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ニュイ･ブランシュKYOTO 2015 - マニュエラ・ポール＝カヴァリエ
（ヴィラ九条山2014年）Manuela Paul-Cavallier
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機

アンスティチュ・フランセ関西
フランス語講座・文化プログラム

ン

秋の

1. お友達 ご紹介キャンペーン

新規ご登録 もしくは1年ぶり復帰でご登録のお友達をご紹介いただい
た方は、
お友達と共に、
受講料が10％割引になります。

2. オープンデーで受講料が5％割引

オープンデー 10/10
（土）
・11
（日）当日ご登録の方には、
受講料が5％
割引になります。

5. 年末パーティー

授業は言語に関する欧州共通基準（C.E.C.R.L） 様々なレベルのクラスを体験していただける機会を
P4をご覧下さい。
に則って構成されております。各レベルでは以下の 設けています。
コミュニケーション行為（読み、書き、聞き、話す）
を
フランス語が初めての方
学習します。

（→p.45）

クラスメートや先生達と大いに盛り上がりましょう！

 ュイ・ブランシュ KYOTO 2015
6. ニ
NUIT BLANCHE KYOTO 2015
（→p.32）

今年も 多彩なプログラムで、
開催5周年を祝います。

急いでフランス語を学 びたい方には、
日曜クラスがオススメ。
「イラスト
のアトリエ
（京都）
（
」→p.31）
も新登場。

4. 第
 14回 アンスティチュ・フランセ
関西暗唱大会（→p.5）

2講座以上ご登録の皆様には、
アンスティチュ・フランセ日本の
とっても素敵なエコバッグを
プレゼント！

アンスティチュ・フランセ関西の受講生の方は出場年齢制限なしです。
日頃の成果に自信をもって参加しましょう。

次

フランス語講座
COURS D'AUTOMNE
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06
07
08
10
19
20
29
30

文化イベント

PROGRAMME CULTUREL

講座レベル・種類 / クラスの選択 32

Comment choisir ma classe ?

フランス語オープンデー

45

アート、講演会、
グルメ、映画など

Art, conférences, gastronomie,
cinéma, etc.

Portes ouvertes

フランス語コンクール

Concours de langue française

受講手続

Modalités d'inscription

プライベートレッスン / サービス

Cours privés / services / traduction

資格試験等

Certifications et examens

大阪―講座紹介

Cours à Osaka

通信・オンラインコース

Apprendre le français à distance

京都―講座紹介

Cours à Kyoto

フランス留学サポート

Séjour en France

アトリエ

A1 / Débutant 入門
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
況を理解できる。相手がゆっくり話すなら、簡単なコミュニ
ケーションが可能。

その他

AUTRES SERVICES

46
48
50
51
52

メディアテーク

Médiathèque

教員紹介

Équipe pédagogique

クラブ・フランス

Club France

アクセス・受付時間

フランス語を今期より初めて始められる方は初心者クラス
の中から、
ご都合に合うクラスをお選び
（ 初心者マーク）
ください。

フランス語を習ったことがある方
＜レベルチェック＞

A2 / Élémentaire 初級
フランス語の初歩をマスター。
身近な分野の単文を理解で
きる。慣れた状況でならコミュニケーションが可能。
自分に
関する問題を単純な手段で表現できる。

B1 / Intermédiaire 中級
フランス語を効果的にマスターしているが限界がある。
身近
な分野での明快で標準的な表現であれば理解できる。
旅行先で会話をこなし、
自分に興味のあることを話すことが
できる。計画やアイデアに関して短く説明することも可能。

-

SOMMAIRE
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DESCRIPTIF DES NIVEAUX

3. 新講座も続々

目

クラスの選択

講座レベル

新 着 情 報

B2 / Avancé 上級
フランス語を全般に渡って自主的に運用できる。
複雑なテキ
ストの要点を理解すると同時に、一般的あるいは専門的な
内容の会話に参加し、筋道の通った意見を明確に詳細に
述べることができる。

フランス語をすでに学習されたことのある方で初めて当館
で受講される方、
あるいは1年以上休学されたことのある方
は、
レベルチェック
（約20分）
を受けていただくことをお勧め
します。
なお、総合フランス語講座へのご登録を希望される
場合は、必ず受けて下さい。
予約制ですので、
ご希望の方はあらかじめお電話または
メール
（件名にレベルチェック希望と明記）
で予約して下さ
い。
その際に、
オンラインレベルチェック
（www.institutfran
cais.jp/kansai/courses/test-de-niveau/へアクセス）
をし
ていただき、結果をプリントアウトまたは書きとめて、予約さ
れたレベルチェックの際にご持参下さい。

講座の種類

LES TYPES DE COURS

総合フランス語

テキストを使用し、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つ
の能力を総合的に学ぶ講座です。

C1 / Supérieur 準マスター
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
文テキストであっても、
その殆どを理解し、
自分の社会的立
場や仕事、学問との関わり、
あるいは他の複雑なテーマにつ
いて、流暢かつ理論的に述べることができる。

C2 / Maîtrise マスター
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
流暢に意見を述べることができる。

補足強化

聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力のうち、1つも
しくは2つに目的を絞って学ぶ、
あるいは
「話す」
「 書く」
「語
彙力」
「文法」
「発音」
などの1つを集中的に学ぶ講座です。

テーマ別

フランス文化の発見といった視点から、
とあるテーマを基
に、総合的に能力を高める講座です。

Accès, horaires

アンスティチュ・フランセ関西の紹介

クラスアイコン

Présentation de l'Institut français

少人数制
4名まで限定の少人数クラス。
もっとしゃべれる！

Nouveau
今学期新設されたクラス

初心者
フランス語が全く初めての方
のためのクラス

Ateliers

アンスティチュ・フランセ関西

3

フランス語オープンデー

受講料
無 料

PORTES OUVERTES DU KANSAI

オープンデー当日のご登録は、

受講料 5％割引！

フランス語に気軽にチャレンジ！ 授業を実感していただけるまたとない機会です！ 各クラス約50分、事前の予約は不要です。
10月10日
（土）会場：アンスティチュ・フランセ関西－大阪

10月11日
（日） 会場：アンスティチュ・フランセ関西－京都

OSAKA

KYOTO

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

全レベル

DELF・DALF試験対策講座

中級

4コマ漫画で見る日本

全レベル

DELF・DALF 試験対策講座

入門〜初級

家族で楽しむフランス語

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

上級

フランスの地方

初級

Interactions 3

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

中級・上級

仏検対策講座 2級 / 準1級

11:00

12:00

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

準マスター

翻訳と会話

上級

ジャーナル・アンスティチュ

初級

Interactions 3

準マスター

哲学カフェ

初級

やりなおしのフランス語

初級

Interactions 3

上級

フランスの様々な顔

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

準マスター

文書と口頭による論証法

初級

会話力と聞き取り力アップ

初級

会話プラス

中級

会話プラス

上級

会話プラス

13:00

14:00

15:00

フランス語学留学サポート説明会

16:00

16:00

17:00

中級

食文化を巡る会話

上級

シネマで学ぶフランス語

CONCOURS DE LANGUE FRANÇAISE

第47回「全日本学生フランス語弁論大会」
CONCOURS NATIONAL D'ÉLOQUENCE DE L'UNIVERSITÉ DES LANGUES ÉTRANGÈRES DE KYOTO

11月14日
（土）12時30分～
会場：京都外国語大学

1号館7階小ホール
（R171）

主催：京都外国語大学
後援：在日フランス大使館 / アンスティチュ・フランセ日本、在京都
フランス総領事館、
ケベック州政府在日事務所、
Campus
France ー フランス政府留学局・日本支局、毎日新聞社
協賛：ブルゴーニュ大学国際フランス語研修センター、
アンジェ・
カトリック大学、
エールフランス航空、公益財団法人フラン
ス語教育振興協会、
日仏文化協会、株式会社白水社
申込締切：10月14日
（水）
（当日の消印は有効）
連絡先：京都外国語大学フランス語学科研究室「全日本学生フランス
語弁論大会」実行委員会

初めてのフランス語
（Interactions 1）
文書と口頭による論証法

初級

Interactions 3

初級

会話プラス

中級

会話プラス

11月21日
（土）13時30分～

上級

会話プラス

会場：アンスティチュ・フランセ関西−京都

フランス語学留学サポート 説明会

出場資格：①大学（日本国内）
：2〜4年生
②短大（日本国内）
：2年生
上記①または②の所属教育機関でフランス語を専攻あるい
は第2外国語としている者。但し、次のいずれかの条件に該
当する者は除く。
1）両親のいずれかがフランス語を母語としている。
2）フランス語圏に、通算6ヶ月以上滞在したことがある。
3）海外でのフランス語による学校教育経験が1年を超える。
4）過去にフランス語の弁論大会で入賞（3位相当）経験が
ある。
〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6
TEL : 075-322-6774（学科共同事務室）
E-mail：francais@kufs.ac.jp

西日本高校フランス語スケッチコンクール2015

入門
準マスター

CONCOURS DE SKETCHES DE L'OUEST DU JAPON POUR LES LYCÉENS 2015

稲畑ホール

参加資格：高校で第2外国語としてフランス語を履修中の生徒
（3ヶ月以上フランス語圏に滞在経験のある方、両親の
いずれかがフランス語を母語とする方は不可）。
参加者は1校につき2組まで。

主催：在日フランス大使館、
アンスティチュ・フランセ関西、
日本フ
ランス語教育学会
詳細はこちら。http://www.institutfrancais.jp/kansai/sketches/

フランス語が初めての方に

参加受付締切：11月9日
（月）
お問い合わせ：kansai@institutfrancais.jp

OSAKA

KYOTO
9月24日
（木）

13:30-14:20

10月2日
（金）

11:00-11:50

9月24日
（木）

19:00-19:50

10月6日
（火）

19:00-19:50

9月26日
（土）

14:00-14:50

10月7日
（水）

11:00-11:50

9月29日
（火）

10:30-11:20

11月15日
（日）*

12:00-12:50 / 13:00-13:50

10月11日
（日）

10:30-11:20

第14回アンスティチュ・フランセ関西暗唱大会
CONCOURS DE RÉCITATION DE LʼINSTITUT FRANÇAIS DU JAPON – KANSAI

* ル・マルシェの日
（p.43）

12月5日
（土）決勝大会

新クラスもお試しください！

13時30分～

会場：アンスティチュ・フランセ関西−大阪

OSAKA
9月25日
（金）

15:30-16:20

上級

仏検準1級準備対策講座

Mme Janina Tomimoto

10月11日
（日）

11:00-11:50

初級

Interactions 3

M. Ludovic Helme

10月11日
（日）

11:00-11:50

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

M. Cédric Belec

10月11日
（日）

13:30-14:20

上級

ジャーナル・アンスティチュ

M. Kévin Tortissier

10月8日
（木）

19:00-19:50

準マスター

フランスのユーモア

M. Julien Menant

主催：アンスティチュ・フランセ関西
後援：在日フランス大使館

参加資格：大阪府、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、和歌
山県にある大学・専門学校の1〜4年生、
アンス
ティチュ・フランセ関西の秋学期受講生で、
A1
〜B1レベルのクラスに在籍している受講生。
但し、以下の条件に該当する方はご参加いただけません。
・6ヶ月以上フランス語圏に滞在経験がある方。
・両親のいずれかがフランス語を母語とする方。
・過去の暗唱大会もしくは弁論大会で、賞品として航空券
または
フランスでの研修を授与された方。
・1996年以降に生まれた方。

KYOTO

OSAKA

2015年フランス語コンクールのお知らせ

9月30日
（水）

11:00-11:50

上級

フランスの様々な顔

M. Olivier Rouaud

9月25日
（金）

11:00-11:50

準マスター

翻訳と会話

M. Raphaël Lafitte

KYOTO

参加費無料
大会の詳細・お問い合わせ：kansai.osaka@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/

他のクラスも見学ができます。

学期最終週も見学できます。ご希望の方は事務局へご相談ください。
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アンスティチュ・フランセ関西

5

受講手続

（例）2015年秋学期に登録された場合
5学期目となる2016年秋学期の講座を受講するには新たな年会費
が必要です。

MODALITÉS D'INSCRIPTION

自動的にクラブ・フランスのメンバーとなり、特典をご利用頂けます
（詳しくはP50をご覧下さい）。

2015年秋学期

新規ご登録について

10月13日
（火）− 12月22日
（火）

グループレッスン入学資格：中学卒業以上の方。
アンスティ
チュ・フランセ関西の授業に初めて登録される方は、写真1
枚（4cm x 3cm）、年会費、受講料、
テキスト代を登録受付
期間内に直接受付にお持ち下さい。

受付時間
OSAKA
火曜日〜土曜日

9: 30 - 19 : 30

日曜日

10: 30 - 16 : 00

火曜日〜金曜日

9 : 30 - 19 : 00

土曜日

9 : 30 - 18 : 30

日曜日

9 : 30 - 15 : 00

KYOTO

10月13日
（火）〜18日
（日）の間、火曜日〜金曜日は21:30まで、土曜日は
19:00 まで開いています。
月曜・祝日はお休みです。

10月18日
（日）
まで
クラスの見学
開講中のグループレッスンを無料で見学していただけます。
╚ 原則としてご見学の前にレベルチェックを受けて頂き、
それによりご見学クラスをお選びいただきます。
レベル
チェックにお越しになる前に、
まずオンラインレベルチェック
（www.institutfrancais.jp/kansai/courses/test-deniveau/）
をお試しください。
レベルチェックでは、
その結果
を元に、詳しくアドバイスいたします。
╚ 学期第1週目は、授業に参加していただけます。
╚ それ以外の期間の見学は聴講のみで見学時間も最初の
1時間のみとなります。
また、
新規申込の方に限らせていた
だきます。
╚ レベルチェックや見学は、
事前にお電話またはメールで予
約して下さい。
╚ お一人、
京都・大阪とも2クラスまでとさせていただきます。

お願い
満席のクラスと会話プラスなどの少人数制クラスへの見学はできませ
ん。
ご登録のご意思が全くないなど、
ご見学の目的が明らかでない場
合はお断りすることがあります。
また、学期第一週目のご見学については見学直後に登録のご意思
をお聞かせいただく場合がありますのでご協力をお願いい たします。

登録方法
講座（グループレッスン、集中講座）
ご登録には年会費が必
要です。
フランス語講座 受講生

4,600円

＊学生証のご提示により、学生の方は1,000円割引いたします。

有効期間：受付日より1年間。
ただし、
フランス語講座につい
ては、登録学期から継続して4学期有効。
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以前より引き続き登録手続きをされる方は、
有効なクラブ・フ
ランス会員証をご提示の上、
受講料を受付でお支払下さい。
銀行振込を希望される場合は、
クラブ・フランス会員番号と
有効期限・氏名・登録クラス・電話番号・ファックス番号を
お知らせ下さい。折り返しファックスにてご案内いたします。
尚、
テキストは別途受付でご購入下さい。

お申し込みの際の注意事項

╚ ご登録は申し込み順で、年会費・受講料をお支払いいただい
た時点で登録受付となります。予約はお受けできません。
クラ
スは定員制で、満員になり次第締め切らせていただきます。
ご
希望のクラスが満席の場合、
キャンセル待ちのシステムがあり
ます。受付へお申し出下さい。

登録受付期間

年会費

継続ご登録について

╚ 学期第1週目は、
ご登録者数にかかわらずすべてのクラスの授
業を行います。2週目以降は、登録者数等によってはクラスが
中止される場合があります。
中止されたクラスのご登録者には
相応しいクラスをご案内いたします。変更を希望されるクラス
がない場合は、返金いたします。
╚ クラス変更は登録受付期間中に限り、一度だけお受けしま
す。
なお、差額は返金できません。
また、満席のクラスへは変更
できません。
╚ 一旦納入された年会費・受講料は、
クラスが中止された場合
を除いては払い戻しいたしません。
また、
クラスが中止された
場合、
クラス変更をお選びいただいた場合は、以降払い戻し
はいたしません。但し、
当該学期に疾病の理由で受講できな
くなった場合は、医師の診断書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、20％の事務手数料を申し受
けます。
╚ 教師や他の受講者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。
╚ 台風の接近に伴う授業の実施について
台風等の影響により京都府南部と大阪府下に暴風警報が
発令された場合、授業開始2時間前までに警報が解除されな
ければ休講とさせていただきます。
その場合の補講については
別途振替日をご案内いたします。

レベルチェックや
見学のご予約・お問い合わせ
OSAKA
kansai.osaka@institutfrancais.jp
Tel. 06-6358-7391

KYOTO
kansai@institutfrancais.jp
Tel. 075-761-2105

プライベートレッスン

サービス

自分のペースや目的に合わせ、
受講内容や日時をフレ
キシブルに設定できます。

ネットフォロー・振替・学習相談

COURS PRIVÉS

● ご自身のペースで着実に学びたい
● 弱点を集中的に克服したい
● 留学や旅行前に会話の練習をしたい
● 授業のフォロー
● 気の合う仲間で会話のレッスン
● 添削や翻訳のサポート
● DELF・DALF や仏検の面接対策など

NEW

You want to learn Japanese or improve your japanese
skills? We have the perfect teacher for you! We offer individual or group lessons. Please contact us for
more information.

1名～3名まで、1時間～30分単位
レッスン料金（1時間、税込）
1名の場合

7,200円

2名の場合

8,200円

3名の場合

9,300円

お得なカルネもご用意いたしました！
カルネ 1名 10時間分

SERVICES

授業を休んでしまった、授業中に出された宿題を書
き留めなかった、
2週間前に習った範囲が思い出せな
い、
勉強の進め方で効果的なアドバイスを受けたい！
http://cours.institutfrancais.jpにアクセスして、
ログイン画
面でKansaiを選択後、
クラス記号とパスワードを入力してく
ださい。授業内容概要とどのような宿題が出されたのかが
わかります。
そして、
やむなく欠席しなければならない場合
は、振替制度をご利用ください。授業を欠席した日から2週
間以内、一学期に2回まで、
同じレベルの別クラスを受講で
きます。
尚、振替ご希望の場合は、希望クラスの授業日の前日まで
に必ずご予約ください。
ネットフォローを参照することによってよりよいコンディション
で振替授業に臨んでいただくことができます。
また、
アンステ
ィチュ・フランセ関西の学習アドバイザーに、
学習相談をする
こともできます。
ご利用方法はご登録時にご案内いたします。

特別割引

レッスン時間帯

グループレッスンを2講座以上受講される場合で、
かつ、
同時
にお申し込みされる場合は、
2講座目以降の受講料について
それぞれ2000円、
少人数クラスの場合は3000円割引いたし
ます。

学期期間中の火曜日〜金曜日 10:00-19:00

学生は、
さらに受講料が5％OFFになります。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。

70,000円

※6ヶ月間有効

（土・日については可能な場合もありますのでご相談下さい）
なお、
キャンセルはレッスン前日
（前日が閉館日にあたる場合は前々
日）
の17:00までに必ずお電話でお申し出下さい。
それ以降のキャンセルは予定されていたレッスン料を全額お支払い
いただくことになりますので、
ご了承下さい。

Nouveau!

翻訳サービス
TRADUCTION

アンスティチュ・フランセ関西は翻訳サービスを始めました。
● 志望動機書を書く
● 学校へ入学申込をする
● 論文をチェックする
● 難解な資料の内容を把握する
● 様々な分野（法律、商業など）
の翻訳
留学過程のお手伝いからビジネスまで対応いたします。
お見積はこちらまで：kansai@institutfrancais.jp

新

秋学期限定！

フランス語オープンデー
（10月10日・11日）
の日に
ご登録いただいた方には受講料の5％を割引いた
します。
そして、
2講座以上お申込みいただいた方
にはもれなく、
アンスティチュ・フランセ日本の素敵
なエコバッグをプレゼント！
また、
新規のお友達
（1年以上アンスティチュ・フラ
ンセでの授業を休学されている方も含みます）
を
ご紹介いただき、
同時にお申込された場合には、
お友達もご紹介者も受講料の10%OFF！
たくさんのお友達を紹介して下さった方にはさら
に割引！なお、
各種割引の併用はできません。
詳細は事務局へお尋ねください。

お知らせ

2016年フランス語講座冬学期
（予定）

1月12日
（火）― 3月20日
（日）

アンスティチュ・フランセ関西
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CERTIFICATIONS ET EXAMENS
資格試験

DELF•DALF 試験対策講座

DELF • DALF
フランスが認定する日本で唯一のデイプロム！

DELF（Diplôme d'études en langue française）
・DALF
（Diplôme approfondi de langue française）
はフランス
国民教育省認定の、外国語としてのフランス語資格試験で
す。1度取得すれば更新の必要のないこの資格試験は、現
在、世界160カ国以上で行われ、
日本でも1991年より実施
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
の能力が評価されます。
アンスティチュ・フランセ関西の授

2015年 秋季試験日程
筆記試験

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。

受験料

出願受付期間：6月22日
（月）〜9月5日
（土）

10月18日
（日）

10月25日
（日）

DELF A1・A2

¥11000

DELF B1・B2

¥13000

DALF C1・C2

¥15000

A2 / B1 / C1

A1 / B2 / C2

大阪

A1J / A2 / B1 / C1

A2J / B1J / B2J / A1 / B2 / C2

口頭表現試験

11月1日
（日）

11月8日
（日）

11月29日
（日）

京都

A1 / B2

A2 / B1

C1 / C2

大阪

A2J / B2J / A2 / B2

C1 / C2

A1J / B1J / A1 / B1

※ DELF ジュニア A1・A2・B1・B2 → A1J・A2J・B1J・B2J で表示しています。
※ 京都ではDELFジュニアは実施いたしません。

TCF
フランス政府・フランス大使館認定！
フランス語能力テスト
TCF
（Test de Connaissance du Français）
は、
フランス国
民教育省が認定した総合的なフランス語学力レベルを測
るテストです。点数に応じて受験者のレベルを、言語に関す
る欧州共通基準(CECRL)の6段階で判断します。TCFは、
自
分のフランス語能力を、英語のTOEICのように素早く確実
に測ることを望む、16歳以上の方全てを対象としています。
また、DELF・DALF受験に際し、
どのレベルを受験するべき
かの判断基準にもなります。受験者にはテストの成績を記
載した証明書（有効期間2年）
が発行されます。
また、
４月よりTCF必須試験をオンラインで受験できるよう
になりました。詳しくはお問い合わせ下さい。
必須試験：聴解・文法・読解
補足試験：文書作成試験・口頭表現試験

「DELF・DALF試験に備えよう!」
をご覧ください。

各試験レベル対照表

詳細はDELF・DALFのパンフレットまたは
www.delfdalf.jpをご覧下さい。
お問い合わせ: delfdalf＠institutfrançais.jp

京都

2015年秋季試験の筆記と口述それぞれの
試験日に合わせ、
9月より開講します。
自信を持って試験に臨みましょう！

詳しくは、大阪・京都講座
各レベルのページの

受験料

言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・
フランセ関西の
授業のレベル

A1

コンピュータの
レベルチェック

TCF

DELF
DALF

運用レベル

※
DAPF
（仏検定）

入門

A1

レベル1
100 〜 199点

DELF A1

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

3級

A2

初級

A2

レベル2
200 〜 299点

DELF A2

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

準2級

B1

中級

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。

2級

B2

上級

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。

準1級

C1

準マスター

C1

レベル5
500 〜 599点

DALF C1

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

1級

C2

レベル6
600 〜 699点

DALF C2

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

C2

TCF 必須・補足各 ..... ¥12,000
TCF SO .................. ¥13,000（オンライン受験）
TCF DAP................. ¥13,000
一度納入された受験料は返金できません。

マスター

※

※コンピューターによるレベルチェックは http://www.institutfrancais.jp/kansai/courses/levelcheck/よりアクセスしていただけます。
※DELF・DALFと仏検は異なる試験ですので、上記表による比較はあくまでも目安であることをご了承下さい。

出願方法
願書（受付カウンターにて配布、
またはサイトよりダウンロ
ード可）
をご記入の上、受験料を添えて直接カウンターに
てお申し込み下さい。現金書留による郵送での出願もお受
けしています
（出願受付最終日必着。消印有効ではありま
せん）。銀行振り込みをご希望の場合はご相談下さい。
※過去60日以内にTCFをご出願または受験されたことがある方は受
験できません。

2015年度試験日程
試験日

必須試験時間

補足試験時間
（文書作成）

出願締切日

11月17日
（火）

10:30-11:55

13:15-14:15

10 月17日
（土）

試験日

必須試験時間

補足試験時間
（文書作成）

出願締切日

12月11日
（金）

10:30-11:55

13:15-14:15

11月11日
（水）

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年度の応募締切は9月30日
（水）
です。
たくさんのご応募お待ちしております。
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OSAKA

総合フランス語
A1.1レベル

大阪講座

A1

DÉBUTANT 入門

総合フランス語
Français général

総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、
書く、
聞く、
読む、
発音、
文化〜を身につけることができます。

Interactions1 プラス
（A1.1レベル）
Interactions 2プラス
（A1.2レベル）

╚ Interactions 1
╚ Interactions 2

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1G40IN1-o

Interactions 1プラス

leçons 0/6

M. Kévin Tortissier /
M. Romain Chaulet

日

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

40h

¥64,000

1G20IN1a-o

Interactions 1

leçons 0/3

Mme Malvina Lecomte

火

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN1b-o

Interactions 1

leçon 0/3

Mme Malvina Lecomte

木

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN1c-o

Interactions 1

leçons 0/3

M. Pierre Turlur

木

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN1d-o

Interactions 1

leçons 0/3

M. Ludovic Helme

土

13:30-15:30

20h

¥34,000
¥34,000

1G20IN2-o

Interactions 1

leçons 4/6

M. Sylvain Mokhtari

土

10:00-12:00

20h

1G20IN3-o

Interactions 1

leçons 7/9

Mme Pélaggy Vergnon

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN4a-o

Interactions 1

leçons 9/12

M. Sylvain Mokhtari

金

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN4b-o

Interactions 1

leçons 9/12

M. Sylvain Mokhtari

金

13:30-15:30

20h

¥34,000

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

A1.2レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
Aコース
Bコース

週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

テーマ別

クラスコード
1G40IN21-o

Interactions 2プラス

leçons 1/6

M. Romain Chaulet /
M. Cédric Belec

日

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

40h

¥64,000

1G25IN21a-o

Interactions 2

leçons 1/4

M. Pierre Turlur

水

18:30-21:00

25h

¥39,500

1G25IN21b-o

Interactions 2

leçons 1/4

Mme Malvina Lecomte

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

1G25IN22-o

Interactions 2

leçons 5/8

M. Sylvain Mokhtari

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

1G25IN23a-o

Interactions 2

leçons 9/12

M. Julien Bogaers

水

10:00-12:30

25h

¥39,500

1G25IN23b-o

Interactions 2

leçons 9/12

M. Kévin Tortissier

木

18:30-21:00

25h

¥39,500

担当講師

曜日

時間

補足強化

Cours thématique
家族で楽しむフランス語

Atelier pour enfants et parents
3〜5歳のお子様対象のフランス語を発見するアトリエで
す！ご家族の方（おひとり）
もご一緒にご参加ください。
マリ
オネットを使い、
フランス語と日本語で昔話や物語を聞いた
り、
フランス語の歌を歌ったり、絵を書いたり、
ゲームしたり、
のんびりフランス語を楽しんで学びましょう。

クラスコード

クラス

全学習時間

受講料

1S24DA1a-o*

DELF A1 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

1S24DA1b-o**

DELF A1 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

OSAKA 講座

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
合教材を使用します。
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。A1.2からは、
現実的な場面から実践的に学べるよう構
成されたテキストで、
文法事項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ていきます。

集中
講座

使用教材：

クラスコード

1S24DA1a-o* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
1S24DA1b-o** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

テーマ別
クラスコード

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1T15EF-o

家族で楽しむフランス語

Mme Malvina Lecomte

土

10:30-12:00

15h

¥25,500

2名の講師がクラスを担当します。
通常2年のところを1年でA1レベルを修了しま
すので、
ちょっとお急ぎで、集中して学習された
い方にオススメです。

補足強化

Approfondissement linguistique
DELF • DALF 試験に備えよう！
Préparez votre DELF DALF !

自信を持って試験に臨みましょう！
合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
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A2

使用教材：

ÉLÉMENTAIRE 初級

総合フランス語
Français général

総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、
書く、
聞く、
読む、発音、文化〜を身につけることができます。

╚ Interactions 3
╚ Version Originale 2

会話力基礎固め
Coup de pouce

発音の間違いや文法の抜けているところを改善していくこ
とを目的とします。弱点を集中的に強化しましょう。

発音

Phonétique

補足強化

Approfondissement linguistique
DELF • DALF 試験に備えよう！
Préparez votre DELF DALF !

自信を持って試験に臨みましょう！
合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

会話プラス フレックス
Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！
火曜日から土曜日 16:00-17:00, 17:30-18:30 の時間帯
で、受講可能な時間帯をお知らせ下さい。
レベルチェックの
結果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのスタート
ももちろん可能です。
その場合は実施回数に対応した受講
料となります。

読解プラス

Compréhension écrite plus
A2以上の方対象、4名限定クラス。短編小説やエッセイ等
を読みます。事前配布の質問が理解を深めます。朗読し、
発音・音声表現を学び、作品についての会話を展開します。

テーマ別

Cours thématiques

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

Interactions 3

leçon 1/3

M. Ludovic Helme

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

2G20IN1b-o

Interactions 3

leçons 1/3

M. Xavier Gillard

木

10:00-12:00

20h

¥34,000

2G20IN2-o

Interactions 3

leçons 4/6

M. Marc Petit

土

16:30-18:30

20h

¥31,500

2G25IN2a-o

Interactions 3

leçons 5/8

M. Julien Menant

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G25IN2b-o

Interactions 3

leçons 5/8

M. Julien Menant

火

18:30-21:00

25h

¥39,500

2G25IN3a-o

Interactions 3

leçons 7/9

Mme Pélaggy Vergnon

火

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G20IN3b-o

Interactions 3

leçons 7/9

Mme Pélaggy Vergnon

金

19:00-21:00

20h

¥31,500

2G20IN3c-o

Interactions 3

leçons 7/9

M. Jean-Noël Polet

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

2G25IN3-o

Interactions 3

leçons 9/12

M. Raphaël Lafitte

金

18:30-21:00

25h

¥39,500

2G20IN3d-o

Interactions 3

leçons 9/12

M. Sébastien Delbes

土

16:00-18:00

20h

¥31,500

A2.2
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2G20IN4-o

Interactions 3

leçons 13/15

M. Julien Bogaers

金

10:00-12:00

20h

¥34,000
¥34,000

2G20IN5a-o

Interactions 3

leçons 13/15

M. Gilles Fernandez

土

13:30-15:30

20h

2G20IN5b-o

Interactions 3

leçons 16/18

Mme Malvina Lecomte

金

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G20IN5c-o

Interactions 3

leçons 16/18

M. Cédric Belec

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

2G20F19-o

Festival 2

leçon 19

Mme Malvina Lecomte

火

18:30-20:30

20h

¥31,500

2G20VO6-o

Version Originale 2

unité 6

Mme Pélaggy Vergnon

金

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G20VO7-o

Version Originale 2

unité 7

M. Ludovic Helme

水

19:00-21:00

20h

¥31,500

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

24h

¥38,400

補足強化
クラスコード

テキスト／クラス

2S24DA2a-o*

DELF A2 試験対策講座 A

2S24DA2b-o**

DELF A2 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

シャンソンを軸にフランス語をより楽しく学びます。正確に
発音し歌い、
歌詞をフランス語で読み、
歌の背景となる文化
や状況にも触れます。
最新のヒット曲や歌手も紹介します。

2S10KPFL-o

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

10h

¥29,000

2 S 20 ND-o

やりなおしのフランス語

M. Ludovic Helme

土

10:00-12:00

20h

¥ 31,500

2S10CP-o

会話力基礎固め講座

M. Sébastien Delbes

火

18:00-19:00

10h

¥29,000

2S10PH-o

発音

Mme Pélaggy Vergnon

金

18:00-19:00

10h

¥18,000

2S10CVa-o

M. Franck Fauconnier

水

11:00-12:00

10h

¥29,000

Poésie

会話プラス

2S10CVb-o

会話プラス

M. Cédric Belec

金

13:30-14:30

10h

¥29,000

有名作家、現代作家、詩法の諸規則を学びます。様々な授
業内容で詩を読む練習をします。

2S10CVc-o

会話プラス

M. Julien Bogaers

金

13:30-14:30

10h

¥29,000

2S10PL-o

読解プラス

M. Cédric Belec

金

14:40-15:40

10h

¥29,000

Chanson française

ポエジー入門

水・木 19:00-21:00

2S24DA2a-o* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
2S24DA2b-o** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

Nouveau départ

テーマ別

自信を持って中級へ進むため、A2レベルの重要ポイントを
見直しながら、弱点を克服し、
フランス語をより自然に使え
ることを目指します。4学期で1区切り。
ご希望の方は、
レベ
ルチェックを受けてください
（要予約）。

アトリエ
INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

テキスト

2G20IN1a-o

シャンソンで学ぶフランス語

やりなおしのフランス語（A2）

12

クラスコード

OSAKA 講座

Aコース
Bコース

正しく話すためには、音の違いや特徴、
イントネーション等
正しい知識が必要です。段階毎に様々な練習をこなします。

総合フランス語
A2.1

クラスコード

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2T20CH-o

シャンソンで学ぶフランス語

Mme Yuki Takaoka

水

13:30 -15:30

20h

¥31,500

2T15P-o

ポエジー入門

M. Raphaël Lafitte

金

15:00-16:30

15h

¥25,500

秋のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 44ページ
をご覧ください。
アンスティチュ・フランセ関西
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B1 INTERMÉDIAIRE 中級

使用教材：

╚ Nouveau Rond-Point B1.1
╚ Nouveau Rond-Point B1.2

総合フランス語
B1.1
クラスコード

テキスト

3G20N11-o Nouveau Rond-Point B1.1

総合フランス語
Français général

総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、
書く、
聞く、
読む、発音、文化〜を身につけることができます。

テーマ別

Cours thématiques
ニュースでフランス語
Médias-Actualités

マスメディアの情報を基に、読むこと・見たことを理解するこ
と・討論に展開することを目的とします。

補足強化

絵画で学ぶフランス語

仏検に備えよう！

19世紀のフランスの社会的側面が表れている絵画を観ま
す。様々な絵画や作者、
フランス人やフランスについて知り、
表現できるようになるでしょう。

Approfondissement linguistique
Préparez votre Futsuken !
合格を確実なものとするための、仏検2級・準1級試験対策
の対策講座です。総合力アップも目指しつつ、過去問を用い
た対策を行います。2次験対策も、少しずつ話すことに慣れ
てゆきます。受講ご希望の方は、
レベルチェックを受けてく
ださい。
2級 対策講座
水曜日 19:00-20:30
準1級 対策講座 金曜日 15:30-17:00

Le français par la peinture

曜日

時間

全学習時間

受講料

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

3G20N12a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 2

Mme Malvina Lecomte

水

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N12b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 2

Mme Janina Tomimoto

金

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N13a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Franck Fauconnier

水

13:00-15:00

20h

¥31,500

3G20N13b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

Mme Malvina Lecomte

金

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N13c-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Louis-René Béziers

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N14a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Xavier Gillard

火

18:30-20:30

20h

¥31,500

3G20N14b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Xavier Gillard

土

13:30-15:30

20h

¥31,500

3G20N15a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Sébastien Delbes

水

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N15b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Julien Menant

水

13:30-15:30

20h

¥31,500

leçon 10

M. Sylvain Mokhtari

火

18:30-20:30

20h

¥31,500

¥31,500

3G20E10-o

Echo B1 (vol.1)

B1.2
3G20N21a-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 1

M. Xavier Gillard

水

13:30 -15:30

20h

unité 1

M. Florent Kernen

木

14:30-16:30

20h

¥31,500

3G20N22a-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 2

Mme Pélaggy Vergnon

金

10:00-12:00

20h

¥31,500

シネマで学ぶフランス語（B1）

3G20N22b-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 2

M. Sébastien Delbes

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

Ciné FLE

3G20N24-o

unité 4

M. Jean Lamare

木

19:00-21:00

20h

¥31,500

1本の映画を通し、
フランス社会・文化・習慣の一面を発見
し、
生きたフランス語を聞き取り、
表現力を深めます。
フランス
語字幕と質問を配布し、様々な角度から分析・議論します。

3G20N25a-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 5

M. Xavier Gillard

火

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N25b-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 5

M. Jean-Noël Polet

土

13:30-15:30

20h

¥31,500

自信を持って試験に臨みましょう！
合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。

フランスで子供達が読んでいる本を通して、語学力をアッ
プ、文化の知識を深めることを目的としています。

Lecture en français facile

3G20E29-o

Echo B1 (vol.2)

leçon 9

M. Xavier Gillard

水

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20R11-o

Reflets 2

épisode 11

M. Jean Lamare

金

19:00-21:00

20h

¥31,500

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

Mme Yuki Takaoka

水

19:00-20:30

15h

¥25,500

補足強化
クラスコード
3S15KF-o

課

仏検 2級 対策講座

3S24DB1a-o*

DELF B1 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

DELF B1 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

3S20C30-o

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

テキスト／クラス

3S24DB1b-o**
3S10KPFL-o

週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

Nouveau Rond-Point B1.2

OSAKA 講座

フランス語で読んでみましょう

Aコース
Bコース

担当講師
M. Cédric belec

3G20N21b-o Nouveau Rond-Point B1.2

DELF • DALF 試験に備えよう！
Préparez votre DELF DALF !

課
unité 1

会話プラスフレックス
Communication progressive II

leçon 30

10h

¥ 29,000

M. Julien Menant

水

10:00-12:00

20h

¥31,500

3S10CPa-o

会話力基礎固め講座

M. Sébastien Delbes

火

19:10-20:10

10h

¥29,000

3S10CPb-o

会話力基礎固め講座

M. Sébastien Delbes

金

10:00-11:00

10h

¥29,000

3S24DB1a-o* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
3S24DB1b-o** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

会話プラス フレックス
Kaiwa Plus Flex

テーマ別

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！火曜日から土曜日16:00-17:00、
17:30-18:30の時間帯で、受講可能な時間帯をお知らせ下
さい。
レベルチェックの結果と合わせて、2名揃えば成立。
学期途中からのスタートももちろん可能です。
その場合は
実施回数に対応した受講料となります。

クラスコード

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3T20MA-o

ニュースでフランス語

M. Florent Kernen

金

19:00 -21:00

20h

¥31,500

3T20TB-o

絵画で学ぶフランス語

Mme Emilie Devaux

水

14:00-16:00

20h

¥31,500

3T20CI-o

シネマで学ぶフランス語

M. Cédric Belec

金

10:30 -12:30

20h

¥31,500

3T15LJ-o

フランス語で読んでみましょう

Mme Janina Tomimoto

金

13:30 -15:00

15h

¥25,500

Communication progressive du français 2
コミュニケーション力のレベルアップを目的とします。

会話力基礎固め
Coup de pouce

発音の間違いや文法の抜けているところを改善していくこ
とを目的とします。弱点を集中的に強化しましょう。
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アトリエ

秋のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 44ページ
をご覧ください。
アンスティチュ・フランセ関西
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B2

AVANCÉ 上級

総合フランス語
Français général

総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、
書く、
聞く、
読む、発音、文化〜を身につけることができます。

補足強化

Approfondissement linguistique
仏検に備えよう！

Préparez votre Futsuken !
合格を確実なものとするための、仏検2級・準1級試験対策
の対策講座です。総合力アップも目指しつつ、過去問を用い
た対策を行います。2次験対策も、少しずつ話すことに慣れ
てゆきます。受講ご希望の方は、
レベルチェックを受けてく
ださい。
2級 対策講座
水曜日 19:00-20:30
準1級 対策講座 金曜日 15:30-17:00
Préparez votre DELF DALF !

自信を持って試験に臨みましょう！
合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

会話プラス フレックス
Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！
火曜日から土曜日 16:00-17:00, 17:30-18:30の時間帯で、
受講可能な時間帯をお知らせ下さい。
レベルチェックの結
果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのスタートも
もちろん可能です。
その場合は実施回数に対応した受講料
となります。

聞き取り

Compréhension orale
この講座の目的は、聞き取る力を向上させ、
ボキャブラリー
を豊かにしていくことにあります。

書く・話す

Parler-Écrire
一学期に数回各受講者が選んだテーマについてフランス
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語で発表し、内容や表現について皆で意見を述べ合いま
す。講師がそのテキストを添削し、翌週に表現上の問題点
（見解のプレゼンテーションや語彙の選択等）
を再検討
し、他の解決策も考えます。皆さんが心魅かれたことがテー
マになります。

テーマ別

Cours thématiques
ジャーナル・アンスティチュ
Le journal de l'Institut

内なるジャーナリスト精神を目覚めさせましょう。
テーマは、
ア
ンスティチュ・フランセに関すること、
皆さんの地域自慢、
フラ
ンスもしくは世界について等。取材やインタビューを通して、
関西の知られざる一面をIF関西の皆さんに知らしめましょ
う。
ジャーナリストに必要な手順（記事の書き方、
タイトルの
決め方、
ルポルタージュのプランの立て方、
自己訂正など）
か
ら学び、皆で楽しくジャーナルを作成し、
ホームページで公
開します。

フランスの地方（B2）
La France des régions

地理や文化といった各地方の多様性を通し、
資料の事前配
布と体系的な学習により確かな言語スキルを身につけます。

ニュースでフランス語

総合フランス語
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4G20NRP1-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 1

M. Jean-Noël Polet

水

19:00-21:00

20h

¥31,500

4G20NRP5-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 5

M. Cédric Belec

火

10:00-12:00

20h

¥31,500

4G20RP8-o

Rond-Point 3

unité 8

M. Marc Petit

土

14:00-16:00

20h

¥31,500

4G20RP10-o

Rond-Point 3

unité 10

M. Marc Petit

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

補足強化
クラスコード

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4S15FK-o

仏検 準1級 対策講座

Mme Janina Tomimoto

金

15:30-17:00

15h

¥25,500

4S24DB2a-o*

DELF B2 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

4S24DB2b-o**

DELF B2 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

4S10KPFL-o

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

10h

¥29,000

4S15PE-o

書く・話す

M. Olivier Birmann

火

19:30-21:00

15h

¥25,500

4S15CO-o

聞き取り

M. Sébastien Delbes

水

18:30-20:00

15h

¥25,500

4S24DB2a-o* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
4S24DB2b-o** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

テーマ別
クラスコード

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4T20JN-o

ジャーナル・アンスティチュ

M. Kévin Tortissier

日

13:30-15:30

20h

¥34,000

4T20TRa-o

ニュースでフランス語

M. Sébastien Delbes

火

13:30-15:30

20h

¥31,500

4T20TRb-o

ニュースでフランス語

M. Xavier Gillard

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

4T20TRc-o

ニュースでフランス語

M. Cédric Belec

土

13:30-15:30

20h

¥31,500

4T20RG-o

フランスの地方

M. Nicolas Dassonville

水

18:00-20:00

20h

¥31,500

4T20TA-o

フランス語で読む現代社会

M. Jean-Noël Polet

木

19:00-21:00

20h

¥31,500

4T20FA-o

今日のフランス

M. Louis-René Béziers

土

17:20-19:20

20h

¥31,500

OSAKA 講座

DELF • DALF 試験に備えよう！

Aコース
Bコース

使用教材：

╚ Nouveau Rond-Point 3
╚ Rond-Point 3

Médias-Actualités

様々な分野から選ばれた日頃から気になるテーマについて
述べ合います。
ニュース映像や記事等のテキストを基に、理
解を深め、
ディスカッションへ展開します。語彙力や表現力
が豊かになり、語学力も高まっていきます。

フランス語で読む現代社会
Textes d'actualité

ニュース等のテキスト
（400文字程度）
を読み、
内容を要約
し、
クラスで発表し、討論へ展開する練習をします。
このクラ
スは、問題を提起し、情報を明確に表現し直すを目的とし
ます。

今日のフランス

La France d'aujourd'hui
ヴェルサイユ宮殿での現代アート、移民、
スト、
ヨーロッパ、
核、差別用語、
インテリ、教育など、芸術、政治、文化、社会
といった今日のテーマを、今のフランスを知る手掛かりとな
るヴィデオやフランスの新聞などの豊富な資料を通して分
析してみましょう。

アトリエ

秋のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 44ページ
をご覧ください。
アンスティチュ・フランセ関西
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C1/C2

SUPÉRIEUR 準マスター/マスター

補足強化

ることにより、基礎的な文法等を復習し、物事を理解し構
築する力を養います。

Approfondissement linguistique

テーマ別

DELF • DALF 試験に備えよう！

C'est drôle ?!

B2レベル以上の方対象。演劇や映画の抜粋をもとに、
（表
現方法やよく使用されるテーマ、著名なユーモア作家等）
フランス・コミックの様々な面を学ぶことを目的とします。

通信コース

哲学カフェ

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

Café Philo

会話プラス フレックス
Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！
火曜日から土曜日 16:00-17:00, 17:30-18:30の時間帯で、
受講可能な時間帯をお知らせ下さい。
レベルチェックの結
果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのスタートも
もちろん可能、実施回数に対応した受講料となります。

文書と口頭による論証法

Argumentation à l'écrit et à l'oral
口頭と筆記の両方で、
自身の考えをバランスよく、説得力の
ある表現で表明するためのスキルを身につけ、
練習をします。
（B2.2〜）

訳しながらフランス語を考える
Traduction japonais-français

一学期に、
良質で異なるジャンルの2、3つのテキストを仏訳
します。具体的に一定の内容を表現する文章を自ら作成す

哲学の始まりであるギリシャ哲学から現代哲学の西洋哲
学、
仏教・道教・ヒンドゥ教といった東洋哲学の偉大な思想
家と出会いましょう。
哲学とその厳格さについて学びます。

フランス文学に親しむ
文学作品を一緒に読むことを目的とします。
その作品は美
しく重要なものですが、文体や時代背景により時として読
みづらいことがありますが、私達は過去の作家たちに出会
い、文学的空間を探索できます。

フランスの文化・政治・社会を知ろう

La France culturelle, politique et sociale

今学期から、
講師2名が担当します。
多岐に渡るテーマに関す
る記事を読み、
下記の3つの目的を持って学習していきます。
╚ フランスの社会的、政治的、文化的特徴の学習
╚ 取り上げられたテーマでのフランスと日本との比較
╚ EU諸国および世界のその他の国々とフランスとの関係
DALF試験（聴解、読解、
口頭表現）
にも有効です。

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

5S24DC1a-o*

DELF C1 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

5S24DC1b-o**

DELF C1 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

5S24DC2a-o*

DELF C2 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

5S24DC2b-o**

DELF C2 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

5S10KPFL-o

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

10h

¥29,000

5S15TRb-o

訳しながらフランス語を考える

M. Olivier Birmann

木

19:30-21:00

15h

¥25,500

5S20AG-o

文書と口頭による論証法

M. Nicolas Dassonville

水

13:30-15:30

20h

¥34,000

5S24DC1a-o / 5S24DC2a-o* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
5S24DC1b-o / 5S24DC2b-o** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

テーマ別
クラスコード

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

5S10HU-o*

フランスのユーモア

M. Julien Menant

木

19:00-21:00

10h

¥18,000

5T20CP-o

哲学カフェ

M. Pierre Turlur

火

18:30-20:30

20h

¥31,500

5T20LT-o

フランス文学に親しむ

M. Olivier Birmann

木

13:30-15:30

20h

¥31,500

フランスの文化・政治・社会を知ろう

M. Jean-Noël Polet
M. Cédric Belec

5S10HU-o* 開講日：10/15・29、11/12・26、
12/10

木

15:00-17:00

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

Littérature

補足強化

5T20PO-o

COURS À DISTANCE

フランスのユーモア

合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
Aコース 週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
Bコース 週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

クラス

通信コース・オンラインコース

Cours thématiques

Préparez votre DELF DALF !

クラスコード

自宅学習プログラム

20h

¥31,500

入門から準マスターレベルまで 50 を超えるコース

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)

● 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（通信ネット）
●
●

●

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。

対象レベル：入門 (A1) 〜 中級 (B1)

対象レベル：入門 (A1) 〜 準マスター (C1)

2015 年 秋学期：9 月 26 日（土）〜 12 月 15 日（火）
登録期間：8 月 31 日（月）〜

www.institutfrancais.jp/cad
逃し
お見 く !
な

-初級(A2)レベル：

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！

2015 年 秋学期：10 月 5 日（月）〜 12 月 15 日（火）
登録期間：9 月 7 日（月）〜
e- フランセ LITE はいつでも申込みいただけます！

e-francais.jp

秋季 DELF/DALF 合格に向けて 準備対策コース特別設定！スペシャル プライスで！
DELF B2・DALF C1 準備対策（通信添削・口頭模擬試験）27,000 円 → 24,000 円
DELF A1・A2・B1 口頭試験対策 プライベートレッスン 7,000 円 → 5,000 円

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

あなたのご希望やペースにあわせて学べる、
「ア・ラ・カルトでプライベートレッ
スン」がオンラインでも可能になりました！
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！

www.institutfrancais.jp/onlineprivate

ネットでカンタン、スピーディーにお申込み！ tsushinboutique.com
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！

通信ブティック

検索

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

KYOTO

総合フランス語
A1.1レベル

京都講座

A1

使用教材：

DÉBUTANT 入門

総合フランス語
Français général

総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、
書く、
聞く、
読む、
発音、
文化〜を身につけることができます。

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1G40IN1

Interactions 1 プラス

leçons 0/6

M. Michel Davy
M. Romain Chaulet

土

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

40h

¥64,000

1G20IN1a

Interactions 1

leçons 0/3

M. Kévin Tortissier

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN1b

Interactions 1

leçons 0/3

Mlle Sophie Dumain

水

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN1c

Interactions 1

leçons 0/3

M. Nicolas Dassonville

金

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN2a

Interactions 1

leçons 4/6

M. Raphaël Lafitte

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN2b

Interactions 1

leçons 4/6

Mme Akiko Tamura

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

木

19:00-21:00

20h

¥34,000

金

13:30-15:30

20h

¥34,000

土

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

40h

¥64,000

1G20IN3a

Interactions 1

leçons 7/9

M. Jean-François
Simonnet

1G20IN3b

Interactions 1

leçons 7/9

M. Michel Davy

Interactions 2 プラス

leçons 1/6

A1.2レベル

補足強化

1G40IN21

Approfondissement linguistique
DELF • DALF 試験に備えよう！
Préparez votre DELF DALF !

自信を持って試験に臨みましょう！
合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
Aコース
Bコース

週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

M. Kévin Tortissier
Mme Akiko Tamura

1G25IN21a

Interactions 2

leçons 1/4

M. Raphaël Lafitte

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

1G25IN21b

Interactions 2

leçons 1/4

Mlle Sophie Dumain

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

1G25IN22

Interactions 2

leçons 5/8

M. Jean-François
Simonnet.

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

担当講師

曜日

時間

補足強化
クラスコード

講座名

1S24DA1a*

DELF A1 試験対策講座 A

1S24DA1b**

DELF A1 試験対策講座 B

1S15ND

やりなおしのフランス語

全学習時間

受講料

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

15h

¥25,500

M. Toshimasa Wada

火

10:30-12:00

KYOTO 講座

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
合教材を 使用します。
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。A1.2からは、
現実的な場面から実践的に学べるよう構
成されたテキストで、
文法事項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ていきます。

╚ Interactions 1
╚ Interactions 2

クラスコード

1S24DA1a* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
1S24DA1b** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

やりなおしのフランス語（A1.2）
Nouveau départ

集中
講座

Interactions1 プラス
（A1.1レベル）

2名の講師がクラスを担当します。
通常2年のところを、1年でA1レベルを修了しま
すので、
ちょっとお急ぎで、集中して学習された
い方にオススメです。

態勢を立て直し再スタートするための講座です。
昔やったけ
どほとんど忘れた、今、煙に巻かれている、音にも慣れない、
そんな方々、是非どうぞ。4学期を1区切りとします。教材は
講師が用意します。
ご希望 の方は、必ずレベルチェックを受
けてください
（要予約）。

アトリエ
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A2

使用教材：

ÉLÉMENTAIRE 初級

総合フランス語
Français général

╚ Interactions 3
╚ Version Originale 2

口頭表現のための発音演習（A2.2~）
Phonétique pour lʼexpression orale

それは声と体を使うことです。
この授業では、
自
総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい 『話すこと』
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、 然にフランス語で表現できるように口や体のトレーニング
をし、演劇のテクニックを用いて声の使い方を練習します。
書く、
聞く、
読む、
発音、
文化〜を身につけることができます。

補足強化

Approfondissement linguistique
DELF • DALF 試験に備えよう！
Préparez votre DELF DALF !

自信を持って試験に臨みましょう！

会話力と聞き取り力アップ

S'exprimer et comprendre à l'oral
この授業では、
モデル文をもとにした口頭練習や視聴覚教
材の聴解練習を通して、会話力と聞き取り力アップを目指し
ます。
また、授業活動を通じてフランス文化に触れることも
できます。

合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベルの
試験対策講座を実施します。
ご希 望の方はレベルチェックを受けてください。レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
Aコース
Bコース

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2G25IN1a

Interactions 3

leçons 1/4

M. Raphaël Lafitte

水

19:00-21:30

25h

¥39,500

2G25IN1b

Interactions 3

leçons 1/4

Mme Gaëlle Frenehard

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G25IN1c

Interactions 3

leçons 1/4

M. Julien Bogaers

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G20IN2

Interactions 3

leçons 4/6

M. Nicolas Dassonville

土

14:00-16:00

20h

¥34,000

2G25IN2

Interactions 3

leçons 5/8

M. Michel Davy

水

14:00-16:30

25h

¥39,500

2G20IN3

Interactions 3

leçons 9/12

M. Julien Bogaers

日

13:30-15:30

20h

¥34,000

2G25IN4

Interactions 3

leçons 13/16

M. Kévin Tortissier

土

13:30-16:00

25h

¥39,500

2G25VO6

Version Originale 2

unité 6

M. Louis-René Béziers

火

10:30-13:00

25h

¥39,500

A2.2レベル

2G25VO7a

Version Originale 2

unité 7

M. Marc Petit

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

2G25VO7b

Version Originale 2

unité 7

M. Louis-René Béziers

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G25VO8

Version Originale 2

unité 8

Mlle Sophie Dumain

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

担当講師

曜日

時間

補足強化
クラスコード

講座名

2S24DA2a*

DELF A2 試験対策講座 A

全学習時間

受講料

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

2S24DA2b**
2S10KPFL

DELF A2 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

10h

2S20ND

やりなおしのフランス語

Mlle Sophie Dumain

土

¥29,000

13:30-15:30

20h

2S10LP

読解プラス

M. Louis-René Béziers

¥34,000

水

14:00-15:00

10h

2S15PH

口頭表現のための発音演習

¥29,000

Mme Gaëlle Frenehard

土

14:00-15:30

15h

¥25,500

2S20CO

会話力と聞き取り力アップ

Mme Akiko TAMURA

火

18:30-20:30

20h

¥34,000

KYOTO 講座

週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

総合フランス語
A2.1レベル

2S24DA2a* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
2S24DA2b** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

会話プラス フレックス
Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！
火曜日から土曜日 16:00-17:00, 17:30-18:30 の時間帯で、
受講可能な時間帯をお知らせ下さい。
レベルチェックの結
果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのスタートも
もちろん可能です。
その場合は実施回数に対応した受講料
となります。

やりなおしのフランス語（A2）
Nouveau départ

態勢を立て直し再スタートするための講座です。昔やったけ
どほとんど忘れた、今、煙に巻かれている、音にも慣れない、
そんな方々、是非どうぞ。4学期を1区切りとします。教材は
講師が用意します。
ご希望の方は、必ずレベルチェックを受
けてください
（要予約）。

読解プラス

Compréhension écrite plus
短編小説やエッセイから読書を始めましょう。作品と共に
事前配布する質問がテキストの理解を深め、朗読をしなが
ら、発音・音声表現を学び、作品についての会話の場を設
けます。
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アトリエ

秋のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 44ページ
をご覧ください。
アンスティチュ・フランセ関西
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B1 INTERMÉDIAIRE 中級
総合フランス
Français général

総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、
書く、
聞く、
読む、
発音、
文化〜を身につけることができます。

補足強化

Approfondissement linguistique
仏検に備えよう！

使用教材：

╚ Nouveau Rond-Point B1.1
╚ Nouveau Rond-Point B1.2

Dessins de presse

新聞の4コマ漫画をもとに、
日本のことを知らない相手に、
社会や文化等をフランス語で紹介します。
この会話を通し
て人間関係や家族の在り方を見つめます。

聞き取りと口頭表現

Compréhension et expression orale
文法の理解を深め、聞き取りと口頭表現力の上達をめざし
ます。火曜夜：Compréhension orale B1+B2（Unité2）
土曜朝：Vidéo教材を使用。
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受講料

25h

¥39,500

3G25RP3a

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Louis-René Béziers

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP3b

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Nicolas Dassonville

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP3c

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

Mme Gaëlle Frenehard

水

14:00-16:30

25h

¥39,500

3G25RP3d

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Jean-François Simonnet

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

B1.2レベル
M. Michel Davy

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

あるテーマについて自由に話し、後半は教師が様々な教材
を使い、
スキルアップを図ります。

3G25RP23a

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 3

M. Michel Davy

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP23b

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 3

M. Nicolas Dassonville

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP24

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 4

M. Raphaël Lafitte

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP9

Rond-Point 2

unité 9

Mlle Sophie Dumain

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

曜日

時間

全学習時間

受講料

15h

¥25,500

Cours thématiques

食文化を巡る会話

Conversation autour de la gastronomie
日仏食文化を巡り口頭表現力を楽しく上達させます。洋菓
子、
ワイン、
レストラン、
有名シェフ、
などをもっと知りたい方ぜひ
ご参加を。

講読「プチ・ニコラ」

Lecture d'un roman illustré
ルネ・ゴシニ作。小さな男の子ニコラの仲間関係、喧嘩、初
恋、
そして大人社会の複雑な人間関係にいたるまで、愉快
な心温まる騒動の数々がジャン＝ジャック・サンぺによるイ
ラストと共にユーモラスに綴られています。

知ってなるほど！
Le saviez-vous ?

旅行、
アート、
シネマといった今日のテーマを取り上げます。
最
近の語彙と、
慣用表現を身につけ、
文法的構造を押さえます。

絵画で学ぶフランス語

Le français par la peinture
19世紀のフランスの社会的側面が表れている絵画を観ま
す。様々な絵画や作者、
フランス人やフランスについて、知
り、表現できるようになるでしょう。

補足強化
クラスコード

講座名

担当講師

3S15FK

仏検２級対策講座

未定

火13:30-15:00
または 土 17:30-19:00

3S24DB1a*

DELF B1 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

3S24DB1b**

DELF B1 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

3S10KPFL

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

10h

¥29,000

3S20ND

やりなおしのフランス語（B1.2）

Mme Gaëlle Frenehard

木

14:00-16:00

20h

¥34,000

3S20DP

4コマ漫画で見る日本

Mme Élisabeth Suetsugu

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

3S10KPa

会話プラス

M. Raphaël Lafitte

水

15:30-16:30

10h

¥29,000

3S10KPb

会話プラス

M. Raphaël Lafitte

土

16:00-17:00

10h

¥29,000

3S20CO

聞き取りと口頭表現

M. Olivier Rouaud

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

3S20CV

会話

M. Franck Fauconnier

水

18:30-20:30

20h

¥34,000

3S25NDa

やりなおしのフランス語
（B1）

M. Jean-François Simonnet

火

18:30-21:00

25h

¥39,500

3S25NDb

やりなおしのフランス語
（B1）

M. Franck Fauconnier

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

3S25NDc

やりなおしのフランス語
（B1）

M. Franck Fauconnier

土

16:00-18:30

25h

¥39,500

3S25CO

聞き取りと口頭表現

M. Olivier Rouaud

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

KYOTO 講座

Nouveau départ

自信を持って上級クラスへ進むため、
B1レベルの重要ポイ
ントをすべて見直しながら、
自分の弱点を克服し、
フランス
語をより自然に使えることを目指します。

全学習時間

10:00-12:30

M. Romain Chaulet

関西地域で観光客を案内できるようになりたい人向けです。
3・6・9回目のレッスンで、実地練習を行います。

やりなおしのフランス語（B1 / B1.2）

時間

火

unité 2

自信を持って試験に臨みましょう！

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！
火曜日から土曜日 16:00-17:00, 17:30-18:30の時間帯で、
受講可能な時間帯をお知らせ下さい。
レベルチェックの結
果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのスタートも
もちろん可能です。
その場合は実施回数に対応した受講料
となります。

曜日

M. Romain Chaulet

unité 2

Trésors touristiques du Kansai

Kaiwa Plus Flex

担当講師

unité 1

Nouveau Rond-Point B1.2

おもてなし関西

会話プラス フレックス

課

Nouveau Rond-Point B1.1

Nouveau Rond-Point B1.2

Préparez votre DELF DALF !

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

テキスト

3G25RP1

3G25RP22a

DELF • DALF 試験に備えよう！

週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

クラスコード

3G25RP22b

テーマ別

Aコース
Bコース

総合フランス語
B1.1レベル

Conversation

会話

*火曜日と土曜日の授業内容は同じです。
ご都合に合わせて毎週お
好き なほうへご参加いただけます。
*1次対策のみ、2次対策のみの受講も可能。
この場合受講料は60％
となります。

合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。

秋のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 44ページ
をご覧ください。

4コマ漫画で見る日本

Préparez votre Futsuken !
合格を確実なものとするために、仏検2級試験対策講座を
行います。前半5週間で1次試験対策を行い、後半5週間は
2次試験対策を行います。
ご登録の前にレベルチェックを受けていただきます。
火曜日 13:30-15:00 または 土曜日 17:30-19:00

アトリエ

3S24DB1a* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
3S24DB1b** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

テーマ別
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3T20KS

おもてなし関西

M. Marc Petit

木

13:30-15:30

20h

¥36,000

3T20GC

食文化を巡る会話

M. Raphaël Lafitte

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

3T25LC

講読
「プチ・ニコラ」

M. Jean-François Simonnet

火

10:00-12:30

25h

¥39,500
¥39,500

3T25SVa

知ってなるほど! Le saviez-vous ?

M. Jean-François Simonnet

水

10:00-12:30

25h

3T25SVb

知ってなるほど! Le saviez-vous ?

M. Jean-François Simonnet

土

14:00-16:30

25h

¥39,500

3T25TB

絵画で学ぶフランス語

Mlle Emilie Devaux

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

アンスティチュ・フランセ関西

25

B2

AVANCÉ 上級

総合フランス語
Français général

総合フランス語講座は、
フランス語を体系的に学ぶ最もよい
手段です。
コミュニケーションに必要なすべての能力〜話す、
書く、
聞く、
読む、
発音、
文化〜を身につけることができます。

補足強化

Approfondissement linguistique

使用教材：

╚ Nouveau Rond-Point 3

ニュースで学ぶ：
理解力を深め、ディスカッションを行う
Actualités télévisées

France2のニュースの学習を通して、様々な時事的テーマに
ついて学び、
自己表現するまたとない機会です。
ニュースの
日本語への翻訳演習も行います。

テーマ別

Cours thématiques

仏検に備えよう！

シネマで学ぶフランス語（B2）

合格を確実なものとするために、仏検準1級試験対策講座
を行います。前半5週間で1次試験対策を行い、後半5週間
は2次試験対策を行います。
ご登録の前にレベルチェックを受けていただきます。
火曜日 15:30-17:00 または 土曜日 15:45-17:15

1本の映画を通し、
フランス社会・文化・習慣の一面を発見
し、
生きたフランス語を聞き取り、
表現力を深めます。
フランス
語字幕と質問を配布し、様々な角度から分析・議論します。

Préparez votre Futsuken !

DELF • DALF 試験に備えよう！
Préparez votre DELF DALF !

自信を持って試験に臨みましょう！
合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
Aコース
Bコース

週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30

※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

会話プラス フレックス
Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！
火曜日から土曜日 16:00-17:00, 17:30-18:30の時間帯で、
受講可能な時間帯をお知らせ下さい。
レベルチェックの結
果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのスタートも
もちろん可能です。
その場合は実施回数に対応した受講料
となります。

フランスの地方（B2）
La France des régions

地理や文化といった各地方の多様性を通し、
資料の事前配
布と体系的な学習により確かな言語スキルを身につけます。

科学とフランス語

クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4G25RP4

Nouveau Rond-Point 3

unité 4

M. Michel Davy

水

19:00-21:30

25h

¥39,500

4G25RP5

Nouveau Rond-Point 3

unité 5

Mme Gaëlle Frenehard

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

補足強化
クラスコード

講座名

未定

火 15:30-17:00
または 土 15:45-17:15

4S15FK

仏検準1級対策講座

15h

¥25,500

4S24DB2a*

DELF B2 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

4S24DB2b**

DELF B2 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

4S10KPFL

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

10h

¥29,000

4S20CO

フランスの様々な顔

M. Olivier Rouaud

水

10:00-12:00

20h

¥34,000

4S25TVa

ニュースで学ぶ：
理解力を深め、ディスカッションを行う

M. Eric Faure

木

18:30-21:00

25h

¥39,500

4 S 25 TVb

ニュースで学ぶ：
理解力を深め、ディスカッションを行う

M. Eric Faure

金

9:30-12:00

25h

¥39,500

4 S 25 TVc

ニュースで学ぶ：
理解力を深め、ディスカッションを行う

M. Eric Faure

土

14:00-16:30

25h

¥39,500

4S24DB2a* 開講日：9/16・17・30、10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
4S24DB2b** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

テーマ別
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4T20CI

シネマで学ぶフランス語

M. Cédric Belec

水

19:00-21:00

20h

¥34,000

4T20RG

フランスの地方

M. Nicolas Dassonville

木

10:00-12:00

20h

¥34,000

4T20SC

科学とフランス語

M. Marc Petit

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

4T30CI

文学とシネマ

M. Eric Faure

土

10:00-13:00

30h

¥45,000

KYOTO 講座

*火曜日と土曜日の授業内容は同じです。
ご都合に合 わせて毎週お
好きなほうへご参加いただけます。
*1次対策のみ、
2次対策のみの受講も可能。
この場合受講料は60％
となります。

Ciné FLE

総合フランス語

Sciences FLE

特に科学とフランス語に興味がある方にお勧めします。
ニュースや日常生活に影響を及ぼしていることなど、異なる
テーマや主題に注目し、記事やビデオを通して楽しみなが
ら学びます。

文学とシネマ

Littérature et cinéma
19世紀半ばに、産業革命の最中の労働者たちの生活を描
いたインダストリアル小説という新しいジャンルの文学が出
現しました。今期は、
ジョルジュ・サンド、
ラ・コンテス・ドゥ・
セギュール、
ゾラの作品の抜粋を読みながら、
この大きな激
動の時代を勉強してみましょう。

フランスの様々な顔

Regards sur la France (B2.2)
文法の基本事項はすでに学習し、聞き取りと口頭表現力の
上達を望まれる方々のクラスです。様々なシチュエーション
で実践しながら理解を深めます。
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C1/C2

SUPÉRIEUR 準マスター / マスター

補足強化

翻訳と会話

Traduction et conversation

Approfondissement linguistique
DELF • DALF 試験に備えよう！
Préparez votre DELF DALF !

自信を持って試験に臨みましょう！
合格を確実なものにするために、DELF・DALFの全レベル
の試験対策講座を実施します。
ご希望の方はレベルチェックを受けてください。
レベル
チェック後、AコースかBコース、
またはどちらのコースでも
受講可能な方はその旨をお知らせください。
Aコース 週2回 水曜・木曜 19:00-21:00
Bコース 週1回 金曜 10:30-12:30 / 13:30-15:30
※申込締切日：Aコース 9月11日
（金）/ Bコース 9月13日
（日）

日仏翻訳を中心に、口頭と記述スキルを磨きませんか？
このジャンル固有のナレーションを有効に使い、様々な
言い回しの習得・運用を行います。
また、時には記事、
バン
ドデシネ、歌詞などを取り使い、仏日翻訳も練習します。
主な使用予定作品:ロック冒険記（手塚）/ 美味しんぼ・ア・
ラ・カルト48日本の味（雁屋・花咲）

テーマ別

Kaiwa Plus Flex

今までの少人数制クラス会話プラス
（最大4名）
が、
さらにフ
レキシブルになりました！
火曜日から土曜日 16:00-17:00, 17:30-18:30 の時間帯で、
受講可能な時間帯をお知らせ下さい。
レベルチェックの結
果と合わせて、2名揃えば成立。学期途中からのスタートも
もちろん可能です。
その場合は実施回数に対応した受講料
となります。

（アンスティチュ・フランセ関西－京都 2階メディアテーク内）

À la découverte de la culture japonaise

フランス文学

Argumentation à l'écrit et à l'oral
このクラスでは、
口頭と筆記の両方で、
自身の考えをはっき
りとバランスよく、説得力のある表現で表明するためのフラ
ンス語のスキルを身につけ、練習をします。
（B2.2〜）

Littérature française

思想史

このクラスでは、西洋文化にまつわる大きな問いを哲学的、
歴史的、人類学的な観点から考察していきます。
今期はFragments d'un discours amoureuxを読みます。

補足強化
曜日

時間

火曜～金曜日：13時~20時

土曜日：10時~18時

クラスコード

講座名

全学習時間

受講料

5S24DC1a*

DALF C1 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

5S24DC1b**

DALF C1 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

5S24DC2a*

DALF C2 試験対策講座 A

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

5S24DC2b**

DALF C2 試験対策講座 B

金 10:30-12:30 / 13:30-15:30

24h

¥38,400

5S10KPFL

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

10h

¥29,000

5S20AG

文書と口頭による論証法

M. Nicolas Dassonville

日

13:30-15:30

20h

¥34,000

5S15TR

翻訳と会話

M. Raphaël Lafitte

金

11:00-12:30

15h

¥25,500

5S24DC1a / 5S24DC2a* 開講日：9/16・17・30、
10/1・7・8・14・15・21・22・28・29
5S24DC1b / 5S24DC2b** 開講日：9/18、10/2・9・16・23・30

テーマ別
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

5T15DC

フランス語で再発見する日本文化

M. Romaric Roynette

金

18:00-19:30

15h

¥25,500

5 T 20 LI

フランス文学

M. Eric Avocat

水

16:30-18:30

20h

¥34,000

5 T 20 HI

思想史

M. Nicolas Tajan

土

10:00-12:00

20h

¥34,000
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大阪でもカウンセリング！
毎月、
アンスティチュ・フランセ関西－大阪
でのカウンセリングも実施しております。
日程は、
ホームページでご確認ください。

Tel. 075-761-2122（直通）Fax. 075-761-2106 email: kansai.enfrance@institutfrancais.jp

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/enfrance-kansai/

フランスの古典文学または現代文学の作品を読み、
内容や
テーマ、様式について歴史的、文化的に分析していきます。
秋学期：La bête humaine, par Émile ZOLA

担当講師

フラン
スで、
フラン
ス語
を学
ぶ。

安心・
リーズナ
ブルなア
ンスティ
チュ・
フランセ
のサ
ポート

学校やコース選び、登録手続き、住居手配、
留学費用の支払いなど、
1. 出発まで完全個別フ
ォロー
2. レベルを問わず、短期（1週間）から長期（1年）留学が可能
3. 代行手数料なし。長期留学の方には、学生ビザ申請の情報提供

フランス語学留学サポート

フランス語で再発見する日本文化

Histoire des idées

文書と口頭による論証法

安心・リーズナブルなフランス語学留学サポート

OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

Cours thématiques

エクスポゼとディスカッションにより、
日本についての知識を
深め、
口頭と筆記表現力を高めます。通訳ガイドの方にお勧
めです。
毎学期、
文化スポットへ出かけ実地授業を行います。

会話プラス フレックス

フランス語学留学は、
アンスティチュ・フランセ関西で！

※2回目以降のご相談及び留学手続申込は、
クラブ・フランスの会員登録が必要になります。
クラブフランスの詳細は、P.50ページでご確認下さい。

無料

GRATUIT

ATELIERS D'AUTOMNE
秋のアトリエ

CAFÉ DES AMIS

A1/C2 カフェ・デザミ

CINÉ FORUM

A1/C2 シネ・フォーラム
日本語字幕付のクラッシックもしくは現代のフランス映画を、毎月1作品上映します。上映後はフランス
人講師とのディスカッション
（30分）
があります。是非ご参加ください。
どのレベルの方でもご参加いただ
けます。
クラブ・フランス会員：500円、一般：800円

10月の上映作品

11月の上映作品

Comme un lion

Les gazelles

10/21
（水）14:00～
10/31
（土）16:00～

11/14（土）16:00～
11/18
（水）14:00～

10/17
（土）16:00～
10/28
（水）14:00～

11/11（水）14:00～
11/25
（水）14:00～

12月の上映作品

Le Jour des corneilles
12/ 2（水）14:00～
12/16
（水）14:00～
12/ 9（水）14:00～
12/19
（土）16:00～

土曜日 16:00～17:30

10月24日、11月21日、12月12日

土曜日 16:00～17:30

10月31日、11月28日、12月12日

受講料：クラブ・フランス会員：500円、一般：800円

ATELIER KARAOKÉ

A1/C2 フランス語でカラオケ！
カラオケを使って、楽しみながらフランス語の発音を上達させましょ
う。
まず、歌詞を読んで内容を確認してから歌う練習をしますので、知
らない曲でも大丈夫です。歌詞の日本語訳もお渡しします。
たくさん
歌ってストレスを解消しましょう！歌いながらフランス語を楽しんでく
ださい。
金曜日 19:00～20:30

10月30日、11月20日、12月11日

講師：Mlle Malvina Lecomte
受講料：クラブ・フランス会員：500円、一般：800円

ATELIER DE YOGA EN FRANÇAIS

ATELIER D'ILLUSTRATION

A1/C2 フランス語でヨガ

A1/C2 イラストのアトリエ

ヨガは、
身体を強くし、落ち着いた精神と最良の健康をもたらしてくれます。完成された呼吸、
ゆっくり手
足を伸ばすこと、深くリラックスすることはヨガのレッスンで行われる基本です。是非トライしてみてくださ
い。
どのレベルの方でもご参加いただけます。

このアトリエでは、1つの思いつきや文章が、
どのようにイラスト化さ
れるかを、
シンプルな画像（人間やロゴやマンガなど）
を用い、
いくつ
かの例の考察を通して、理解していきま す。基本のメソッドに基づい
て、私たちも画像を作成してみましょう。専門的な知識や技術は必
要ありません。

アイアンガーヨガ、
アシュタンヨガ
水曜日 15:45～16:45

10月14日・28日、11月11日・25日、
12月9日

講師：M. Tsutomu Yoshida
受講料：クラブ・フランス会員：5回 8,500円
（1回2,000円）
、
一般：5回 10,500円
（1回2,500円）

ハタ・ヨガ
土曜日 11:00～12:00

30

飲み物を囲んで、
フランス語・日本語で楽しいひと時を過ごしましょう。
クラスで学んだことを使ってみたり、
好きな本について話し合ったり、
ゲ
ームで遊んだり…楽しく寛げるひとときになることでしょう。
お友達と一
緒に是非お越しください。
どのレベルの方でもご参加いただけます。

10月31日、11月14日・28日、
12月5日・12日

好奇心と遊びのセンス、
そして試してみたいという気持ちで参加して
下さい！
水曜日 14:00～16:00

10月21日、11月4日・18日、12月2日・16日

講師：M. Tiery Le Cam

講師：M. Dominique Lamure

受講料：クラブ・フランス会員：1回3,500円
（5回17,000円）、一般：1回3,800円
（5回18,500円）

受講料：クラブ・フランス会員：5回 8,500円
（1回2,000円）、一般：5回 10,500円
（1回2,500円）

日本語・フランス語の両方で行います。

2日前までに要予約

3日前までに要予約
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アンスティチュ・フランセ関西ー京都

NUIT BLANCHE KYOTO 2015

Institut français, Kyoto

ニュイ･ブランシュ KYOTO 2015

パリ白夜祭への架け橋 ― 現代アートと過ごす夜

10 3
月

日
（土）

入

場

無

料

京都市内各所で実施

▷19:30～翌朝01:00
【Jardin】

【ガーデン】
19:30-01:00 京都造形芸術大学マンデイプロジェクト
「京造ねぶた」展

【館内各所】
19:30- 01:00 小篠弘子（コシノヒロコ）＋circle side 展
パートナー：BIWAKOビ エンナーレ

19:30-20:00 ミシャ・デリダーx Monochrome Circus

Inspirée de la grande manifestation parisienne et consacrée à l'art
contemporain, la cinquième édition de la Nuit Blanche Kyoto sera organisée
dans la ville de Kyoto, liée avec Paris par un Pacte d'amitié ancien. Mettant
en lumière en particulier les échanges fructueux existant entre la France et
le Japon dans les domaines des arts appliqués et de l'artisanat d'art, Nuit
Blanche Kyoto propose des programmes variés qui essaimeront dans les
nombreux espaces d'art et de patrimoine que compte la ville.

21:30-22:00 中沢レイ ジェリー ゴードンによるダン
ス＆即興音楽

モードの造形美術家・ミシャ・デリダーと
Monochrome Circusによる遊び心溢れるコンテ
ンポラリー・ダンス

20:10-20:40 珠寳

ネリー・ソーニエ（ヴィラ九条山）

羽細工を制作するネリー・ソーニエは、ゴルチエ
やジバンシィなど、モード界とのコラボレーション
も多数。その美しい羽細工を、草木に仕える花士
（はなのふ）・珠寳が生けるパフォーマンス

20:50-21:20 小篠弘子（コシノヒロコ） + circle side展
プレゼンテーション

22:10-22:40 山本夕華 チャールズ・エリック・ビラード
によるダンス＆音楽
22:50-23:20 Dance in Building 2015

Monochrome Circusがワークショップ参加者と共
に創作する、館内を舞台としたサイトスペシフィッ
クなダンス作品

23:30-00:00 井原季子 エル酒井による笙とダンスのパ
フォーマンス

京都国際マンガミュージアム

京都芸術センター

▷18:00～22:00

▷10:00～22:00

Musée International du Manga de Kyoto

プロジェクション・マッピング（高木正勝、江村耕市、
アイヴァン・リー、phenographics、Mathematic）／
MAKOTO／ヤニック・パジェ、Yohei Yamakado、濱 大二郎 & アレクサン
ドル・モベール／尾辻優衣子、他

ヴィラ九条山
Villa Kujoyama

▷16:00～22:00

加藤貢介、元レジデント：ジャン・ロー／
ロマン・クロネンベルグ／バンジャマン・グランドルジュ／
アレクサンドル・ディモス／アラン・ミシャー
現レジデント：ヴァンサン・ロマニー／エマニュエル・ビュルドー／
ピエール＝ジャン・ジルー／ネリー・ソーニエ、他

Kyoto Art Center

ニュイ･ブランシュ参加ギャラリー

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

imura art gallery：山﨑史生
eN arts（エンアーツ）
：白子勝之

▷11:00～22:00

19:30- 01:00 Exposition de Koshino Hiroko + circle side
Partenaire : Biwako Biennale
19:30-20:00 Performance de danse de Micha Deridder
x Monochrome Circus
20:10-20:40 Performance d'Ikebana de Shuho –
collaboration avec Nelly Saunier
(Villa Kujoyama 2015)
20:50-21:20 Visite de l'exposition de Koshino Hiroko +
circle side
21:30-22:00 Duo danse & musique Ray Nakazawa x
Jerry Gordon
22:10-22:40 Duo danse & musique Yuka Yamamoto x
Charles-Eric Billard
22:50-23:20 Performance de danse de Monochrome
Circus «Dance in Building 2015»
23:30-00:00 Duo danse & musique Tokiko Ihara x El
Sakai
00:10-00:40 Duo danse & musique : Kondo Shino x
Mangrove Kipling

00:10-00:40 Konko Shino Mangrouve Kiplingによる
ダンス＆音楽

EUGENE KANGAWA／ピエール＝ジャン・ジルー

Kyoto City University of Arts ART GALLERY @KCUA

【Plusieurs espaces】

CULTURE

「ニュイ ･ブランシュ（白夜祭）
」
は、パリ市が毎秋行う一夜限りの現代アー
トの祭典です。パリの姉妹都市・京都では、今年も日仏の現代アートを無
料で楽しめる
「ニュイ・ブランシュ KYOTO」
を市内各所で開催。パフォーマ
ンスや展示、プロジェクション・マッピングなど、多彩なプログラムで開
催5周年を祝います。
昨年の
「現代アート ×伝統工芸」
を DNAとして、今年のニュイ ･ブランシュ
がテーマとするのは
「ファッション」
。日本とフランスで活躍するアーティ
ストが、
「日仏イノベーション・イヤー」
の幕開けを華やかに飾ります。
思いがけない発見が待っている、現代アートのプロムナード！

19:30- 01:00 Illumination d'une lanterne de papier
geante réalisée par les étudiants de
Kyoto Zokei

ギャラリーギャラリー：梅田香織
ギャラリー16：八嶋有司

Gallery PARC：松井紗都子
KUNST ARZT：花田恵理

同時代ギャラリー：熊田悠夢
MORI YU GALLERY：花岡伸宏

* Programme sous réserve de modification.

Andrea Crews N.O.B a.k.a.COCOSPIN metome／
アンバー・カーディナル／Lila Neutre／西尾美也

地下鉄山科駅前 音の広場

Station Yamashina - OTONOHIROBA

▷16:00-18:00

大江マサキ、他、サブウェイ・パフォーマー

※ 天候等の事情により、
プログラムは予告なく変更される場合があります。

主催：京都市／アンスティチュ・フランセ関西 共催：京都国際マンガミュージアム／京都芸術センター／京都市立芸術大学／京都市交通局／
ヴィラ九条山 特別後援：在日フランス大使館 後援：外務省／パリ市／在京都フランス総領事館 助成：アンスティチュ・フランセパリ本部
協賛：東洋アルミニウム株式会社／株式会社エスディーヴィージャパン／エルメスジャポン株式会社／公益財団法人 稲盛財団／
ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社／株式会社フラットエージェンシー／有限会社すわ製作所／上羽絵惣株式会社／株式会社 建築画報社／
（一社）
岡山日仏協会 協力：KYOTO CMEX 実行委員会／全日本空輸株式会社／株式会社髙島屋 京都店／株式会社竹尾／
NPO法人エナジーフィールド／平成27年度 滋賀県「美の滋賀」創造事業／地域の元気創造・暮らしアート事業／MEDIA SHOP Gallery／
maki izumikawa office／ハイアット リージェンシー京都／REALKYOTO
アドバイザー：蘆田裕史（京都精華大学）、石関 亮（京都服飾文化研究財団）、成実弘至（京都女子大学）
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白沙村荘 橋本関雪記念館

16:00-21:00 マニュエラ・ポール＝カヴァリエ
／神郡宇敬

有斐斎 弘道館

18:00-22:00 オロール・ティブー／大舩真言

賀茂御祖神社（下鴨神社）

17:30-21:30 Rhizottomez（アルメル・ドゥー
セ&マチュー・メッツガー）、
ryotaro、今西玲子／大舩真言
／アンヌ・ロール・サクリスト

安楽寺

KYOTO ART HOSTEL kumagusuku

スフェラ

京都造形芸術大学 ARTZONE

17:00-22:00 イザベル・ド・メゾヌーブ
11:00-22:00 ピエール・シャルパン

清課堂ギャラリー

16:00-21:00 YUKIO FUJIMOTO

18:00-22:00 深谷莉沙／塩見友梨奈
／寺本 愛

10：00–22:00 マニュエラ・ポール＝カヴァリエ
／ゴリアト・ディエーヴル

クリス・モズデルのアートハウス

千總ギャラリー

源鳳院 京都

10:00-21:00 ヴァンサン・ロマニー

Gallery C.A.J
13:00-21:00 セリーヌ・シルヴェストル
／井澤葉子

知恩院三門

19:30-20:30（20:00開演予定）
heterophonic Dada + ATWAS

18:00-22：00 京都美術工芸大学（KYOBI）／
京都伝統工芸大学校（TASK）x
エコールブール国立工芸学校

京都メトロ

22:00AOKI takamasa／
Okadada、Ken'ichi Itoi a.k.a. PsysEx／MDG／
アレクサンドル・モベール／Hal Udell／
Masahiko Takeda

18:00-22:00 フランソワ・アザンブール

ザ ターミナル キョウト

13:00-22:00 ミシャ・デリダー／
Kyoto Contemporary x Ateliers
de Paris／野村春花

聖ヴィアトール北白川カトリック教会
大聖堂
19:00-21:00 ジェラール・プーレ／森 悠子
／岡本誠司／川島余里／
くらしき作陽弦楽合奏団／
金子文子

東山 アーティスツ・プレイスメント・
サービス
（HAPS）
19 :00-翌朝10:00 ALLNIGHT HAPS

MEDIA SHOP Gallery
18:00-22:00 コレット・ウシャール／地点

UrBANGUILD
19:00-25:00
Nuit Blanche After Party

DECO Japan
18 :00–22 :00
菅井英子／KIJI／き乃はち

YOKAI SOHO上京区
13 :00-24 :00
大巻伸嗣／今井俊介／高田冬彦
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DE L'ORIGINE DE L'ŒUVRE D'ART EN
MÉSOLOGIE
日仏環境文化学術フォーラム
『芸術作品の起源』
への風土的道のり
講演者：オギュスタン・ベルク
（社会科学高等研究院）
パネリスト：阿部健一（地球研）
10月16日
（金）18:00～20:00

「宗柄の様にそれを質から霊への趣と呼ぶにしても、
またはハイデッガーの様に大地と世界の間の係争と
呼ぶにしても、風景の中に同じ原理が働いている。
それは人間世界を開く働きなのだ。
」
著名な知日家でフ
ランス社会科学高等研究院教授を務めるオギュスタ
ン・ベルクが阿部健一と共に風土について語ります。
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 稲畑ホール
入場無料 日本語
主催：アンスティチュ・フランセ関西 / 総合地球環境学研究所
共催：京都府

© Claude Truong-Ngoc

Qu'on l'appelle « tension de la substance vers l'esprit »,
comme Zong Bing, ou « litige entre la terre et le
monde », comme Heidegger, un même principe est
à l'œuvre dans le paysage : celui qui ouvre un monde
humain. Grand connaisseur du Japon et directeur
d'études à l'EHESS Paris, Augustin Berque discutera
autour du paysage avec Abe Kenichi (RIHN).
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata
En japonais

CULTURE

京都伝統工芸館

17:00-17:45 金子文子

CONFÉRENCE
FORUM FRANCO-JAPONAIS SUR LA
CULTURE ET L'ENVIRONNEMENT

CINÉMA

SHORT SHORTS FILM FESTIVAL &
ASIA OSAKA 2015
ショートショートフィルムフェスティバル&
アジア大阪 2015
フランス短編作品集 上映プログラム
9月21日
（月・祝）13:10～15:00

10月4日
（日）
に開催
賀茂別雷神社（上賀茂神社）細殿

17:15-19:00 『 VOID - 結び-』
森山開次（ダンス）／
大舩真言（絵画）
※ 入場は、www.voidmusubi.com よりご予約
いただいた方優先

9月22日
（火・祝）10:30～12:20

（エマニュエル・ビュルドーによるアフタートークあり）

ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア
は、アジア最大級の国際短編映画祭です。大阪では
ナレッジキャピタルの主催で 2013 年から開催され
ており、毎年フランスの短編映画も上映されます。
22 日には上映後、元カイエ・ドゥ・シネマ編集長
で現在ヴィラ九条山に滞在しているエマニュエル・
ビュルドーによるアフタートークもあります。この
機会に次世代を担う若手フランス人監督の新作をご
覧下さい。

Le Short Shorts Film Festival est l'un des plus grands
festivals de cours métrages en Asie. Il est organisé à
Osaka par Knowledge Capital depuis 2013 et présente
chaque année une sélection de courts métrages
français présentée par le Festival du Film francais. Le
22 septembre, Emmanuel Burdeau, résident de la Villa
Kujoyama et ancien rédacteur en chef des Cahiers
du Cinéma , en proposera un commentaire après la
projection.

ナレッジシアター
（グランフロント大阪北館4F）
主催：一般社団法人ナレッジキャピタル、株式会社KMO
後援：アンスティチュ・フランセ関西他
入場無料
詳細は www.shortshorts-osaka.org/2015/

Lieu : Knowledge Theater (Grand Front Osaka North Bldg.4F)

アンスティチュ・フランセ関西
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FEUILLES D’AUTOMNE 2015

RENCONTRES

読書の秋 2015

「読書の秋」は、フランス語で創作された文芸作品を
広く知っていただくために、アンスティチュ・フラ
ンセ日本が毎年企画しているイベントです。多様か
つ学際的なプログラムで、フランスや日本の素晴ら
しい文筆家やマンガ家を取り上げています。
第8回目となる今回、文学界からはピエール・ルメー
トルとエドゥアール・ルイが、バンド・デシネから
はオリヴィエ・ルドロワとケラスコエットが登場し
ます。

Consacré à la production littéraire en français et avec
une programmation pluridisciplinaire, ce festival
organisé par l'Institut français du Japon met en
lumière chaque année les plus brillants écrivains et
dessinateurs de bande dessinée français et japonais.
Pour cette 8e édition, des événements dans le Kansai
seront organisés avec Pierre Lemaitre et Édouard
Louis pour le volet littérature, et Olivier Ledroit et les
Kerascoët côté bande dessinée.

WEEK-END DE LA BANDE DESSINÉE

バンド・デシネの週末in関西
CONFÉRENCE

11月22日
（日）14:00～16:00

著名なイラストレーターでありキャラクターデザイ
ナーの天野喜孝と、オリヴィエ・ルドロワが対談す
るイベントがマンガミュージアムで実現します！
オリヴィエ・ルドロワは、ヒロイック・ファンタジー
やロールプレイングゲームに影響され、1990 年代初
頭に現れた作家たちのリーダー的存在です。彼の世
界はゴシック、妖精物語、中世ファンタジーにまた
がっています。最新シリーズ
『ウィカ』は日本語にも
翻訳されました。
天野喜孝は小説
『吸血鬼ハンター D』
『アルスラーン
戦記』
等の挿絵を、ゲーム
『ファイナルファンタジー』
では、キャラクターデザインを手掛けました。これ
ら幻想的且つ妖艶な絵柄や、独創性あふれるフォル
ムが高く評価され、パリ、ニューヨーク、ドイツ等、
世界中で個展を開催し、多くの賞を受賞しています。

© Ledroit, Day 2015 published by
Euromanga L.L.C.

Le célèbre illustrateur et « character designer »
japonais, Yoshitaka Amano, rencontre Olivier
Ledroit pour un événement exceptionnel au cœur
des mondes merveilleux !
Olivier Ledroit est considéré comme le chef de file
du genre médiéval-fantastique. Sa dernière série,
Wika , est traduite en japonais.
Yoshitaka Amano a travaillé sur la série Vampire
Hunter D et le jeu Final Fantasy . Son style fantastique
et envoûtant lui a valu une reconnaissance dans le
monde entier.
Lieu : Musée international du
manga de Kyoto, rez-de-chaussée,
auditorium

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

À l'occasion du week-end de la bande dessinée française dans le Kansai, Xavier Gillard, spécialiste de bande
dessinée, et Frederic Toutlemonde, président du Kaigai Manga Festa, vous proposent de découvrir cinq artistes
en tout ! Une séance de dédicaces suivra les rencontres.

11月20日
（金）15:30～17:00

マリー・ポムピュイとセバスチャン・コセの二人
が組むユニット、ケラスコエットを招いて文学カ
フェを行ないます。バン
ド・デシネ、青少年向け
のアニメーションやアルバ
ムなど、ケラスコエットの
繊細でカラフルな世界に皆
© Dargaud / Cécile Gabriel
様をご案内します。
アンスティチュ・フランセ関西―大阪
逐次通訳付
一般：800円、
クラブ・フランス：500円

Marie Pommepuy et Sébastien Cosset vous ouvrent
les portes de leur univers dessiné à quatre mains
nommé Kerascoët. Collaborant sur des projets
de bande dessinée, d'animation et d'albums pour
la jeunesse, le duo livre des œuvres délicates et
colorées.

11月21日
（土）14:30～16:00

オリヴィエ・ルドロワが海外マンガフェスタ
2015で来日中のトニー・ヴァラント（Radiant）
と
ともにフランスのバンド・デシネの現状につい
て語ります。
アンスティチュ・フランセ関西―大阪
逐次通訳付
一般：800円、
クラブ・フランス：500円

Olivier Ledroit, invité de Feuilles d'automne, et Tony
Valente (Radiant ), invité du Kaigai Manga Festa
2015, discuteront autour de la nouvelle bande
dessinée française.
Lieu : Institut
français, Osaka,
9e étage

Lieu : Institut français, Osaka, 9e étage

Fées et amazones
(artbook) © Glénat

Jolies Ténèbles © Dupuis

ATELIER DE DESSIN POUR ENFANTS AVEC LES KERASCOËT

ワークショップ：ケラスコエットによる子供のためのデッサン

京都国際マンガミュージアム
共催：京都国際マンガミュージアム
逐次通訳付 入場無料・但し、
ミュージアムの入場料は別途必要
（大人: 800円、
中学生:300円、小学生:100円）
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バンド・デシネの週末in関西に際して、グザヴィエ・ジラール先生と海外マンガフェスタのフレデリック・
トゥールモンドが５名の作家を紹介します。最後にはサイン会もあります。

CULTURE

RENCONTRE ENTRE AMANO
YOSHITAKA ET OLIVIER LEDROIT
対談：天野 喜孝&オリヴィエ・ルドロワ

CAFÉS LITTÉRAIRES AUTOUR DE LA BANDE
DESSINÉE
漫画カフェ

11月22日
（日）9:30～11:00

定員15名、5歳以上のお子様を対象。
アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
逐次通訳付 要予約 一般：800円、
クラブ・フランス500円
ご予約・お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西―京都
mediatheque.kyoto@institutfrancais.jp
© 2013 YOSHITAKA AMANO

Cet atelier est limité à 15 personnes et recommandé
pour les enfants à partir de 5 ans.
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

アンスティチュ・フランセ関西

37

CONFÉRENCE

RENCONTRE

PIERRE LEMAITRE
講演会

ピエール・ルメートルを迎えて
11月5日
（木）15:10～16:40

1918 年の休戦以降に展開される壮大な歴史物語で
ある
『天国でまた会おう』は、二人の復員兵による
詐欺を描いています。この作品で 2013 年にゴン
クール賞を受賞したピエール・ルメートルが推理
小説から大戦まで、作家としてのこれまでの道の
りを、関西学院大学准教授である久保昭博先生の
司会のもと語ります。
司会：久保 昭博（関西学院大学 准教授）
関西学院大学 上ヶ原キャンパス文学部大会議室
逐次通訳付 入場無料
共催：関西学院大学文学部文学言語学科フランス文学フランス
語学専修
お問合せ：関西学院大学文学部 Tel：0798-54-6201

Reconnu en France et à
©Thierry Rajic / Figure
l'étranger comme l'un des
plus grands écrivains de roman policier français,
Pierre Lemaitre s'est affranchi du genre littéraire
avec son roman, Au revoir là-haut , récompensé
en 2013 par le prestigieux prix Goncourt. Fresque
historique qui se déroule après l'armistice de 1918,
Au revoir là-haut trace l'escroquerie montée par
deux anciens poilus. Du polar à la Grande guerre,
Pierre Lemaître évoquera son itinéraire d'écrivain,
sous la modération d'Akihiro Kubo, maître de
conférences à l'université de Kwansei Gakuin.

LA SÉRIE NOIRE FÊTE SES 70 ANS !
RENCONTRE EXCLUSIVE AVEC AURÉLIEN
MASSON ET SÉBASTIEN RAIZER
講演会

ノワールシリーズ70周年！ オーレリアン・マッソン、
セバスチャン・レゼー 特別講演会
11月13日
（金）18:00～20:00

Lieu : Université Kwansei Gakuin, Uegahara Campus, bât. de la
Faculté des Lettres, salle de réunion

RENCONTRE

LE POLAR EN FRANCE ET AU JAPON :
RENCONTRE ENTRE PIERRE LEMAITRE ET
RINTARO NORIZUKI

CONFÉRENCE

ピエール・ルメートルと法月綸太郎を迎えて

戦後70年記念

対談 :フランスと日本における推理小説について
11月4日
（水）18:00～20:00

フランス風の推理小説とは？フランスでは日本と
同様に推理小説は常に変貌し、新しい読者を惹き
つけ、多くの人を魅了します。ピエール・ルメー
トルは世界中で翻訳されているノワール小説（犯罪
小説）
の作家です。作品には
『その女アレックス』
『死
のドレスを花婿に』
『丁寧な仕事』などがあります。
本格ミステリ作家クラブの会長であり、
『生首に聞
いてみろ』
等、数多くのミステリー作品の著者であ
る法月綸太郎との対談は、推理小説の分野での貴
重な出会いとなることでしょう。
司会：シルヴァン・カルドネル
アンスティチュ・フランセ関西―京都
同時通訳付 入場無料

稲畑ホール

Qu'est-ce que le roman policier « à la française » ?
En France comme au Japon, le polar se renouvelle
sans cesse, attire de nouveaux lecteurs et fascine
toujours autant. Pierre Lemaitre est l'auteur
de romans noirs traduits dans le monde entier,
tels que Alex , Robe de marié et Travail soigné . Il
rencontrera Rintaro Norizuki, président du Club des
écrivains de polars japonais "honkaku" et auteur de
plusieurs romans et nouvelles primés.
Modération : Sylvain Cardonnel
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

© Hélie Gallimard

逐次通訳付

入場無料

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

© Hélie Gallimard

LE JOURNAL DE VÉZELAY 1938-1944:
ROMAIN ROLLAND, CONFIDENT ET TÉMOIN
『ヴェズレー日記 1938−1944』ロマン・ロラン、
聞き手として証人として
11月28日
（土）14:00～16:00

『ヴェズレー日記』
は、主に第二次世界大戦中に綴ら Le Journal de Vézelay couvre notamment la
れました。ロマン・ロランにとっては、彼の理想が
deuxième guerre mondiale, époque cruelle entre
失墜するのを目の当たりにする辛い時代となりま
toutes pour Romain Rolland, qui assiste au naufrage
す。しかし、ロランは
『偉大な良心』
であり続け、そ
de ses idéaux. Rolland demeure cependant une
れ故に多くの同時代人たちにとって、打ち明け話
grande conscience : à ce titre, il est pour nombre
のできる貴重な相手でした。ただし、
彼にはもはや、 de ses contemporains un précieux confident.
作家として参画する若さも力もありませんでした。 Mais ce confident n'a plus l'âge ni l'énergie d'être
こうして、彼は証人に留まることになります。彼の
un écrivain engagé : il intervient comme témoin.
証言にはどのような役割があったのでしょうか？
Quelle est la fonction de son témoignage ?
講演：ディディエ・シッシュ
（甲南大学教授）
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 稲畑ホール
逐次通訳付 入場無料
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Lieu : Institut français, Kyoto, salle
Inabata

CULTURE

ガリマール社のノワール ･
Aurélien Masson, actuel
シリーズで編集長を務める
directeur éditorial de la
オ ー レ リ ア ン・ マ ッ ソ ン
Série Noire chez Gallimard,
が、伝説的な推理小説コレ
revient sur les 70 ans d'une
ク シ ョ ン の 70 周 年 に つ い
collection mythique de
て 講 演 し ま す。 翻 訳 家 で
romans policiers. Traducteur
あ り、
『L'Alignement des
et récemment auteur de
équinoxes』
の著者でもある、 L'Alignement des équinoxes ,
京都在住のセバスチャン・ Sébastien Raizer, installé
レゼーも講演に加わります。 à Kyoto, participera à cette
rencontre animée par Éric
司会：エリック・アヴォカ
アンスティチュ・フランセ関西―京都
Avocat, professeur à l'Institut
稲畑ホール
français.

Conférence de Didier Chiche,
professeur à l'université Kônan
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

アンスティチュ・フランセ関西
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RENCONTRE

SPECTACLE

ÉDOUARD LOUIS
エドゥアール・ルイを迎えて

RAKUGO PAR DEUX CONTEURS FRANÇAIS
フランス人の落語会

11月9日
（月）17:00～19:00

10月14日
（水）19:00開演 （大阪）

高等師範学校の学生であり、すでにブルデューについての
エッセイを発表したエドゥアール・ルイは若干 22 歳。2014
年には
『エディに別れを告げて』
を上梓しました。彼の処女作
にして、衝撃的な自伝的作品です。そこでは、貧しい環境で
過ごした幼少期、青少年期の日々が辿られています。
「異なっ
た」若者が受けた疎外と苦しみを語る小説は、同性愛差別に
反対するピエール・ゲナン賞を受賞し、日本語にも翻訳され
ました。

10月15日
（木）19:00開演 （京都）
落語はまず他愛のない
「マクラ」
話に始まり、
「本題」
そして
「落ち」
に至ります。その滑らかな話芸は、ま
さに日本の伝統芸能のひとつです。そんな日本の
お家芸を二人のフランス人の語り手が実演します。
日本とフランスをつなぐユニークなパフォーマン
スを楽しみましょう。

京都外国語大学、小ホール
（R171）
共催・お問合せ：京都外国語大学
逐次通訳付 入場無料

Stéphane Ferrandez (Villa Kujoyama 2009) : en
français, avec sous-titres japonais
Cyril Coppini : en japonais
アンスティチュ・フランセ関西―大阪 会議室
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 稲畑ホール
要予約
一般：2000 円、
クラブ・フランス会員：1500円

L'art traditionnel et humoristique japonais
interprété par deux conteurs français ! Le rakugo
commence par un sujet futile qui enchaîne sur le
sujet principal et se termine par un dénouement
piquant. Venez découvrir une performance
unique qui relie la France et le Japon !
© Édouard Louis

Lieu : Université des études étrangères de Kyoto, salle R171

MUSIQUE

RÉCITAL DE CLAVECIN – MUSIQUE FRANÇAISE
DE TAIJI TAKATA

ATELIER

チェンバロ・リサイタル

DÉFAIRE L’AUTOFICTION.
ATELIER AVEC ÉDOUARD LOUIS
エドゥアール・ルイのアトリエ：
オートフィクションの分解

高田泰治のフランス音楽
11月14日
（土）14:00

バッハを中心にドイツ音楽を極めてきたチェンバ
ロ奏者・高田泰治。2013 年に巨匠 O. ボーモンと出
会ったことで、独自のフランス音楽観を開花させ
つつあります。芸術家が変化する瞬間をともに見
ていこう―京都限定の
「高田のフランス・バロッ
ク」
プロジェクト。いよいよスタートです！

11月10日
（火）16:00～18:00

定員15名
（B2レベル以上の方を対象） 要予約
アトリエはフランス語で行います
（通訳なし）

アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
入場料：3000円、
クラブ・フランス会員2400円
共催・お問い合わせ：日本テレマン協会 Tel. 06-6345-1046

司会：オリヴィエ・ビルマン（関西学院大学、
アンスティチュ・フランセ関西）
アンスティチュ・フランセ関西―大阪
一般：800円、
クラブ・フランス会員：無料
ご予約・お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西
kansai.osaka@institutfrancais.jp
Lieu : Institut français, Osaka

ステファン・フェランデス
（ヴィラ九条山2009）
：フランス
語実演／日本語字幕付
シリル・コピーニ：全編日本語の演目を実演

CULTURE

Normalien et auteur d'un essai sur Bourdieu, Édouard
L o u i s a 22 a n s . I l s i g n e , e n 2014 , E n f i n i r a v e c E d d y
Bellegueule , un premier roman coup de poing à forte
dimension autobiographique, dans lequel il retrace ses
années d'enfance et d'adolescence dans un milieu modeste.
Son roman, qui raconte les souffrances et l'exclusion d'un
jeune homme "différent", a reçu le prix Pierre Guénin
contre l'homophobie et est traduit en japonais.

出 演

En finir avec Eddy Bellegueule © Seuil

Le claveciniste Taiji Takata, après s'être consacré à la musique d'allemande (notamment Bach), a
rencontré Olivier Baumont, grand maître français du clavecin, en 2013 . Il a depuis développé sa
propre vision de la musique française. Récital exceptionnel à Kyoto « Musique française baroque
jouée par Takata».
Lieu : Insiitut français, Kyoto, salle Inabata
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GASTRONOMIE

C'EST BON !
おいしいフランス～アペリティフ365 in京都

DANSE

LE PETIT BAL DU SAMEDI
土曜日のプチ・バル

10月9日
（金）
1部：13:30～16:00 / 2部：17:30～20:00

「アペリティフの日」
が季節を変えて復活します！
京都でフランス料理に携わるプロフェッショナルが一同に集い、
食事前に飲みものとおつまみを楽しむアペリティフの習慣を華やか
に演出します。ワインやカクテルは、プロのソムリエ、バーテンダー
がサービスし、フランス料理店・ホテルのシェフが特製アミューズ・
ブーシュ
（おつまみ）
を提供します。パティシエが用意するデザートも
楽しみのひとつ。フランスの美味しいアペリティフを味わいましょう！
パリで話題のレストラン Haï kaï のシェフ、アメリー・ダルヴァスもゲス
ト出演します。
アンスティチュ・フランセ関西ー京都
一般：4200円、
クラブ・フランス会員：3800円、
当日券なし
チケット：アンスティチュ・フランセ関西―京都、
KBS京都、KBSカルチャー、
セブンチケット等で発売中。
定員に達し次第、販売を終了します。
主催：
（株）京都放送
共催：フランス農業・農産加工業・林業省、
SOPEXA JAPON、
アンスティチュ・フランセ関西

Lieu : Institut français, Kyoto

「土曜日のプチ・バル」
に皆様をお誘いします！フラ
ンスの地方のフォークダンスを楽しみましょう。小
川達也先生がわかりやすくご案内しますので、初心
者の方も大歓迎！事前のお申し込みは不要です。
アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
一般：1200円、
クラブ・フランス会員：1000円

L'Institut vous invite à son petit bal du samedi.
Venez danser sur les airs enjoués de la musique
traditionnelle française. Débutants bienvenus !
Tatsuya Ogawa, professeur de danse, vous guidera
dans vos premiers pas.
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

GOURMET

LE MARCHÉ DE L’INSTITUT
ル・マルシェ

ル・マルシェの日にドミニク・ドゥーセの
料理のアトリエも行います（Ｐ44参照）

9月13日
（日）、10月11日
（日）、11月15日
（日）10:00～16:00
本場フランスのマルシェ
（朝市）
さながら、庭やテラ
スを開放して “食からアートを！ ”をテーマにお洒
落なマルシェを開催します。旬のオーガニック野菜
や食材、雑貨など多彩な店舗が軒を連ねます。心地
よい音楽が流れるガーデンで、素敵なフランス風日
曜日を過ごしましょう！
※ 雨天の場合、
開催を急遽中止する場合があります。
ご了承下さい。

Le jardin et la terrasse de l'Institut se transforment
en coquet marché du dimanche où vous trouverez une
grande variété de produits sur le thème « l'alimentation
en tant qu'art ». Dans une douce ambiance musicale,
profitez-en pour passer un dimanche « à la française » !
En cas de forte pluie, l'événement sera annulé.
Lieu : Institut français, Kyoto, jardin

アンスティチュ・フランセ関西―京都 ガーデン
入場無料
主催・お問合せ：ena farm www.enafarm.jp
共催：アンスティチュ・フランセ関西
協力：anowa農業法人設立準備室、S-STYLE

LE CAFÉ
ル･カフェ

LE MARCHÉ DE NOËL
マルシェ・ド・ノエル

12月19日
（土）、20日
（日）11:00～19:00

フランスの家庭料理を気軽に味わえる、ル・カフェ。フラ
ンス風サラダはニース風、オーヴェルニュ風、リヨン風な
どバラエティ豊か。ワインとともにいかがでしょう？
クロック･ムッシュやカヌレ、テイクアウト可能なバゲット
のサンドイッチもぜひお試し下さい。
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 1階 ル･カフェ
ご予約・お問合せ：Tel. 075-761-2180
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12月には恒例の「マルシェ・ド・ノエル」を開催します。
クリスマスのデコレーションが施されたガーデンで、
ご家
族やお友達とノエルのフードやお買い物をお楽しみくだ
さい。夜の美しいイルミネーションもどうぞお見逃しなく！
Venez nombreux au marché de Noël, en famille ou
entre amis, pour faire vos achats ou déguster des
produits de fête dans le cadre du jardin décoré pour
l'occasion.

アンスティチュ・フランセ関西
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CULTURE

L'Apéritif à la française revient à Kyoto dans une formule nouvelle : excellente
occasion de vous détendre dans le jardin ou sur la terrasse de l'Institut. Vins et
cocktails seront servis par des professionnels ainsi que les amuse-bouches
et gâteaux, préparés par les chefs et les pâtissiers des grands restaurants
français de Kyoto, avec la présence d'Amélie Darvas, chef du restaurant
parisien Haï kaï.

9月26日
（土）、10月24日
（土）、12月5日
（土）
16:30～19:30

ATELIERS DE CUISINE
料理アトリエ

FÊTE

人気フランス人シェフの料理アトリエです！フランスのお菓子や地方料理を、楽しく学びましょう。
シェフのデモンストレーションの後、試食があります。

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
年末パーティー

一般：3500円、
クラブ・フランス会員：3000円 ※ 2日前までに要予約／10名〜20名様限定 ※ アトリエはフランス語と日本語で行います。
Pour le plus
grand bonheur de
vos proches !

講師：ドミニク・ドゥーセ

素晴らしいパン職人であり、
クロワッサン、
カヌレ、
アーモンドクリームのお菓子で金賞を受賞した偉
大なパティシエ、
ドミニク・ドゥーセのレシピは、
インスピレーションに溢れ、
多くの人に親しまれていま
す。シェフのノウハウと、
美味しいレシピを学びましょう。

12月12日
（土）18:30～20:30
アンスティチュ・フランセ関西−京都

9月13日
（日） 11:00～12:30 タルト・タタン
10月11日
（日）11:00～12:30 ノルマンディ風サーモンのエスカロープ
11月15日
（日）11:00～12:30 モン・サン・ミッシェルの帆立貝

12月19日
（土）18:30～20:30
アンスティチュ・フランセ関西−大阪

アンスティチュ・フランセ関西―京都

3Fサロン

講師：ボグダン・プロペック

アンスティチュ・フランセ恒例の年末のパーティーです。フランスのビストロ料理を囲ん
で先生たちと乾杯しましょう！パーティーの最後を盛り上げる抽選会もお楽しみに。

独学の料理人ボグダン・プロペック。
フランスフェアに参加したり、
セミナーを
開催したり、
日夜フランス料理の素晴らしさを広めています。
ツアーガイドとし
ても学んだプロペックシェフは、
フランス各地の料理に精通しています。

アンスティチュ・フランセ関西―京都、大阪
一般：4000円、
クラブ・フランス会員：3500円
受付にてチケット販売／定員になり次第終了

10月17日
（土）16:00～18:00 ジロンド
11月7日
（土） 16:00～18:00 フランシュ＝コンテ
11月28日
（土）16:00～18:00 アルザス
9F会議室

CULTURE

アンスティチュ・フランセ関西―大阪

L'Institut français du Japon vous invite à participer à sa traditionnelle fête de fin d'année.
Venez déguster des plats typiquement français et trinquer avec vos enseignants à Kyoto le 12
décembre et à Osaka le 19 ! Une tombola sera organisée avec de nombreux lots à gagner.
Lieu : Institut français, Kyoto, Osaka

WINE EXPERIENCE
秋のおすすめワイン
自然の秋
ワインの味覚に影響を与えると言われるその場の
雰囲気や環境、音楽や照明は、脳の感覚野を活性化
し、
味覚の受容体を刺激することでその領域を広げ、
より繊細なニュアンスをもたらします。このよう
な効果をふまえてワインを味わってみませんか？
ヴァンサンがセレクトした 5種類の秋におすすめの
ワイン。料理家がそれぞれのワインに合わせてア
ミューズをご用意します。サミュエルがワインとお
料理に合わせた音楽をライブで表現します。
Le fond musical, l'éclairage ambiant modifient la
perception des saveurs d'un vin. En fonction de
l'humeur, de l'ambiance exprimée, la musique et
l'éclairage activent les zones sensorielles du cerveau,
stimulant ainsi les récepteurs de goût, donnant au
vin une plus large palette de goût et plus de finesse.
Prenons conscience de toutes ces perceptions en
dégustant du vin !
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要予約
10名〜30名様
限定

10月24日
（土）16:00～17:30
アンスティチュ・フランセ関西―大阪 9Ｆ会議室
一般：4000円、
クラブ・フランス会員：3000円

11月14日
（土）16:00～17:30
アンスティチュ・フランセ関西―京都

稲畑ホール

一般：4000円、
クラブ・フランス会員：3000円

※ ご予約はそれぞれのセミナー会場へ1週間前までにお願いします。尚、
キャ
ンセルは3日前までに、
それ以降のキャンセルはできませんのでご了承下さい。

アンスティチュ・フランセ関西
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KYOTO

OSAKA

MÉDIATHÈQUE PAUL CLAUDEL
ポール・クローデル メディアテーク
ポール・クローデル メディアテークは、
フランスやフラン
ス語に関する豊富な資料を自由にお楽しみいただ
ける場所です。京都と大阪の館内にあり、雑誌や新
聞、DVD、CD、古典文学や現代文学、
日本学、観光
ガイドや生活ノウハウについての書籍、美術書、
バン
ドデシネ、
ヴィラ九条山関連資料や児童書など、多
様な蔵書を取り揃えています。
フランス語学習スペー
スもご活用ください。

Espace pédagogique, revues et journaux, DVD,
CD, littérature classique et contemporaine, japonologie, tourisme et art de vivre, livres d'Art,
bandes dessinées, fonds documentaire de la Villa Kujoyama et espace jeunesse. Vous cherchez
un document en particulier ? Consultez notre
catalogue en ligne: www1.institut.jp

他館からの貸出
国内のフランス文化ネットワークのライブラリーと共有す
るオンライン・カタログから、蔵書を借りることもできます。
送料は利用者のご負担となります。

お問合せ：kyoto.mediatheque@institutfrancais.jp

46

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

閲覧は無料です。
ご自由にご覧下さい。

Accès libre et gratuit.

火曜日〜金曜日

9 : 30 – 19 : 00

Mardi - vendredi

9h30 - 19h

土曜日

9 : 30 – 18 : 30

Samedi

9h30 - 18h30

日曜日

9 : 30 – 15 : 00

Dimanche

9h30 - 15h

火曜日〜土曜日

9 : 30 – 19 : 30

Mardi - samedi

9h30 - 19h30

日曜日

10 : 30 - 16 : 00

Dimanche

10h30 - 16h

Prêt

貸出には、
クラブ・フランスの会員登録が必要です。

Prêt réservé aux membres Club France.

8冊

3週間

8 Livres

3 semaines

4冊

2週間

4 Magazines

2 semaines

CD

5枚

2週間

5 CD

2 semaines

DVD

2枚

2週間

2 DVD

2 semaines

オーディオブック

2冊

2週間

2 livres audio

2 semaines

書籍

Avec la carte Club France, il est possible d'emprunter
des livres dans les autres médiathèques du réseau.
Frais de port à la charge du demandeur.

雑誌

Pour consulter le catalogue commun : www1.institut.jp
Renseignements : kyoto.mediatheque@institutfrancais.jp

Culturethèque に登録しましょう !
Culturethèqueはアンスティチュ・フランセ日本のデジタ
ル図書館。
アンスティチュ・フランセ日本の受講生の皆様
は、Culturethèqueに無料で登録していただくことができま
す。
フランス語レベル・アップのための学習教材、推薦読書

Accès

貸出
Emprunts dans le réseau des médiathèques
françaises du Japon

オンライン蔵書カタログ：www1.institut.jp

開館時間

Inscrivez-vous à Culturethèque !
コンテンツとともに、9万件以上の資料、
ビデオ、雑誌、
ゲーム、
ＢＤや最新文芸関
連ニュースも閲覧（無料）
できます。
www.culturetheque.com

Les abonnés de la médiathèque et les étudiants peuvent s'inscrire à Culturethèque pour bénéficier d'un
espace exclusif entièrement gratuit, avec des exercices
pour améliorer leur niveau de français, ainsi que des
suggestions de lectures. Sont également disponibles

plus de 90 000 documents, vidéos, magazines, jeux et
BD, ainsi que l'actualité littéraire.
www.culturetheque.com

アンスティチュ・フランセ関西
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
講師紹介
アンスティチュ・フランセの講師陣は有資格中等教育教員であり、高等教育修了証書を有し、外国語として
のフランス語教授法専門教育課程を経た、経験豊富なプロフェッショナルです。DELF・DALF試験官・採点
者でもあり、専門分野はフランス文学や音楽、芸術、政治、哲学など、多岐にわたります。講師の経歴の詳細
はホームページをご覧ください。

専任講師・学習アドバイザー
学習者の皆様からの講座のご相談やフランス語上達のためのアドバイスを担当します。
また、
講座全般のコーディネーターとして、
講座の質をチェックし、
他の講師へ指導のサポートを行います。

Gaëlle FRENEHARD
学習アドバイザー責任者。
リラックスできる雰囲気でフランス語
を学んでいただけることを一番大切にしています。

Michel DAVY

Sylvain MOKHTARI

ボルドー出身。海外で暮らすことと外国語を話
すことが好き。

パリ近郊のアルジャントゥーユ出身。歴史・文学
など学ぶのが大好き。
バスケットボールも得意。

Sophie DUMAIN

Malvina LECOMTE

フランスの北に位置するリールから来ました。
旅
行とアジアのファッションや料理が大好きです。

ナント出身。料理、音楽、写真が大好き。皆さん
にフランス語を楽しんで頂くことが目標。

非常勤講師
Éric AVOCAT
高等師範学校の卒業生。現在は京都大学文
学部フランス語・フランス文学科研究者。

Cédric BELEC
音楽を愛すると同時に、社会や映画さまざまな
文化について議論することも大好き。

Louis-René BÉZIERS
日本の文化や文学には深く感動し、三島、谷
崎、
川端の熱烈なファンでもある。

Olivier BIRMANN
毎日詩を読むことで若返る、
とは本人の弁。常
に言語の問題について話せる状態にある。

Julien BOGAERS
2005年からフランス語教師として教鞭を執る。
日本文化、水泳、
チョコレートが好き。
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Éric FAURE

Olivier ROUAUD

アンスティチュ・フランセ関西や京都の大学で
教えつつ、京都の歴史や伝統を研究している。

自然が大好き。
その素朴さ、生きる喜びを愛し、
はつらつとした気分を感じるのを好む。

Gilles FERNANDEZ

Romaric ROYNETTE

趣味は音楽、
スノーボードやマリンスポーツ。京
都の隠れた宝を再発見するのも大好き。

日本文化大好き！フランスと日本の高校で12
年間にわたり教鞭を取っている。

Xavier GILLARD

Jean-François SIMONNET

ポワティエ出身。読書と映画と旅行が好き。特
にバンド・デシネに熱い思いを抱いている。

36年間京都在住。
日本や中国の伝統芸能、19
世紀フランス絵画や文学、友人やお酒が好き。

Ludovic HELME
映画や写真、
絵等映像を好む。
世界情勢を見て、
考察したり自問自答したりするのが好き。

Élisabeth SUETSUGU
パリ生まれ。国立東洋語学校卒業後、来日。
「ことば」
にたいする情熱は枯れることがない。

Florent KERNEN

Yuki TAKAOKA

ブルターニュ出身。読書、映画鑑賞、
日本酒を
熱愛。
暇さえあればインターネットをしている。

授業をするのが何よりも好き。音楽は聴くだけ
ではなく、舞台に立ち歌う喜びも味わっている。

Yuri KOJIMA

Akiko TAMURA

日仏の言語・文化の相違を興味深く思い、
楽しん
でいる。
Léon de Rosnyの研究に情熱を捧げる。

仏語学習を通して、新たな世界・新たな自分に
出会う楽しさを生徒と共有することが喜び。

Raphaël LAFITTE

Janina TOMIMOTO

カーン出身の好奇心旺盛な情熱家。
日本語、
美食、
スポーツ、宗教学、
ビジネスに興味あり。

読書、旅行、山や海辺を歩くことが趣味。田辺
聖子の翻訳にも携わる。

Romain CHAULET

Yamina LAIEB

Kévin TORTISSIER

ブザンソン出身。5年間のベトナム住まいの後
来日。趣味は語学と歴史。

日本で長年教師として培った全てのノウハウを
駆使し、親切で丁寧な授業をします。

お城で有名なロワール渓谷出身。5年前より独
学で日本語を勉強、音楽と映画鑑賞が趣味。

Nicolas DASSONVILLE

Jean LAMARE

Pierre TURLUR

フランス特有の見解を紹介し、生徒と共に異
文化理解についての考察に情熱を傾ける。

日本の古美術研究のため来日。北斎を敬愛。
大阪で豊かな文化的土壌を発見。
現在に至る。

文学・演劇・マジックに熱い情熱を注ぐ。
フラン
ス語講座を英語で行うことにも熱心。

Sébastien DELBES

Julien MENANT

Pélaggy VERGNON

2005年に大阪に着任。
リモージュ出身。
ドラム
と写真が趣味。

ノルマンディ出身。
モンゴルで数カ月教職に就
いた後、
日本へ。読書、音楽、
ゲーム好き。

趣味は旅行、写真。食べること、
出かけること、
友達とダンスをすることも大好き。

Emilie DEVAUX

Marc PETIT

Toshimasa WADA

日仏の両親のもと京都に生まれ、2つの文化を
享受する。
ブラジル文化・芸術にも関心を抱く。

言語学・心理学・科学の知識幅広し。
ワイン醸
造学や伝統工芸品、茶の湯にも情熱を注ぐ。

フランスで教授法を取得した後、外国語大学
で視聴覚フランス語を担当。

Franck FAUCONNIER

Jean-Noël POLET

パリ生まれ。政治学の勉強をした後に来日。関
西の大学では10年前から教鞭を執る。

ベルギー仏語圏出身。
オリンピック・マルセイユと
レッド・デビル
（ベルギー）
の盲目的サポーター。

アンスティチュ・フランセ関西

49

CLUB FRANCE

アンスティチュ・フランセ関西 ―京都（旧 関西日仏学館）
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto

クラブ・フランス

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8
8 Izumidono-cho Yoshida Sakyo-ku
Kyoto 606-8301
Tel. 075-761-2105 Fax. 075-761-2106
kansai@institutfrancais.jp

アンスティチュ・フランセ関西のフランス語講座にご登録頂いた受講生の皆様は、
自動的にクラブ・フランス
のメンバーとなられ、特典を無料でご利用頂くことができます。
アンスティチュの内外でご利用いただける、
バラエティに富んだ約100件の会員特典。
ぜひご活用ください！

アンスティチュ・フランセ関西の特典

外部パートナーの特典

メディアテーク：

レストラン、
ホテル、文化施設、
エステサロンなど、
外部のパートナーが提供する多様な特典。京都、
大阪、神戸、
フランスで、
メンバー特別待遇！
詳細はパンフレットかサイトでご確認下さい。

書籍、雑誌、バンドデシネ、CD、DVDの貸出

デジタル図書館「Culturethèque」
：
オンラインでフランスの映画、
各種資料に無料でアクセス

受付時間
火曜〜金曜：9:30 – 19:00
土曜：9:30 – 18:30 日曜：9:30 – 15:00

TRAIN：京阪電車出町柳駅より徒歩12分
BUS：市バス31、65、201、206「京大正門前」下車すぐ京都バス18「東一条」下車すぐ

ル・カフェ
火曜〜土曜：11:30 – 17:00（L.O.16:30）
日曜：11:30 – 15:00（L.O.14:30）
休館：月・祝

アンスティチュ・フランセ関西―大阪

（旧 大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ）
Institut français du Japon - Kansai / Osaka

フランス語学留学サポート：

〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-11
阪急産業南森町ビル9階

フランス語学留学に関する無料相談、
代行手数料無料

Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg. 9F,
2-2-11 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041

文化イベント：

Tel. 06-6358-7391 Fax. 06-6358-7393
kansai.osaka@institutfrancais.jp

アンスティチュ・フランセ関西が主催する館内・外の
イベントの入場料割引
（講演、映画、コンサート等）

受付時間
火曜〜土曜：9:30 – 19:30
日曜：10:30 - 16:00

カフェ
1Fル･カフェにおける割引

TRAIN：地下鉄谷町線または堺筋線「南森町」駅、
JR東西線「大阪天満宮」駅下車徒歩2分

※フランス語講座を受講されない方も、会費をお支払い頂くことでクラブ・フランスにご加入頂く
ことができます。

休館：月・祝

www.institutfrancais.jp

一般年会費：6200円 ＊学生の方は1000円割引
ご加入後にフランス語講座を受講される場合は、
ご加入日より1年間、年会費は不要となります。

www.clubfrance.jp

アンスティチュを体験！ 大学・高校の皆様を歓迎します
烏丸四条COCON烏丸より京都の最
新のトピックスから街の歳時記まで幅
広い情報と心地良い音楽をお届けし
ているFM RADIO STATION！

番組
「SPURT！FRIDAY」
（毎週金曜日10:00〜16:00）
内、
毎月第2 金曜日の15:30頃からは、
アンスティテュ・フランセ関西のイベント情報やフランスの最新情報をお届けしています。
※都合により変更になる場合がございます。
予めご了承ください。
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INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

高校や大学でフランス語を担当される先生方と、
生徒の皆様

アンスティチュ・フランセ関西は皆様のご訪問を歓迎します。
こちらから貴校に伺うこともできます。

プログラムはご希望に応じてアレンジいたします。
（アンスティチュの紹介やアクティビティ等）

お問合わせ・お申込み：kansai@institutfrancais.jp

アンスティチュ・フランセ関西は、西日本最大のフラン
ス語学校・フランス文化センター。
フランス大使館文
化部に本部を置く
「アンスティチュ・フランセ日本」の
関西支部として、
日仏両国の知的・文化的交流に努め
ています。

ÉTABLISSEMENT OFFICIEL DE L’AMBASSADE DE FRANCE

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON – KANSAI
フランス政府公式機関

アンスティチュ・フランセ関西

フランス語講座
Cours de français

入門から上級まで、
プロ講師陣による多彩なクラスを開講。
講座の質、多様性、規模において他に類を見ない、
フランス語
を学ぶ最高の環境です。

講座の種類
• グループレッスン
（総合フランス語、補足強化、
テーマ別）
• プライベートレッスン • 集中講座 • アトリエ

文化イベント

メディアテーク
Médiathèque

フランス関連の書籍、
バンドデシネ、
CD、DVD等。
自習スペースやデジタル図書「Culturethèque」
も。

留学サポート

Études en France

フランス語学留学サポートとCampus France フランス政府留学局がフランスへの留学をサポート。

資格試験
Examens

Événements culturels
フランス文化の発信基地として、
フランスのアート、最新の研
究、話題の作家をご紹介。楽しいグルメ･イベントも。
フランスの
「今」
を身近に体験！

KYOTO
（旧 関西日仏学館）

DELF・DALFやTCFでフランス語の腕試し！

カフェ
Café

気軽に味わうフランスの家庭料理。

OSAKA

（旧 大阪日仏センター
＝アリアンス・フランセーズ）

