaises ~art de vivre~

このアトリエでは、仏検の2次試験受験者が直前に確認しておいたほうが良い点を体系的に学びながら解説します。
過去問題を用い、趣味、自分の意見や見解を的確に、要領よく表現できるよう、また語彙や文法についても留意しな
がら、迫る2次試験に向けて準備をしましょう。各回15名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。このアト
リエは、各回異なる内容を扱いますので、1回のみまたは2回連続での受講が可能です。ご登録の締切は、毎回実施日
の7日前（木曜日/金曜日）となります。
実施日：7T2FKa（2級レベル）は、1月14日（木）、1月21日（木）

7T2FKb（準 1級レベル）は、1月15日（金）、1月22日（金）

▲

7T2FK　Mme LE CALVÉ

仏検（フランス語技能検定試験）2次試験対策    Atelier DAPF

アートからグルメまで、底知れぬ魅力をたたえるパリのスぺシャリストを目指す
アトリエです。ジャーナリストとしてパリに暮らした経験を持ち、20年来、パリと
日本を頻繁に行き来する講師と一緒にパリの歴史的名所から最新スポットまで、
冒険旅行するように巡りましょう。このアトリエは、観光に役立つフランス語を交
えながら進めます。各回15名限定。各回5名以上で開講。聴講はお受けできません。
ご登録の締切は、毎回実施日の7日前（水曜日）となります。3回連続でご登録の方
には、授業で用いるプティ・セナクル監修のパリガイド小冊子を差し上げます。
実施日：1月20日（水）：パラスホテルで過ごす冬のパリ

2月  3日（水）：チョコレート好きに贈る、パリのチョコレート新事情
3月  2日（水）：パリ・黄金の三角地帯―オートクチュールを支える手しごと 

（三菱一号館美術館「パリ・オートクチュール展」を楽しむためのプレ講座）

▲

7T2GP    Mme ISHIZAWA 　

ゆっくりのパリ - 四季の冒険旅行ガイド 
Guide de Paris, comme des vacances
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日本の季節や風習を題材に、お互いの文化をフランス語と日本語で話しあいながら、それぞれが選んだ文字を練習しま
す。授業は日本語とフランス語で行います。各回10名限定。5名以上で開講。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。）ご登録の締切は、
実施日の7日前（火曜日）となります。
実施日 ： 2月9日（火）、3月8日（火）
Cet atelier s’adresse à tous les amateurs de calligraphie, débutants ou plus expérimentés. On peut se familiariser 
avec l’écriture et la culture japonaise. Cet atelier se donne en français et  japonais. Chacun peut apporter son 
matériel ; le pinceau et la pierre à encre peuvent être prêtés sur place et le papier et l’encre achetés sur place (300 
yens), veuillez payer les frais de matériel directement au professeur. Inscription et règlement à l’accueil de l’Institut 
au plus tard de mercredi de la semaine précédente. 10 places disponibles. Ouverture de l’atelier à partir de 5 
participants.
2 sessions : les mardis  9 février et 8 mars.▲

7T1SH     Mme MATSUI

アトリエ書道    Atelier Shodo – Calligraphie japonaise  

フランスには各地方に独特の食文化やワイン、文化があります。このアトリエでは、毎回1つの地方やワインなどを取
り上げ、地方によって違う食文化を目と舌で味わいます。教室内で、テイスティング、食文化やその地方についての理
解を深めた後、界隈のフレンチレストランに移動し、テーマに合わせ特別にご用意するディナーを楽しみます。このア
トリエは、フランス語で行いますが通訳がつきますので、フランス語が初めての方、入門・初級レベルの方でもご参加い
ただけます。12名以上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、実施日の8日前（金曜日）となります。受講料
には、ディナー代も含まれます。ただし、アトリエのみのご登録はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
今学期のテーマ：1月30日（土）：ラングドックとカタリ城

2月12日（土）：ローヌ地方と法王のワイン

▲

7T4VI　Mme VALLIENNE　

フランス文化とグルメのアトリエ  L’atelier culturel et gourmand

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。各回10名限定。各回5名以上で開講。お花代（別途）
が各回1200円かかります。お花代は、受講時に講師に直接お支払をお願いします。ご登録の締切は、実施日8日前（木曜
日）となります。
実施日：1月22日（金）、2月19日（金）、3月11日（金）
Découvrez l’Ikebana, art créatif de composition florale aux racines ancestrales. Inscription et règlement à l’accueil 
de l’Institut au plus tard  le jeudi de la semaine précédente. 10 places disponibles. Ouverture de l’atelier à partir de 5 
participants. Les frais de fleurs (1200 yens/séance) ne sont pas inclus. Lors de chaque séance, veuillez payer les frais de 
fleurs directement au professeur.
3 séances : les vendredis 22 janvier, 19 février et 11 mars.▲

7T2IK　Mme ROUSSEL Hitomi Ryuka

アトリエ・いけばな     Atelier d’Ikebana - Art floral japonais

子どものためのクラス  COURS POUR ENFANTS

子どものためのフランス語    Cours de français pour les enfants

6～ 10歳対象クラス。子ども向けの教科書を使用し、マリオネットなどを
使い、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。新
しい文化や世界を発見できるでしょう。フランス人、日本人の講師が交代
で授業を行います。今学期は4学期目となります。
使用教科書：Les Loustics （レ・ルスティック）
開講期間：1月9日（土）～ 3月12日（土）の毎週土曜日。全10回。

▲

1A1EF     Mlle HEURÉ, Mme NAKAMURA

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

1A1EF 子どもためのフランス語 Mlle HEURÉ, 
Mme NAKAMURA 土 15h30-16h20 10h ￥19,500

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料
7T1AR アトリエ・アロマテラピー Mme NAKAMURA 水 14h00-15h30 1,5h ￥3,000（1回）

7T4VI フランス文化とグルメのアトリエ Mme VALLIENNE 土 16h30-20h30 4h ￥9,900（1回、会員）、
￥10,900（1回、非会員）

7T1SH アトリエ書道 Mme MATSUI 火 14h00-15h30 1,5h ￥3,000（1回）
7T2IK アトリエ・いけばな Mme ROUSSEL 金 14h00-16h00 2h ￥3,600（1回）
7T1BD バンド・デシネのアトリエ M. DEVAIVRE 日 10h30-12h00 1,5h ￥3,000（1回）

印は今学期新設されたクラスです。

10歳以上の子供から大人まで楽しめるバンド・デシネ（漫画）のアトリエ。漫画家アンドレ・ドヴェーブル（http://devaivre.
net）が、初めの一歩をお手伝いします。簡単なモチーフを実際に描きながら、漫画の世界への扉を開きましょう。授業は
フランス語で行いますが、必要があれば日本語でお答えします。各回15名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできませ
ん。ご登録の締切は、毎回実施日前の7日前（日曜日）までとなります。
実施日：1月17日（日）、2月7日（日）、3月6日（日）
Découvez la bande dessinée par des exercices simples et amusants. Ouvert aux adolescents à partir de 10 ans 
aux adultes. Animé par André Devaivre (http://devaivre.net), dessinateur. Cet atelier se donne en français, et 
le professeur vous répond en japonais, si nécessaire. Inscription et règlement à l’accueil de l’Institut au plus tard le 
dimanche précédent. 15 places disponibles. Ouverture de l’atelier à partir de 5 participants.
3 séances : les dimanches 17 janvier, 7 février et 6 mars.▲

7T2BD　M. DEVAIVRE

バンド・デシネのアトリエ    Atelier de bande dessinée

月に1度の水曜日午後は、アロマの香りでリラックス。冬のセッションは、風邪、冷え、元気を テーマにしたアロマの
レッスンを行います。自分だけのオリジナルプロダクトもお持ち帰りいただけます。各回、関連の精油1本をトピッ
クにゆっくりと知識を深めていきながら、心も体もヘルシーになれるアトリエです。アトリエはフランス語もしく
は日本語で行います。各回8名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。材料費（別途・各回800円）は受講時に
講師に直接お支払をお願いします。ご登録の締切は、実施日の7日前（水曜日）となります。
実施日：1月27日（水）：風邪対策、2月24日（水）：冷え対策、3月9日（水）：元気回復

▲

7T1AR　Mme NAKAMURA 　

アトリエ・アロマテラピー   Atelier d’aromathérapie française
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お話の時間    L'Heure du conte - Éveil linguistique

フランス語の童話を聞いて言葉、色、音、イメージ、もので遊びましょう。楽しみながら新しいお友達もできる特別な
50分間です。保護者同伴の4歳～10歳児対象（保護者の方もご参加いただけます）。
●児童1名・1回につき1,000円 – 定員各回16名　　●各回16時30分～17時30分
●チケットは各回開始15分前からアンスティチュ・フランセ東京受付で販売
●お問い合わせ＆ご予約：03-5206-2500
●実施日、担当講師 ：1月19日（火）、1月26日（火）、2月9日（火）、2月16日（火）、3月 1日（火） 、3月15日（火）

Mlle HEURÉ,  M. LAVIGNASSE, Mme CANEVET
*2月2日（火）は、ベルギー人の語り手M. Gaëtan PLEINによる読み聞かせ。

Les «petites oreilles» vont découvrir de nouveaux contes en français, jouer avec les mots, les couleurs, les sonorités, 
les images et les objets. Des instants privilégiés, ludiques et interactifs de rencontres et de plaisirs, ouvert aux 
enfants entre 4 et 10 ans, francophones ou non, accompagnés d’un parent.
●1,000 yens par enfant et par séance, groupe limité à 16 inscriptions       ●de 16h30 à 17h30
●Ticket à retirer à l’accueil 15 minutes avant la séance
● Information et réservation au 03-5206-2500
●Les dates et les enseignants :  les mardis  19 janvier, 26 janvier, 9 février, 26 février, 1er mars, 15 mars
 Mlle HEURÉ,  M. LAVIGNASSE, Mme CANEVET
 * le mardi 2 février, séance spéciale animée par M. Gaëtan PLEIN (conteur belge) 

「子どものためのクラス」の詳細はHPをご覧ください。
http://www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/enfants/

今学期の「読書クラブ」は、作家、劇作家にして映画作家のマルセル・パ
ニョルの作品を読み解いていきます。そして彼の生まれた場所であり、
また彼の作品には欠かすことのできないプロヴァンス地方についても
取り上げます。小説の抜粋を読み、意見を交換しながら本を読む楽しみ
を見つけ、パニョル作品の新たな魅力を探りましょう。授業はフランス
語で行います。B1レベル以上対象。各回15名限定。5名以上で開講。聴
講はお受けできません。ご登録の締切は、毎回実施日の7日前（月曜日）
となります。このアトリエは、メディアテークで行います。なお、月曜日
は書籍の貸出、コピーサービスはご利用いただけません。また、メディ
アテーク内での飲食はできませんのであらかじめご了承ください。
実施日：1月25日（月）、2月8日（月）、2月22日（月）、3月7日（月）

▲

7T2LC　Mme URSCHEL

読書クラブ    Le Club lecture

読書クラブ  LE CLUB LECTURE

クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 時間数 受講料

7T2LC 読書クラブ Mme URSCHEL 月 14h00-16h00 10h ¥15,000（4回）
¥4,000（1回）

「会話カフェ」でフランス語を話す楽しみを見つけませんか？フランス語を話す機会がない、授業だと緊張して言葉が
出てこない…通常の授業とは違う雰囲気の中、コーヒーを片手にリラックスしながらフランス語を話しているうちに、
いつの間にか自然とフランス語が口をついて出てくるようになるでしょう。まだ会話に慣れていない方も、そうでない
方もブラッシュアップにお勧めです！是非ご参加ください！各回15名限定。聴講はお受けできません。
■全レベル対象　担当講師  Mme CANEVET
実施日：2016年1月13日～ 3月16日の毎週水曜日。
時間：10h00-12h00

場所 ： アンスティチュ・フランセ東京　1階  ル・カフェ
参加料金 ： アンスティチュ・フランセ東京  会員（有効期限内に限る） …… 1,500円
 一般 …… 2,000円
なお、参加者は参加料金のほかに、飲食代として、ル・カフェでの飲食のご注文が必須となりますので、あらじめご了承
ください。飲食のご注文をされずに参加いただくことはご遠慮いただきますよう、お願いいたします。飲み物代、軽食代
は参加者のご負担となります。
受付にてご希望日のチケットをあらかじめご購入ください。満席になり次第、チケットの販売を終了いたします。チケッ
トの購入をもってお申し込みとさせていただきます。お電話やメールでのご予約はお受けできません。また、チケットの
払い戻しもお受けできませんのであらかじめご了承ください。

会話カフェ ： フランス語で話そう！    Le p’tit café linguistique 

会話カフェ LE P’TIT CAFÉ LINGUISTIQUE

子どものためのプチ・アトリエ    Le petit atelier

6～ 10歳対象のアートのアトリエ！週に一度、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ます。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 ： 1月13日～ 3月16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 ： 自然、芸術家、生物、建築 
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 13 janvier au 16 mars, 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).
Thèmes du trimestre : Nature, Art, Etres vivants, Architecture▲

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
1A1MA 子どものためのマリオネット・クラス Mme NAKAMURA 土 16h30-17h20 5h ￥11,000

7T1PA 子どものためのプチ・アトリエ Mme FONDECAVE 水 16h00-17h30 15h ¥27,000（10回）
*¥3,000（1回）

子どものためのマリオネット・クラス    Éveil au français avec les marionnettes

6～10歳対象クラス。絵本をシナリオにし、自分の配役に合わせたマリオネットを制作します。
フランス語のセリフの発音やイントネーションに留意し、最終日の発表に向けて劇の練習をします。
フランス語を通して、お子様の創造性を発揮できる楽しいクラスです。
実施日 ： 1月16日（土）、1月30日  （土）、2月13日（土）、2月27日（土）、3月12日（土）の全5回授業。
Enfants 6 -10 ans. Les marionnettes seront fabriquées par les petites mains en s’inspirant des personnages 
d’un scénario pour réaliser un petit spectacle le dernier jour de l’atelier. Ce cours  permet aux enfants de 
se familiariser avec la musicalité du français et d’acquérir des techniques de travail manuel de façon très ludique!
5 séances : les samedis 16 janvier, 30 janvier, 13 février,  27 février et 12 mars.▲

1A1MA     Mme NAKAMURA
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学生のためのフランス語短期研修
STAGE POUR ÉTUDIANTS

● この講座は、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。
● 授業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3,300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2016年6月下旬の予定です。

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

12月14日（月）～12月18日（金）
受付期間：受付中。受付締切：12月10日（木）まで。
終了後、2016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課からのクラスにお入りいただけます。

2015年
12月期

3月28日（月）～ 4月1日（金）
受付期間：受付期間：2015年12月15日より。受付締切：3月24日（木）まで。
終了後、2016年4月4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課からのクラスにお入りいただけます。

2016年
3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/apprendre/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

ÇA Y EST, JE PARSフランス留学準備研修
留学のスムーズなスタートを切るために

2016年3月29日（火）～4月1日（金）
4日間  合計16時間　10時30分～15時30分

対象レベル：中級・上級
学習内容：  【10時間】大学での授業に備えるフランス語の授業
 •アカデミックな文章を理解し作成するためのスキル
 •授業の理解とノートを取るためのスキル
 •プレゼンテーションの仕方
 【6時間】フランスや諸外国における学生生活に役立つ実践的な授業
 •スムーズな学生生活や日常生活の過ごしかた
申込受付：３月19日（土）まで
受講料：28,000円（年会費が別途必要です）
Immersionに参加の方は 21,000円 になります！

IMMERSION日本でフランス留学
一歩足を踏み入れたら、空気が変わる、そしてあなたが変わる

2016年3月15日（火）～25日（金）
8日間  合計48時間　10時30分～18時15分

対象レベル：入門・初級・中級
学習内容： 口頭、筆記において効果的にコミュニケーション

が取れるよう、フランス語能力を養い、文化的な
知識も深めます。

申込受付：３月８日（火）まで
受講料：84,000円（年会費が別途必要です）



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！ 
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：
専用の学習システムを使って、文法、表現、発音の解説な
ど総合的にフランス語の基礎を学べます。インターネット
での学習に加え、添削、会話レッスンによる個人指導でフ
ランス語学習をトータルでサポート！

●  中級（B1)レベル： 
課題中心の学習内容で、課題により添削指導があります。

APPRENDRE LE FRANÇAIS À DISTANCE

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
入門から準マスターレベルまで 50 を超えるコース

● 自宅学習のサポート充実！
● 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
● 便利なネットサービスがスタート

ネットでカンタン、スピーディーにお申込み！ 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)
2016 年 冬学期 ： 1 月 7 日（木）～ 3 月 28 日（月）

登録期間： 2015 年 12 月 7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) ～ 中級 (B1)
2016 年 冬学期 ： 1 月 9 日（土）～ 3 月 22 日（火）

登録期間： 2015 年 12 月 7日（月）～
e- フランセ LITE はいつでも申込みいただけます！

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

ご自宅にいながら、アンスティチュ・フランセの教師とマンツーマンでフラン
ス語レッスン。1レッスン 25 分、空いた時間を有効にお使いいただけます。
苦手な部分の克服や資格試験準備、通学講座や通信・オンライン講座の補足、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、効果的に学習

できます。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フランス語のレベ
ルアップを目指しましょう。
お申込みは、登録期間に限らず、いつでも可能です！

オンライン プライベートレッスン 
自宅で！マンツーマンレッスン！ 1 レッスン 25 分

www.institutfrancais.jp/onlineprivate

CAD pub reseau_P2015.indd   1 30/10/15   17:46
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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 6,900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＊1 65,000円 29,500円

2名での1回分の受講料 8,100円（お一人様4,050円） -
2名で10回分一括購入の受講料 75,000円（お一人様37,500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

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/apprendre/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7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7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、必ず前もってご連絡をお願いいたします。予約したレッスンに遅刻
される場合も、必ずご連絡をお願いいたします。なお、レッスン開始30分を経過してもご連絡なくお見えにならない場
合はキャンセルとみなします。

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）

＊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。
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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/apprendre/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。

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。

2016年度の募集は締め切りました。たくさんのご応募どうもありがとうございました。

資格試験
CERTIFICATIONS ET EXAMENS

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

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。

ご 注 意： 必須・補足共に定員制となります。各日程
共に定員に達した場合、別の日程、別の
施設をご案内させていただくことがござい
ます。あらかじめご了承下さい。

2016年度試験日程
試験日 必須試験 補足試験 出願締切＊

2月14日（日） ○ ○ 1月14日（木）

4月17日（日） ○ × 3月17日（木）

7月17日（日） ○ × 6月17日（金）

9月18日（日） ○ × 8月18日（木）

12月11日（日） ○ × 11月11日（金）

TCF
フランス語能力テスト

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

＊ 定員に達し次第、出願を締め切らせていただきます。

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。 
また、DELF Prim（3月20日実施予定）につきましてもパンフレットまたは上記サ イトをご覧下さい。

DELF・DALF
フランス国民教育省フランス語資格試験

2016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1日（火）から4月9日（土）まで *

筆記 口頭表現 受験料＊

DELF A1 5月22日（日） 6月12日（日） ¥11,000
DELF A2 5月15日（日） 5月29日（日） ¥11,000
DELF B1 5月15日（日） 5月29日（日） ¥13,000
DELF B2 5月22日（日） 6月  5日（日） ¥13,000
DALF C1 5月15日（日） 6月26日（日） ¥15,000
DALF C2 5月22日（日） 6月12日（日） ¥15,000

DELF ジュニアA1 5月15日（日） 6月   5日（日） ¥11,000
DELF ジュニアA2 5月22日（日） 6月12日（日） ¥11,000
DELF ジュニアB1 5月22日（日） 6月   5日（日） ¥13,000
DELF ジュニアB2 5月22日（日） 6月26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。
＊ 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、21、24、26、
29、31、33ページなどを参照）。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）。



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！   www.institutfrancais.jp/tokyo/enfrance/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

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）》

ス語学留学サポート

手配

報

ば）
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展覧会『“TOKYO”見えない都市を見せる』（会場：
東京都現代美術館）のフランス人出展アーティ
スト、サーダン・アフィフを迎え、日本人電子
ポップユニットHer Ghost Friendとのスペシャル
ライブコンサートを開催します。サーダン・ア
フィフは、近年のプロジェクト「Lyrics」において、
ミュージシャン等のアーティストとコラボレー
ションを行っています。

A l’occasion de l’exposition TOKYO - Sensing the Cultural Magma of the Metropolis, organisée par le Musée 
d’Art contemporain de Tokyo, l’Institut français du Japon - Tokyo accueille l’artiste français Saâdhane Afif. 
A l’instar d’un leader de groupe de rock, il collabore avec divers musiciens qui composent des morceaux à 
partir de ses textes. Il donnera un concert exceptionnel à l’Espace Images avec le groupe Her Ghost Friend. 

Saâdane Afif  サーダン・アフィフ  
L’Humour noir  《黒い噂》 2010
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2月10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
料金：一般 1,500円　会員・学生 1,000円　　※当日券のみ
お問い合わせ ：総合受付 ☎03-5206-2500 

Concert live 

SAÂDHANE AFIF & HER GHOST FRIEND
ライヴ・パフォーマンス
サーダン・アフィフ＆ 
Her Ghost Friend

MY FRENCH FILM FESTIVAL SUR GRAND ÉCRAN ! 

1月22日（金）- 24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 500円　　※当日券のみ
お問い合わせ ：総合受付 ☎03-5206-2500 myFFF 公式サイト：www.myfrenchfilmfestival.com

スクリーンで見よう！
マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル
ユニフランス・フィルムズが世界中で展開する
オンライン映画祭「マイ・フレンチ・フィルム・
フェスティバル（myFFF）」。6回目を迎える今年
も1月16日から1ヶ月間開催され、日本で未公
開の新作をご自宅で楽しめます。見逃してしまっ
た過去の人気作品、今年の配信作品からフレッ
シュな作品を大きなスクリーンでご紹介！

Du 16 janvier au 16 février 2016, les cinéphiles du monde entier auront accès aux films de la 6e édition du festival 
de cinéma français en ligne, My French Film Festival, créé par UniFrance films. L’Institut français du Japon-
Tokyo vous propose de voir ou de revoir les films les plus demandés des précédentes éditions ainsi que les films 
inédits de la sélection 2016 sur grand écran !

共催：ユニフランス・フィルムズ

共催：三菱地所株式会社 共催：東京都現代美術館

何気ない日常の事物に潜在している記憶のよう
な潜像を可視化しようと、写真術を用いた作品
制作を続けているアーティスト、鈴木のぞみ（東
京藝術大学大学院美術研究科）による展覧会。
「アートアワードトーキョー丸の内」は若手アーティストの発
掘・育成を目的とした現代美術の展覧会。本アワードの在日フ
ランス大使館賞受賞者へ、館内ギャラリーでの個展開催の機会を提供します。

Nozomi Suzuki, artiste étudiante à l'Université des Arts de Tokyo, expose ici pour la première fois à Tokyo. 
En utilisant différentes techniques de photographie, elle cherche à rendre visibles des images latentes, des 
souvenirs, habitant les choses quotidiennes.
L’Institut français du Japon – Tokyo s’associe à Art Award Tokyo Marunouchi pour offrir au lauréat du prix 
de l’Ambassade de France la possibilité d’exposer dans ses murs.

1月14日（木）- 31日（日）　アンスティチュ・フランセ東京  ギャラリー 　入場無料
お問い合わせ ： 総合受付 ☎03-5206-2500 

Art Award Tokyo Marunouchi 2015 - Prix de l’Ambassade de France 

OTHER DAYS, OTHER EYES - NOZOMI SUZUKI
アートアワードトーキョー丸の内2015― 
在日フランス大使館賞受賞者展
鈴木のぞみ個展  

『去りにし日々、今ひとたびの幻』

3月24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 500円　会員・学生 無料　　※当日券のみ
お問い合わせ ：総合受付☎03-5206-2500 

Harry Gruyaert 

LE LABO, VOL.10
ハリー・グリエール（写真家）を迎えて
ル・ラボ vol.10
今回のル・ラボでは、ヨーロッパを代表する偉大な
写真家のひとり、ハリー・グリエールを迎えます。
色彩をカメラに収めること、それが彼の世界を把握
する方法です。二十歳のときにベルギーを窮屈に感
じたグリエールは、祖国を出て、写真を表現の手段
に選びます。以降、写真を通して知識や官能性につ
いての探究を続けています。
L’Institut accueille dans le cadre des Labos l’un des grands noms de la photographie européenne. Harry 
Gruyaert photographie les couleurs, c’est sa façon de percevoir le monde. Vers l’âge de 20 ans, fuyant une 
Belgique qu’il jugeait trop étroite, il décide que la photographie sera son moyen d’expression, qu’avec elle il 
traduira et construira sa quête de connaissance et de sensualité.

共催：マグナム・フォト東京支社
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2月19日（金）- 3月21日（月）　アンスティチュ・フランセ東京、その他 　入場無料
お問い合わせ ：総合受付 ☎03-5206-2500 （プログラム詳細は、サイトおよびチラシをご確認ください。）

Festival des nouvelles images et des cultures numériques

DIGITAL CHOC 2016 : FUTURAMA

第5回目を迎える「デジタル・ショック」は、
メディアアートや新感覚の映像の分野で
の、日本とフランス間での創造性の広がり
を紹介するフェスティバルです。
日本とフランスにおけるイノベーション・
イヤーを祝う2016年のデジタル・ショッ
クでは、アーティストや研究者やエンジニ
アが、私たちの未来像にどうアプローチし
ているか、新しいテクノロジーが生み出す
未来について、私たちはどんな想像ができ
るのかという問題を中心に扱ったプログラ
ムをお届けいたします。
急速に進む人工知能の開発に対する期待と
不安、バイオテクノロジーやロボット工学
の問題だけでなく、私たちの未来像を形成
しているさまざまな神話について考えを巡
らせ、そこから新なる未来を想像すること
を提案します。

A l’occasion de l’année de l’innovation, la 
nouvelle édition du festival Digital Choc 
sera consacrée à la manière dont des 
artistes, des chercheurs ou des ingénieurs 
interrogent nos visions du futur et comment 
nous pouvons fantasmer sur l’avenir que les 
nouvelles technologies nous préparent. Au-
delà des espoirs ou des craintes que peut 
susciter l’accélération du développement de 
l’intelligence artificielle, des biotechnologies 
ou encore de la robotique, il s’agit de réfléchir 
aux mythes qui constituent nos visions 
de l’avenir, et d’essayer d’en imaginer de 
nouveaux.

最先端デジタルカルチャーのフェスティバル
第5回「デジタル・ショック」
― フュチュラマ

主催： アンスティチュ・フランセ日本 
 平成27年度［第19回］文化庁メディア芸術祭協賛事業
共催： Media Ambition Tokyo、AMIT、ATSUKOBAROUH arts drinks talk、オーストリア大使館
協力： Scopitone、Seconde Nature、Zinc、座・高円寺 

SOCIÉTÉ
DU NUMÉRIQUE

デジタルの社会

 

JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE 2016

3月26日（土） 10：00～　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 ： 総合受付☎03-5206-2500  （プログラム詳細は、サイトおよびチラシをご確認ください。）

フランコフォニーのお祭り

国境を越え、フランス語を話す9億人の人々で繋がる広い世
界フランコフォニー。各国の味覚、音楽、美食、文学、芸術、
映画そして言語を発見して頂ける世界一周の旅へ皆様をご
招待します。
La fête de la francophonie, c’est une occasion pour les franco-
phones des cinq continents de se rassembler et de promouvoir 
la diversité culturelle de tous les pays ayant pour langue 
commune le français. Musique, gastronomie, cinéma, artisanat 
et littérature seront aux rendez-vous de ce voyage.

【関連企画】フランコフォニー映画祭 2016
3月26日（土）、27日（日）、4月2日（土）、3日（日）

ニューカレドニアの先住民カナックの慣習につ
いて語ることは容易ではありません。カナッ
ク民族の存在や社会そのものに関係する問題だ
からです。写真家・イラストレーターのセバス
チャン・ルベーグは、カナックの伝統的な生活
を的確にとらえ明らかにします。本展は彼が現
地を歩き回り、さまざまな出会いを通して紡がれた、写真や水彩画によるルポルタージュです。
Raconter la coutume kanak de Nouvelle-Calédonie n'est pas simple tant le sujet touche au fondement 
même de l’Être et de la société. Le regard de Sébastien Lebègue révèle avec une grande justesse une part 
de la vie traditionnelle kanak. Il présente un reportage d’intégration dont les photographies et les croquis 
acryliques sont là pour témoigner des rencontres qu'il a pu faire en arpentant le pays.

3月25日（金）- 4月17日（日）　アンスティチュ・フランセ東京 ギャラリー 　入場無料
お問い合わせ ： 総合受付☎03-5206-2500 

COUTUME KANAK
UNE EXPOSITION DE SEBASTIEN LEBEGUE
セバスチャン・ルベーグによる展覧会

『ニューカレドニア・カナックの慣習』
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助成：在日スイス大使館

 

ニワトリから生まれた四
角いタマゴのリックの大
冒険。アニメーション映
像に、アコースティック
やエレクトロミュージッ
ク、さまざまサウンドや
特殊効果が加わった、大人も子ども楽しめるライブ
パフォーマンス。
映像制作・演奏・音響：SATI（ジェス・リュカ、エル
ワン・ラゲン）
Un ciné-concert fabuleux en clôture du festival Digital Choc.
Le spectacle déploie un univers singulier, composé 
d’images animées, de musiques acoustiques et 
électroniques, de bruitages et de procédés technologiques 
originaux. Un moment propice aux sensations et aux 
émotions, qui s’adresse aussi bien à des adultes qu’à de 
jeunes enfants.
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3月19日（土）- 21日（月）　座・高円寺
料金：一般2,500円／子ども（小学生以上）1,500 円／未就学児500 円
ご予約・お問い合わせ ： 総合受付 ☎03-5432-1515　
 座・高円寺 ☎ 03-3223-7500 　http://za-koenji.jp/

シネマ・コンサート
『リック・ザ・キューブ 時の冒険』

主催：アンスティチュ・フランセ東京
提携：NPO 法人劇場創造ネットワーク／座・高円寺 

Concert-road movie audiovisuel

RICK LE CUBE ET 
LES MYSTERES DU TEMPS



http://www.omeisha.come-mail info@omeisha.com

フランス語専門書店 

欧明社

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





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。

電子リソースの貸出サービス PNB－Prêt 
Numérique en Bibliothèque－で、話題の新
刊にいち早くアクセス！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

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）～ 1,900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）
　～ ¥ 1.900
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 

SÉMINAIRES DE VINワインセミナー

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

vendredi 29 janvier 2016 : Les champagnes Taittinger (￥10.500)
vendredi 26 février : Les vins Porto
vendredi 25 mars : Les vins de Loire ［Tarifs］Non-adhérents ¥7.200  Adhérents ¥6.700

18h30 : ouverture des portes
19h00 : début du séminaire （en japonais） 

2016年 1月 29日（金）：シャンパン・テタンジェ（￥10,500）
 2月 26日（金）：ポルト地方のワイン
 3月 25日（金）：ロワール地方のワイン

［料金］ 会員 6,700円　一般 7,200円 

18：30　開場
19：00　ワインセミナー（日本語）
19：45よりお食事開始
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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 renseignements

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 
www.facebook.com/IFJTokyo
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フランス語講座 冬学期 文化イベント

2016年1月 janvier 2016

14［木］―31［日］ 鈴木のぞみ個展 『去りにし日 、々今ひとたびの幻』

22［金］―24［日］
スクリーンで見よう！
マイフレンチ・フィルム・フェスティバル

2016年2月 février 2016

10［水］ ライヴ・パフォーマンス サーダン・アフィフ＆ 
Her Ghost Friend

19［金］―3/21［月］ 第5回「デジタル・ショック」―フュチュラマ

2016年3月 mars 2016

19［土］―21［月］
シネマ・コンサート 『リック・ザ・キューブ　時の冒険』
（会場：座・高円寺）

24［木］ ル・ラボ vol.10  ハリー・グリエール（写真家）を迎えて

25［金］―4/17［日］
セバスチャン・ルベーグによる展覧会 
『ニューカレドニア・カナックの慣習』

26［土］ フランコフォニーのお祭り
26［土］―4/3［日］ フランコフォニー映画祭

● 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メールマガジンをご確認下さい。
● 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 à laquelle vous pouvez vous abonner 

sur le site.
● Sauf exception, les conférences et rencontres à l’Institut français du Japon - Tokyo sont traduites simultanément.

■ 通学コース 1/7［木］～3/17［木］

登録受付
在校生 12/4［金］～12/23［水・祝］、

1/4［月］～1/13［水］

新入生 12/15［火］ ～12/23［水・祝］、
1/4［月］ ～1/13［水］

■ 通信コース 1/7［木］～3/28［月］

登録受付 12/7［月］～12/23［水・祝］、
1/4［月］～1/7［木］

■ オンラインコース 1/9［土］～3/22［火］

登録受付 12/7［月］～12/23［水・祝］、
1/4［月］～1/8［金］

2015年12月23日（水・祝）は開館します。
新年の受付は、2016年1月4日（月）より。
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。

カレンダー
CALENDRIER

 
展覧会

 Exposition
 映画

 Cinéma
 お祭り・フェスティバル

 Fêtes / Festival

 舞台芸術
 Arts de la scène

 講演会
 Conférences

 映画
 Cinéma

2015年12月24日（木）～ 2016年1月3日（日）は冬休みのため全館休館です。
1月11日（月・祝）は授業を行います。2月11日（木・祝）は全館休館です。




