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ÉDITO
ご挨拶
L'année 2014 aura été un grand cru. La France et le Japon ont célébré le 90ème
anniversaire de leur partenariat culturel, avec la participation d'un grand nombre d'acteurs culturels, français et japonais. Deux grands moments ont ponctué
l'année. L'un, la réouverture, en présence du ministre des Affaires étrangères et
du Développement international Laurent Fabius, de la Villa Kujoyama à Kyoto, cette
résidence d'artistes qui, désormais, va accueillir des créateurs japonais. L'autre, la
signature d'un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes, qui va encourager davantage la mobilité étudiante. Le but est le même : encourager les jeunes générations à échanger, nouer et partager. Car ce sont elles qui construisent l'avenir.
Ceci dit, cette relation ne se résume pas à la création et aux études. Vous, apprenants de la langue française, êtes la chair de cette amitié bientôt séculaire. En
vous remerciant de votre fidélité, je vous donne rendez-vous en 2015 à l'Institut
français du Japon.

Claire Thuaudet
Directrice de l'Institut français du Japon
Conseillère culturelle de l'Ambassade de France au Japon
(depuis le 1er septembre 2014)

日仏文化協力90周年にあたる2014年。
日仏両国の多くの方々に支えられて、例年にも増
して沢山のイベントに彩られました。
なかでも特筆すべき出来事が二つありました。
ひとつ
はヴィラ九条山のリニューアルオープン。
ファビウス外務・国際開発大臣が駆けつけてくれ
ました。
このアーティスト・イン・レジデンスは今後、
フランス人だけでなく日本人クリエイ
ターも受け入れていきます。
もうひとつは、
日仏両国による学位の相互認証協定の調印。
これにより留学が双方向に促進されることが期待されます。一見、
まったく異なる分野の
出来事のようですが、
どちらも目的は同じです。
それは日仏両国の若い世代の人たちに、
今以上に交流したり認識や経験を共有してもらうことです。
なぜならば、若者こそが、未来
を担っているからです。
もっとも、
アーティストや留学生のみが日仏関係を育んでいるのではありません。
フランス
語を習っている受講生の皆さんこそが、
日仏交流の土台を成しているといえます。
2015年もアンスティチュ・フランセ日本でお目に掛かれることを楽しみにしております。

アンスティチュ･フランセ日本代表
フランス大使館文化参事官

クレール･テュオーデ
（2014年9月1日着任）

アンスティチュ・フランセ関西～フランス語を学ぶ最高の環境！

1. 関西のナンバーワン！

4. 質の高い講師

1927年に設立された歴史ある関西日仏学館と、
アクセス抜
群の大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ。2013年
に二つの機関が統合され、
アンスティチュ・フランセ関西は
さらにパワーアップ！西日本最大のフランス文化センターと
して、幅広い活動を展開しています。

講師は全員プロフェッショナル。外国人のためのフランス語
教授法のトレーニングを受け、
さらなるレベルアップに努め
ています。
日本人受講生に効果的なメソッドで、
フランス語
の上達を導きます。

2.フランス政府公式機関
フランス大使館の公式機関であるアンスティチュ・フランセ
関西は、
日仏両国の文化的・知的交流に努めています。講
座の質、多様性、規模、
そして環境においても他に類を見な
い、信頼ある組織です。

3. 多彩なフランス語コース
すべてのレベルやニーズに応える多様なクラス。会話、発音、
翻訳などのテクニカルなコースや、文学、
ニュースなど、専門
的なテーマを扱うコースも充実。
フランス国民教育省認定
の資格試験DELF・DALFや、
TCFを受験することもできます。

目

フランス語講座

次
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5. フランス文化の発信基地
アンスティチュ・フランセ関西は文化発信基地。
フランスのア
ート、
最新の研究、
話題の作家、
グルメ・イベント等々。
フラン
スの
「今」
を、
身近に体験できます。

6. フランスへの多様なアクセス
メディアテーク、
フランス語学留学サポート、
フランス政府留
学局など、
フランスへの様々なアクセスを可能にする、学習
に最適の環境。
アンスティチュ・フランセ関西で、
フランスへ
の扉を開きましょう！
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Comment choisir ma classe?

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
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。
P5をご覧下さい。
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。

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。

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。

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。

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。

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＞
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.institutfrancais.jp/kansai/cours/levelcheck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

総合フランス語講座

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。

補足強化講座

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。

テーマ別講座

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。

クラスアイコン

4

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！

マイル
マイレージ特典対象となるクラス
（京都）

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

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

PORTES OUVERTES DU KANSAI
フランス語オープンデー

無 料

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。
12月20日
（土）

会場：アンスティチュ・フランセ関西－大阪
OSAKA

12月14日
（日）

会場：アンスティチュ・フランセ関西－京都
KYOTO

12:00
13:00
14:00
15:00

ゼロから

Interactions 1

初級

食文化を巡る会話

初級

Interactions 3

中級

会話プラス

ゼロから

Interactions 1

中級

Nouveau Rond - Point B1.1

初級

フランス語で歌いましょう

中級

フランスの地方

11:00
12:00
13:00
14:30
14:30
15:30
16:30

ゼロから

Interactions 1

中級

Nouveau Rond - Point B1.1

初級

Interactions 3

中級

中級文法

上級

Nouveau Rond-Point 3

初級

会話プラス

ゼロから

Interactions 1

初級

Version Originale 2

入門〜

アトリエ・ゲーム

入門

発音演習

中級

フランスのモードの歴史

上級

科学とフランス語

中級

フランスの地方

• この日はマルシェ・ド・ノエル
（P32）
を開催しています。

フランス語が初めての方に
会場：アンスティチュ・フランセ関西－大阪
OSAKA
12月10日
（水）

18:30-19:20

12月11日
（木）

10:30-11:20

12月12日
（金）

10:30-11:20

会場：アンスティチュ・フランセ関西－京都
KYOTO
12月11日
（木）

18:30-19:20

12月12日
（金）

10:30-11:20

12月16日
（火）

10:30-11:20

1月11日
（日）ル・マルシェの日

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

2月8日
（日） ル・マルシェの日

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

3月8日
（日） ル・マルシェの日

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

OSAKA
KYOTO

他のクラスも見学ができます。

オープンクラス
秋学期最後の授業を見ていただけます。
レベルチェックと合わせて事前にご予約下さい。
OSAKA
12月9日
（火）
入門
10:00-12:30

Interactions 1

L.4

M.Sylvain Mokhtari

12月10日
（水）
上級
10:00-12:00

Rond-Point 3

U.5

Mme Jade Mroueh

12月11日
（木）
入門
14:00-16:30

Interactions 1

L.4

M. Sylvain Mokhtari

12月14日
（日）
初級
10:30-14:30

Interactions 3

L.6

M. Mokhtari
M. Belec

KYOTO
12月10日
（水）
初級 Version Originale 2
13:30-15:30

U2 Mme Yamina Laieb

12月13日
（土）
入門
10:00-12:30

L4

Interactions1

M. Ludovic Helme

12月13日
（土）
初級 Version Originale 2
13:30-16:00

U6 M. Ludovic Helme

12月14日
（日）
初級
13:30-16:00

L4

Interactions 3

M. Julien Bogaers

アンスティチュ・フランセ関西
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受講手続

年会費

MODALITÉS D'INSCRIPTION
2015年冬学期
2015年1月7日
（水）− 3月18日
（水）

4,600円

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。
（例）2015年冬学期に登録された場合
5学期目となる2016年冬学期の講座を受講するには新たな年会費
が必要です。
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P46をご覧下さい）。

受付時間

新規ご登録について

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

2014年12月21日
（日）〜2015年1月5日
（月）
は閉館しています。
1月7日
（水）13日
（火）
は火曜日から金曜日は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。
ご登録やご相談は受付終了時刻の30分前迄にお越し下さい。
駐車場はございません。

登録受付期間
2015年1月13日
（火）
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。
╚ 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。
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フランス語講座 受講生

＊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。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

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、
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。

継続ご登録について

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。
╚ 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、登録者数が4名となっ
たクラスについてのみ開講いたします。
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
場合を除いては原則として払い戻しいたしません。
╚ 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。

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

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。

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

70,000円

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。

※6ヶ月間有効

レッスン時間帯

特別割引

学期期間中の火曜日〜金曜日 10:00-19:00

学生は、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。

（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、
どうかご了承下さい。

5%

OFF

OSAKA
2講座受講される場合は、2講座目の受講料を3000円割引
いたします。
3講座目以降につきましても同じです。

KYOTO
2講座受講される場合は、低料金の方の受講料を10％割
引いたします。
3講座目以降につきましても同様です。

マイレージ
登 録 され たクラスの 授 業 時 間 数 1 時 間 = 1 マイル 。
2011年秋学期のご登録からカウントして100マイルたまれ
ば、2つ目のクラス＊を半額でご登録いただけます。
マイレージ特典対象クラス
（

＊

）
の中よりお選び下さい。

お知らせ
2015年フランス語講座春学期
（予定）

2015年4月7日
（火）― 6月21日
（日）、24日
（水）

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
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 春季試験日程
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：3月2日
（月）〜4月11日
（土）

5月17日
（日）

DELF A1・A2

¥11000

DELF B1・B2

¥13000

DALF C1・C2

¥15000

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

5月24日
（日）

京都

A2 / B1 / C1

A1 / B2 / C2

大阪

A1J / A2 / B1 / C1

A2J / B1J / B2J / A1 / B2 / C2

口頭表現試験

6月7日
（日）

6月14日
（日）

京都

A1 / B2

A2 / B1

C1 / C2

大阪

A2J / B2J / A2 / B2

C1 / C2

A1J / B1J / A1 / B1

6月28日
（日）

※ 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。
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

受験料
必須・補足各

¥12,000（TCF-DAP ¥13,000）

一度納入された受験料は返金できません。

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

出願締切日

3月10日
（火）

10:30-12:00

実施しません

2月10日
（火）

6月23日
（火）

10:30-12:00

実施しません

5月23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

2月4日
（水）

10:30-12:00

13:30-15:15

1月6日
（火）

4月17日
（金）

10:30-12:00

13:15-15:00

3月17日
（火）

7月10日
（金）

10:30-12:00

13:15-15:00

6月10日
（水）

2月4日（水）にはTCF・DAPも実施します。
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DELF•DALF 試験対策講座
2015年春期試験の筆記と口述それぞれの試験日に合わせ、
4月より開講
します。
自信を持って試験に臨みましょう！

各試験レベル対照表
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

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

身近な分野の明快で標準的な表現なら
レベル3
DELF B1 理解できる。身の回りの関心のある話題
300 〜 399点 DELF Pro B2 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

複雑な文章でも要点を理解し、筋の通っ
レベル4
DELF B2 た意見を明解かつ詳細に述べられる。緊
400 〜 499点 DELF Pro B2 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

C2

レベル6
600 〜 699点

C2

マスター

※

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。

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。

※
DAPF
（仏検定）

1級

※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。

フランス政府給費留学生として
フランスで勉強しませんか？
フランス語力を証明するTCFまたはDELF/DALFの証明書があれば、
どなたでも応募できます。
文学、
言語学、
哲学、
法学の分野ではＢ2レベルが、
人文社会科学、
経済学、
経営学、
政治学、
芸術の分野では、
Ｂ1レベルが要求されます。
フランス語力が不安な方は、
アンスティチュ・フランセ日本の
フランス語講座を受講して自信をつけましょう。
2015年度の募集締め切りは締め切りました。
沢山のご応募どうもありがとうございまし た。
アンスティチュ・フランセ関西
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OSAKA
大阪講座

A1

使用教材：

╚ Interactions 1
╚ Interactions 2

DÉBUTANT 入門

総合フランス語

補足強化

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。

やりなおしのフランス語

Français général

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。

╚ Version originale 1
╚ Agenda 1

Approfondissement linguistique
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。2学期を1区切りとします。教材は
教師が用意します。

日曜日
講座

Interactions 1 プラス
（A1レベル）
Interactions 3 プラス
（A2レベル）

2名の講師がクラスを担当します。
それぞれのクラスは、1年でA1レベル、A2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。
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総合フランス語
A1.1レベル
テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1G30IN2-o

Interactions 1プラス

leçons 7/12

M. Sylvain Mokhtari
M. Cédric Belec

日

10:30-12:00
13:00-14:30

30h

¥45,000

1G25IN1a-o

Interactions 1

leçons 0/4

M. Pierre Turlur

水

18:30-21:00

25h

¥37,000

1G25IN1b-o

Interactions 1

leçons 0/4

Mme Jade Mroueh

木

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN1c-o

Interactions 1

leçons 0/4

M. Raphaël Lafitte

金

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN2a-o

Interactions 1

leçons 5/8

M. Sylvain Mokhtari

火

10:00-12:30

25h

¥37,000
¥37,000

1G25IN2b-o

Interactions 1

leçons 5/8

M. Sylvain Mokhtari

木

14:00-16:30

25h

1G25IN3a-o

Interactions 1

leçons 9/12

M. Julien Bogaers

水

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN3b-o

Interactions 1

leçons 9/12

M. Sylvain Mokhtari

木

18:30-21:00

25h

¥37,000

OSAKA 講座

クラスコード

A1.2レベル
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

1G25IN21a-o

Interactions 2

leçons 1/4

M. Xavier Gillard

木

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN21b-o

Interactions 2

leçons 1/4

M. Ludovic Helme

金

18:30-21:00

25h

¥37,000

1G25IN21c-o

Interactions 2

leçons 1/4

Mme Pélaggy Vergnon

土

13:30-16:00

25h

¥37,000

1G25IN22a-o

Interactions 2

leçons 5/8

M. Julien Menant

火

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN22b-o

Interactions 2

leçons 5/8

M. Julien Menant

火

18:30-21:00

25h

¥37,000

1G25IN23-o

Interactions 2

leçons 9/12

M. Raphaël Lafitte

金

18:30-21:00

25h

¥37,000

1G20A9a-o

Agenda 1

jour 9

Mme Pélaggy Vergnon

火

13:30-15:30

20h

¥30,000

1G20A9b-o

Agenda 1

jour 9

Mme Pélaggy Vergnon

金

19:00-21:00

20h

¥30,000

1G20A9c-o

Agenda 1

jour 9

M. Jean-Noël Polet

土

10:00-12:00

20h

¥30,000

1G20VO3-o

Version Originale 1

unité 5/6

M. Marc Petit

土

16:30-18:30

20h

¥30,000

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

1S15ND-o

やりなおしのフランス語

Mme Yuki Takaoka

水

19:00-20:30

15h

¥24,000

アンスティチュ・フランセ関西
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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。

日曜日
講座

Interactions 1 プラス
（A1レベル）
Interactions 3 プラス
（A2レベル）

2名の講師がクラスを担当します。
それぞれのクラスは、1年でA1レベル、A2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。

╚ Interactions 3
╚ Version Originale 2

やさしいフランス語会話

Conversation facile en français
イヴ・サン＝ローラン、
モネや印象主義、
チョコレートとマカロ
ン、
ワイン、
シャンソン、
シネマ、
ユーモア等のテーマを基に、
語
彙や文法の学習をし、
文化に触れながら授業を進めます。

読解プラス

Compréhension écrite plus
A2以上の方対象、4名限定クラスです。短編小説やエッセ
イから読書を始めます。作品と共に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
ての会話の場を設けます。

補足強化

テーマ別

Communication progressive du français I

シャンソンで学ぶフランス語

Approfondissement linguistique

テキストの左ページの明快な説明、右ページの練習問題で
構成されています。
自然なシチュエーションを通してコミュニ
ケーション力を高めていきます。

╚ Festival 2
╚ Taxi! 2

Cours thématiques
Chanson française

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。

会話力基礎固め
Coup de pouce

発音の間違いや文法の抜けてしまっているところを改善し
ていくことを目的とします。
自分の弱点を集中的に強化した
い方対象です。

会話プラス

食文化を巡る会話

Conversation autour de la gastronomie
日仏食文化を巡って初中級口頭表現力を楽しく上達させま
しょう。
今風また昔ながらレシピ、
洋菓子、
ワイン、
レストラン、
有名シェフ、
地方の名産をもっと知りたい方ぜひご参加を。

Conversation plus
もっと話すために：2〜4名までの少人数クラスです。
フラン
ス語で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 をします。

発音

ポエジー入門
Poésie

さぁ、
フランス詩の世界への扉を開きましょう。多くの詩人
たちが守ってきた規則や様式を学びます。

Phonétique
正しく話すためには、構成する音の違いや特徴、
イントネー
ション等正しい知識が不可欠です。段階を踏んで様々な練
習をこなします。
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アトリエ

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。

総合フランス語
A2.1
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2G30IN32-o

Interactions 3 プラス

leçons 7/12

M. Sylvain Mokhtari
M. Cédric Belec

日

10:30-12:00
13:00-14:30

30h

¥45,000

2G25IN31-o

Interactions 3

leçons 1/4

M. Julien Bogaers

金

10:00-12:30

25h

¥37,000

2G20IN32a-o

Interactions 3

leçons 5/8

M. Xavier Gillard

水

18:30-20:30

20h

¥30,000

2G20IN32b-o

Interactions 3

leçons 5/8

M. Sylvain Mokhtari

金

13:30-15:30

20h

¥30,000

2G20IN32c-o

Interactions 3

leçons 5/8

M. Cédric Belec

土

10:00-12:00

20h

¥30,000

2G25IN32d-o

Interactions 3

leçons 5/8

M. Gilles Fernandez

土

13:30-16:00

25h

¥37,000

2G20VO2-o

Version Originale 2

unité 2

M. Gilles Fernandez

土

10:00-12:00

20h

¥30,000
¥30,000

2G20VO3-o

Version Originale 2

unité 3

Mme Pélaggy Vergnon

金

13:30-15:30

20h

2G20VO4-o

Version Originale 2

unité 4

M. Ludovic Helme

水

19:00-21:00

20h

¥30,000

2G20F12-o

Festival 2

leçon 12

Mme Jade Mroueh

火

18:30 -20:30

20h

¥30,000

2G20F18-o

Festival 2

leçon 18

Mme Jade Mroueh

土

10:00 -12:00

20h

¥30,000

2G20F19-o

Festival 2

leçon 19

Mme Jade Mroueh

金

10:00 -12:00

20h

¥30,000

A2.2
テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2G20F20-o

Festival 2

leçon 20

M. Xavier Gillard

土

10:00 -12:00

20h

¥30,000

2G20T23-o

Taxi 2

leçon 23

Mme Pélaggy Vergnon

土

10:00 -12:00

20h

¥30,000

OSAKA 講座

クラスコード

補足強化
クラスコード

テキスト／クラス

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2S20C30-o

Communication progressive 1

leçon 30

M. Jean Lamare

火

19:00 -21:00

20h

¥30,000

2S20C33-o

Communication progressive 1

leçon 33

M. Sébastien Delbes

土

16:00-18:00

20h

¥30,000

2S20C37-o

Communication progressive 1

leçon 37

M. Franck Fauconnier

火

13:30 -15:30

20h

¥30,000

2S10CP-o

会話力基礎固め

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

2S20CV-o

やさしいフランス語会話

M. Louis-René Béziers

土

14:30-16:30

20h

¥30,000

2S10CVa-o

会話プラス

M. Cédric Belec

金

13:30-14:30

10h

¥29,000

2S10CVb-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

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

2T20CH-o

シャンソンで学ぶフランス語

Mme Yuki Takaoka

水

13:30 -15:30

20h

¥30,000

2T20GC-o

食文化を巡る会話

M. Raphaël Lafitte

木

18:30 -20:30

20h

¥30,000

2T15P-o

ポエジー入門

M. Cédric Alzas

金

14:30-16:00

15h

¥24,000

2T10CH-o*

フランス語で歌いましょう

M. Cédric Belec

木

10:30-12:30

10h

¥18,000
（一般¥20,000）

2T12TH-o**

テアトルで日常会話を学ぶ

M. Pierre Turlur

土

10:00-12:00
13:00-15:00

12h

¥21,000
（一般¥22,500）

2T10CH-o* 開講日：1月29日、2月5日・12日、3月5日・12日
（全5回開講 1回のみの参加も可能です。 ￥4,000 / 一般￥4,500）→詳細は
「冬のアトリエ」
p.30をご覧ください。
2T12TH-o** 開講日：1月24日
（土）、2月7日
（土）
・28日
（土）
（全3回開講 1回のみの参加も可能です。 ￥7,500 / 一般￥8,000）→詳細は
「冬のアトリエ」
p.30をご覧ください。

アンスティチュ・フランセ関西

13

B1 INTERMÉDIAIRE 中級

使用教材：

╚ Nouveau Rond-Point B1.1 / B1.2
╚ Echo B1 Vol.1 / Vol.2
╚ Reflets 2

総合フランス語

テーマ別

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。

探偵クラブ

Français général

補足強化

Approfondissement linguistique
アサッテ君で見る日本

Communiquer avec Asatte kun
毎日新聞の朝刊に連載されている
「アサッテ君」
（4コマ漫
画） を手がかりに、
日本のことを知らない相手に対して、社
会や文化等をフランス語で紹介します。
また、
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。

Cours thématiques
Détectives FLE
推理小説はお好きですか？シャーロック・ホームズやポワ
ロのように捜査できるんじゃないかとお考えではありません
か？捜査班となり、
ディスカッションしながら力を合わせ、手
掛かりをもとに解決に導きましょう。謎がとけるでしょうか?

ニュースでフランス語
Médias-Actualités

この講座は、
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。記事
やクイズ、漫画の抜粋等、
テーマは多岐に渡ります。

絵画でみる19世紀のフランス

Le XIXe siècle français en tableaux

楽しく復習

Perfectionnement
このクラスはB1レベルの教科書をすでに勉強されたことが
ある方を対象に、難しくなりすぎないように落ち着いて復習
したいと望まれる方対象のクラスです。語彙を増やしながら
フランスについても学びます。
教材は、
Echo B1
（vol.1）
を使用
します。
Communication progressive du français 2
コミュニケーション力のさらなるレベルアップを目的とされる
方対象です。

会話力基礎固め
Coup de pouce

発音の間違いや文法の抜けてしまっているところを改善し
ていくことを目的とします。
自分の弱点を集中的に強化した
い方対象です。

Conversation plus
もっと話すために：2〜4名までの少人数クラスです。
フラン
ス語で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 をします。

14

フランスの地方

La France des régions
地理や歴史、文化やグルメといったフランスの各地方の多
様性を見追い出しながら、
ヴァラエティーに富んだ資料の
事前配布と体系的な学習方法により、確かな言語スキルと
会話力を身につけていきます。

シネマで学ぶフランス語
Ciné FLE

毎学期１本の映画を通して、
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。毎回次授業のフランス語字幕と質問を配布し、授業で
は様々な角度から分析・議論します。

フランス語で読んでみましょう
Lecture en français facile

会話プラス

アトリエ

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。

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。
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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。

おもてなし関西

Trésors touristiques du Kansai
関西地域でフランス語圏の観光客を案内できるようになり
たい人向けです。毎回異なる観光地を学習し、学期毎に3
回、実地練習のため学習した場所を訪れます
（詳細は事務
局にお尋ねください）。

総合フランス語
B1.1
クラスコード

テキスト

3G20N1a-o Nouveau Rond-Point B1.1

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

unité 1

M. Xavier Gillard

火

18:30-20:30

20h

¥30,000

3G20N1b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 1

M. Xavier Gillard

土

13:30-15:30

20h

¥30,000

3G20N1c-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 1

M. Sébastien Delbes

水

10:00-12:00

20h

¥30,000

3G20N2-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 2

M. Julien Menant

水

13:30-15:30

20h

¥30,000

3G20N3a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Xavier Gillard

水

13:30-15:30

20h

¥30,000
¥30,000

3G20N3b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Xavier Gillard

木

13:30-15:30

20h

3G20N3c-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Florent Kernen

木

14:30-16:30

20h

¥30,000

3G20N4-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

Mme Pélaggy Vergnon

金

10:00-12:00

20h

¥30,000

3G20E6-o

leçon 6

M. Sylvain Mokhtari

火

19:00-21:00

20h

¥30,000

Echo B1 (vol.1)

B1.2
unité 2

M. Xavier Gillard

火

10:00-12:00

20h

¥30,000

unité 2

M. Jean Lamare

木

19:00-21:00

20h

¥30,000

3G20N22c-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 2

M. Jean-Noël Polet

土

13:30-15:30

20h

¥30,000

3G20N24-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 4

M. Jean-Noël Polet

水

19:00-21:00

20h

¥30,000

3G20E25-o

Echo B1 (vol.2)

leçon 5

M. Xavier Gillard

水

10:00-12:00

20h

¥30,000

3G20E28-o

Echo B1 (vol. 2)

leçon 8

M. Sébastien Delbes

土

10:00-12:00

20h

¥30,000

3G20R8-o

Reflets 2

épisode 8

M. Jean Lamare

金

19:00-21:00

20h

¥30,000

OSAKA 講座

3G20N22a-o Nouveau Rond-Point B1.2
3G20N22b-o Nouveau Rond-Point B1.2

補足強化
クラスコード
3S15AS-o

テキスト／クラス

課

アサッテ君で見る日本

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

Mme Élisabeth Suetsugu

日

14:00-15:30

15h

¥24,000

3S20C25-o

Communication progressive II

leçon 25

M. Julien Menant

水

10:00-12:00

20h

¥30,000

3S20C28-o

Communication progressive II

leçon 28

M. Sébastien Delbes

土

13:30-15:30

20h

¥30,000

3S20C32-o

Communication progressive II

leçon 32

Mme Janina Tomimoto

金

10:00-12:00

20h

¥30,000

3S20PF-o

楽しく復習

M. Franck Fauconnier

火

10:30-12:30

20h

¥30,000

3S10CPa-o

会話力基礎固め

M. Sébastien Delbes

火

19 :10-20:10

10h

¥29,000

3S10CPb-o

会話力基礎固め

M. Sébastien Delbes

金

10:00-11:00

10h

¥29,000

3S10CV-o

会話プラス

M. Jean-Noël Polet

土

16:00-17:00

10h

¥29,000

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

3T20MAa-o

ニュースでフランス語

M. Florent Kernen

木

19:30-21:30

20h

¥30,000

3T20MAb-o

ニュースでフランス語

M. Florent Kernen

金

19:00-21:00

20h

¥30,000

3T20TB-o

絵画でみる19世紀のフランス

Mme Emilie Devaux

水

14:00-16:00

20h

¥30,000

3T20RG-o

フランスの地方

M. Nicolas Dassonville

水

18:00-20:00

20h

¥30,000

3T15DT-o

探偵クラブ

M. Julien Menant

木

11:00-12:30

15h

¥24,000

3T20CI-o

シネマで学ぶフランス語

M. Cédric Belec

金

10:30-12:30

20h

¥30,000

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

¥24,000

3T20KS-o

おもてなし関西

M. Marc Petit

金

13:30-15:30

20h

¥34,500

3T7BD-o*

バンド・デシネで学ぶフランス語

M. Xavier Gillard

土

16:00-17:30

7.5h

¥12,000
（一般¥14,000）

3T7BD-o* 開講日：1月10日・24日、
2月7日・21日、3月14日
（全5回開講 1回のみの参加も可能です。¥2,800 / 一般 ¥3,300）→詳細は
「冬のアトリエ」p.30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

使用教材：

╚ Rond-Point 3
╚ Nouveau Rond-Point 3

AVANCÉ 上級

総合フランス語

テーマ別

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。

パトリック・モディアノを読む

Français général

補足強化

Approfondissement linguistique
文書と口頭による論証法

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。

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
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。

Cours thématiques
Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014

2014年度のノーベル文学賞を受賞したパトリック・モディ
アノの作品を読みましょう、
フランス語と日本語とによって！
「翻訳とは裏切ることだ」
とよく言われます。
それは本当で
しょうか？原文を日本語訳を照らし合わせて読み、
えられる
感想やイマージュに共通する点と相違するところをそれぞ
れの
「言語」
に即して探ります。

ニュースでフランス語
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。

科学とフランス語
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。

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

16

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。

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. Sébastien Delbes

火

10:00-12:00

20h

¥30,000

4G20RP5-o

Rond-Point 3

unité 5

M. Marc Petit

土

14:00-16:00

20h

¥30,000

4G20RP6-o

Rond-Point 3

unité 6

Mme Jade Mroueh

水

10:00-12:00

20h

¥30,000

4G20RP7-o

Rond-Point 3

unité 7

M. Marc Petit

土

10:00-12:00

20h

¥30,000

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

4S15PE-o

書く・話す

M. Olivier Birmann

火

19:30-21:00

15h

¥24,000

4S20AG-o

文書と口頭による論証法

M. Nicolas Dassonville

水

10:30-12:30

20h

¥30,000

4S20CO-o

聞き取り

M. Sébastien Delbes

水

18:30-20:00

15h

¥24,000

テーマ別
クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4T15MO-o

パトリック・モディアノを読む

Mme Élisabeth Suetsugu

日

10:30-12:00

15h

¥24,000

4T20MAa-o

ニュースでフランス語

M. Sébastien Delbes

火

13:30-15:30

20h

¥30,000

4T20MAb-o

ニュースでフランス語

Mme Sylvie Fujihira

土

10:00-12:00

20h

¥30,000

4T20MAc-o

ニュースでフランス語

Mme Sylvie Fujihira

土

13:30-15:30

20h

¥30,000

4T20TA-o

フランス語で読む現代社会

M. Jean-Noël Polet

木

19:00-21:00

20h

¥30,000

4T20SC-o

科学とフランス語

M. Marc Petit

金

10:00-12:00

20h

¥30,000

4T20FA-o

今日のフランス

M. Louis-René Béziers

土

17:20-19:20

20h

¥30,000

アンスティチュ・フランセ関西

OSAKA 講座

クラスコード
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C1/C2

SUPÉRIEUR 準マスター/マスター

補足強化

テーマ別

訳しながらフランス語を考える

哲学カフェ

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
ることにより、基礎的な文法事項等を復習し、物事を理解
し構築する力を養います。

哲学を散歩しませんか。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、
そして仏教・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。参考資
料や絵画、観念について楽しく話し合える場となり、哲学と
その厳格さについて学ぶことができます。

Cours thématiques

Approfondissement linguistique

Café Philo

Traduction japonais-français

エクスポゼしましょう

フランス文学に親しむ

Exposer

筆記にも口頭表現においても、情報をまとめるために方法
論的なテクニックを身につけること、
まとめた意見を発表す
るために理論を構築することが重要です。
様々な分野のテキ
ストにより、
現代の問題提起に慣れ親しむことができます。

会話プラス

Littérature

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、
その作品により、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

Conversation plus
もっと話すために：2〜4名までの少人数クラスです。
フラン
ス語で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す。

La France culturelle, politique et sociale

フランス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
取り上げるテーマは多岐に渡ります。
DALF試験（聴解、読解、
口頭表現）
にも有効です。

アトリエ

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。

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

5S15TR-o

訳しながらフランス語を考える

M. Olivier Birmann

木

19:30-21:00

15h

¥24,000

5S10CV-o

会話プラス

Mme Jade Mroueh

水

13:30-14:30

10h

¥29,000

5S20EX-o

エクスポゼしましょう

M. Julien Menant

木

19:00-21:00

20h

¥30,000

テーマ別
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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

5T20CP-o

哲学カフェ

M. Pierre Turlur

火

18:30-20:30

20h

¥30,000

5T20LT-o

フランス文学に親しむ

M. Olivier Birmann

木

13:30-15:30

20h

¥30,000

5T20PO-o

フランスの文化・政治・社会を知ろう

M. Jean-Noël Polet

木

15:00-17:00

20h

¥30,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

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
APPRENDRE LE FRANÇAIS À DISTANCE

通信コース

オンラインコース

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

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がスタート
●
●

対象レベル：入門 (A1) 〜 準マスター (C1)

2015 年 冬学期：1 月 7 日（水）〜 3 月 31 日（火）

www.institutfrancais.jp/cad
au

ve
ou

N

-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！

●

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)

2015 年 冬学期：1 月 7 日（水）〜 3 月 18 日（水）

e-francais.jp

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

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。

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
京都講座

A1

使用教材：

DÉBUTANT 入門

総合フランス語

補足強化

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。

やりなおしのフランス語（A1.2）

Français général

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。
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╚ Interactions 1 ╚ Version Originale 1
╚ Interactions 2
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Approfondissement linguistique
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。2学期を1区切りとします。

発音演習（A1.2）

Entraînement à la prononciation
フランス語らしい発音で話したいと思いませんか。
フランス語
の初心者A1.2を対象に、発音と音声の力を伸ばしたいと望
まれる方のためのクラスです。
母音と子音の識別、
リズムとイ
ントネーションの練習により、
自然で綺麗なフランス語を身に
つけていきましょう。

KYOTO 講座

総合フランス語
A1.1レベル
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

1G25IN1a

Interactions 1

leçons 0/4

* M. Kévin Tortissier

火

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN1b

Interactions 1

leçons 0/4

* M. Kévin Tortissier

木

19:00-21:30

25h

¥37,000

1G25IN1c

Interactions 1

leçons 0/4

M. Nicolas Dassonville

金

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN2a

Interactions 1

leçons 5/8

M. Louis-René Béziers

火

19:00-21:30

25h

¥37,000

1G25IN2b

Interactions 1

leçons 5/8

M. Nicolas Dassonville

金

18:30-21:00

25h

¥37,000

1G25IN2c

Interactions 1

leçons 5/8

M. Ludovic Helme

土

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN3

Interactions 1

leçons 9/12

M. Raphaël Lafitte

水

10:00-12:30

25h

¥37,000

* 専任講師

Kévin Tortissier は12月31日を以て任期を終了致します。
1月着任予定の後任が引き続き担当いたします。

A1.2レベル
1G25IN21a

Interactions 2

leçons 1/4

M. Raphaël Lafitte

水

19:00-21:30

25h

¥37,000

1G25IN21b

Interactions 2

leçons 1/4

Mme Gaëlle Frenehard

木

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN21c

Interactions 2

leçons 1/4

M. Julien Bogaers

日

10:00-12:30

25h

¥37,000

1G25IN22

Interactions 2

leçons 5/8

M. Michel Davy

水

14:00-16:30

25h

¥37,000

1G20VO6

Version Originale 1

unités 6/7

M. Nicolas Dassonville

土

14:00-16:00

20h

¥32,000

1G20VO8

Version Originale 1

unité 8

M. Marc Petit

日

13:30-15:30

20h

¥32,000

補足強化
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1S15PH

発音演習

M. Bertrand Sauzedde

水

11:00-12:30

15h

¥26,500

1S15ND

やりなおしのフランス語

M. Toshimasa Wada

火

10:30-12:00

15h

¥26,500

アンスティチュ・フランセ関西
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A2

使用教材：

ÉLÉMENTAIRE 初級

総合フランス語
Français général

╚ Version Originale 2
╚ Interactions 3

やさしいフランス語会話

Conversation facile en français

イヴ・サン＝ローラン、
モネや印象主義、
チョコレートとマカ
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 ロン、
ボルドーのワイン、
シャンソン、
シネマ、
ユーモア…これ
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、 らをテーマに、語彙や文法の学習をし、
フランス文化に触れ
書く、
聞く、
読む、
発音、
文化-を身につけることができます。
ながら授業を進めます。

補足強化

Approfondissement linguistique
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。

口頭表現のための発音演習（A2.2~）

会話プラス

Conversation plus
もっと、話すために：2〜4名までの少人数クラスです。
フラン
ス語で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す。

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。

Phonétique pour lʼexpression orale

『話すこと』
それは声と体を使うことです。
この授業では、
自
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。
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アトリエ

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。

総合フランス語
A2.1レベル
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

2G25IN1

Interactions 3

leçons 1/4

Mme Yamina Laieb

土

13:00-15:30

25h

¥37,000

2G25IN2

Interactions 3

leçons 5/8

M. Julien Bogaers

日

13:30-16:00

25h

¥37,000

2G25VO2

Version Originale 2

unité 2

* M. Kévin Tortissier

金

19:00-21:30

25h

¥37,000

2G25VO3a

Version Originale 2

unité 3

M. Louis-René Béziers

火

10:30-13:00

25h

¥37,000

2G25VO3b

Version Originale 2

unité 3

Mme Yamina Laieb

水

13:30-16:00

25h

¥37,000

A2.2レベル
2G25VO4a

Version Originale 2

unité 4

M. Marc Petit

木

19:00-21:30

25h

¥37,000

2G25VO4b

Version Originale 2

unité 4

M. Louis-René Béziers

日

10:00-12:30

25h

¥37,000

2G25VO5a

Version Originale 2

unités 5/6

Mme Gaëlle Frenehard

火

10:00-12:30

25h

¥37,000

2G25VO5b

Version Originale 2

unité 5

* M. Kévin Tortissier

土

10:00-12:30

25h

¥37,000

Version Originale 2

unité 6

M. Marc Petit

火

19:00-21:30

25h

¥37,000

Version Originale 2

unités 7/8

M. Louis-René Béziers

金

10:00-12:30

25h

¥37,000

2G25VO7b

Version Originale 2

unités 7/8

M. Nicolas Dassonville

土

10:00-12:30

25h

¥37,000

2G25VO7c

Version Originale 2

unité 7

M. Ludovic Helme

土

13:30-16:00

25h

¥37,000

2G25VO8a

Version Originale 2

unité 8

Mme Gaëlle Frenehard

水

14:00-16:30

25h

¥37,000

2G25VO8b

Version Originale 2

unité 8

M. Jean-François Simonnet

金

10:00-12:30

25h

¥37,000

* 専任講師

KYOTO 講座

2G25VO6
2G25VO7a

Kévin Tortissier は12月31日を以て任期を終了致します。
1月着任予定の後任が引き続き担当いたします。

補足強化
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2S10KPa

会話プラス

M. Louis-René Béziers

火

15:30-16:30

10h

¥29,000

2S10KPb

会話プラス

M. Raphaël Lafitte

水

15:30-16:30

10h

¥29,000

2S10LP

読解プラス

M. Louis-René Béziers

水

14:00-15:00

10h

¥29,000

2S15PH

口頭表現のための発音演習

Mme Gaëlle Frenehard

土

14:00-15:30

15h

¥26,500

2S20CO

会話力と聞き取り力アップ

Mme Akiko TAMURA

火

18:30-20:30

20h

¥32,500

2S20CV

やさしいフランス語会話

M. Louis-René Béziers

木

10:30-12:30

20h

¥32,500

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

2T10CH*

フランス語で歌いましょう

M. Cédric Belec

水

10:30-12:30

10h

￥18,000
（一般￥20,000）

2T10CH* 2月18日、25日、3月4日、11日、18日
（全5回開講 1回のみの参加も可能です。
￥4,000/一般￥4,500）
→詳細は
「冬のアトリエ」
p.30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
╚ Rond-Point 2

総合フランス

テーマ別

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。

Chanel, YSL, Dior... la mode française

Français général

補足強化

Approfondissement linguistique
会話

Conversation
あるテーマについて自由に話し、他の参加者がそれに対し
てコメントや質問をするという、
フリートーク形式で進め、
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。

中級文法

Grammaire pratique B1
文法的な知識が部分的で十分発揮できないと思っていま
せんか。
習得した
「つもり」
を確かなものとして、書くと同時
に、
口頭表現の実践をします。全6回
（今期1回目）。

楽しく復習

Perfectionnement
このクラスはB1レベルの教科書をすでに勉強されたことの
ある方を対象に、難しくなりすぎないように落ち着いて復習
したいと望まれる方のクラスです。教材：Echo B1
（vol.1）

聞き取りと口頭表現

Compréhension et expression orale
文法の実践・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を使用
（Unité1）

会話プラス

Conversation plus
もっと、話すために：2〜4名までの少人数クラスです。
フラン
ス語で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す。

Cours thématiques
フランスのモードの歴史

シャネル、
ディオール、
サン＝ローラン、
ゴルティエといった、
20
世紀のフランスと世界のモードを築いた伝説のデザイナー
達の、
ブランド設立に至る歴史を余すことなく見て行きます。

シネマで学ぶフランス語
Ciné FLE

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。

おもてなし関西

Trésors touristiques du Kansai
関西地域でフランス語圏の観光客を案内（伝統的・現代
的）
できるようになりたい人向けです。毎学期3つの観光地
を学習し、3・6・9回目のレッスンで、実地練習を行います。

食文化を巡る会話

Conversation autour de la gastronomie
日仏食文化を巡って中級口頭表現力をとくに楽しく上達させ
ましょう。
今風また昔ながらレシピ、
洋菓子、
ワイン、
レストラン、
有名シェフ、
地方の名産をもっと知りたい方ぜひご参加を。

フランスの地方

La France des régions
地理や歴史、文化やグルメといったフランスの各地方の多
様性を見い出しながら、
ヴァラエティーに富んだ資料の事
前配布と体系的な学習方法により、確かな言語スキルと会
話力を身につけていきます。

講読「子どもたちのいない世界」
Lecture d'un roman illustré

子どもだった頃を忘れないための20のストーリー。時には
重いけれどやわらかい文章が、
ピエール・コップによる見事
なイラストと共に書かれています。

知ってなるほど！
Le saviez-vous ?

遺産や食文化、工芸、旅行、
アート、
シネマ、
インタビューと
いった今日のテーマを取り上げます。最近の語彙を知り、慣
用表現を身につけ、
中級の文法的構造を押さえます。
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絵画でみる19世紀のフランス

Le XIXe siècle français en tableaux
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。

アトリエ

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。

総合フランス語
B1.1レベル
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

3G25RP2

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 2

M. Olivier Rouaud

水

19:00-21:30

25h

¥37,000

3G25RP4a

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Michel Davy

火

10:00-12:30

25h

¥37,000

3G25RP4b

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Michel Davy

木

19:00-21:30

25h

¥37,000

3G25RP4c

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

* M. Kévin Tortissier

土

13:30-16:00

25h

¥37,000

3G25RP5a

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

* M. Kévin Tortissier

金

10:00-12:30

25h

¥37,000

3G25RP5b

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Nicolas Dassonville

日

10:00-12:30

25h

¥37,000

¥37,000

B1.2レベル
Nouveau Rond-Point B1.2

unité 1

M. Raphaël Lafitte

土

10:00-12:30

25h

3G25RP7

Rond-Point 2

unité 7

Mme Yamina Laieb

木

10:00-12:30

25h

¥37,000

3G20RP8

Rond-Point 2

unité 8

Mme Gaëlle Frenehard

木

14:00-16:00

20h

¥32,000

* 専任講師

KYOTO 講座

3G25RP21

Kévin Tortissier は12月31日を以て任期を終了致します。
1月着任予定の後任が引き続き担当いたします。

補足強化
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3S10KPa

会話プラス

M. Raphaël Lafitte

土

16:00-17:00

10h

¥29,000

3S10KPb

会話プラス

M. Romaric Roynette

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

¥32,500

3S20CV

会話

M. Franck Fauconnier

水

18:30-20:30

20h

¥32,500

3S20GR

中級文法

M. Michel Davy

金

18:30-20:30

20h

¥32,500

3S25PFa

楽しく復習

M. Jean-François Simonnet

火

18:30-21:00

25h

¥39,500

3S25PFb

楽しく復習

M. Franck Fauconnier

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

3S25PFc

楽しく復習

M. Franck Fauconnier

土

16:00-18:30

25h

¥39,500

3S30CO

聞き取りと口頭表現

M. Olivier Rouaud

土

10:00-13:00

30h

¥43,500

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

3T15MD

フランスのモードの歴史

M. Louis-René Béziers

日

14:00-15:30

15h

¥26,500

3T20CI

シネマで学ぶフランス語

M. Cédric Belec

水

19:00-21:00

20h

¥32,500

3T20KS

おもてなし関西

M. Marc Petit

木

13:30-15:30

20h

¥34,500

3T20GC

食文化を巡る会話

M. Raphaël Lafitte

土

13:30-15:30

20h

¥32,500

3T20RG

フランスの地方

M. Nicolas Dassonville

土

16:30-18:30

20h

¥32,500

3T25LC

講読
「子どもたちのいない世界」

M. Jean-François Simonnet

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

3T25SVa

知ってなるほど! Le saviez-vous ?

M. Jean-François Simonnet

水

10:00-12:30

25h

¥39,500

3T25SVb

知ってなるほど! Le saviez-vous ?

M. Jean-François Simonnet

土

14:00-16:30

25h

¥39,500

3T25TB

絵画でみる19世紀のフランス

Mlle Emilie Devaux

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

アンスティチュ・フランセ関西
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B2

使用教材：

AVANCÉ 上級

総合フランス語

テーマ別

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。

科学とフランス語

Français général

補足強化

Approfondissement linguistique
聞き取りと口頭表現

Compréhension et expression orale
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。

文書と口頭による論証法

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。

ニュースで学ぶ：

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。

会話プラス

Conversation plus
もっと、話すために：2〜4名までの少人数クラスです。1時
間、集中的に会話練習をしましょう。現実の状況に即した
モデル会話を実践します。
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╚ Nouveau Rond-Point 3
╚ Rond-Point 3
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Cours thématiques
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
今学期は沖に出て、
フランスの偉大な探検家達の足跡を、
彼らの旅行記の抜粋を読みながら、
ジャック・カルティエに
よるカナダの発見、
サミュエル・ド・シャンプランによるケベッ
クの創設、
フランソワ・マルタンによるポンディシェリの交
易所の設立、
ロベール・カヴァリエ・ド・ラ・サルによるルイ
ジアナ占領宣言といった歴史的瞬間を辿り、回想してみま
しょう。

アトリエ

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。

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

4G25RP1

Nouveau Rond-Point 3

unité 1

M. Michel Davy

水

19:00-21:30

25h

¥37,000

4G25RP2

Nouveau Rond-Point 3

unité 2

土

10:00-12:30

25h

¥37,000

4G25RP3

Nouveau Rond-Point 3

unité 3

M. Michel Davy

土

10:00-12:30

25h

¥37,000

4G25RP9

Rond-Point 3

unités 9/10

M. Jean-François Simonnet

木

18:30-21:00

25h

¥37,000

Mme Gaëlle Frenehard

補足強化
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4S10KPa

会話プラス

* M. Kévin Tortissier

火

19:00-20:00

10h

¥29,000
¥29,000

4S10KPb

会話プラス

M. Michel Davy

木

13:30-14:30

10h

4S20AG

文書と口頭による論証法

M. Nicolas Dassonville

日

13:30-15:30

20h

¥32,500

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

4S25TVb

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

4S25TVc

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

4S 25CO

聞き取りと口頭表現

M. Olivier Rouaud

土

14:00-16:30

25h

¥39,500

Kévin Tortissier は12月31日を以て任期を終了致します。
1月着任予定の後任が引き続き担当いたします。

KYOTO 講座

* 専任講師

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

4T20SC

科学とフランス語

M. Marc Petit

日

10:30-12:30

20h

¥32,500

4T30CI

文学とシネマ

M. Eric Faure

土

10:00-13:00

30h

¥43,500

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

テーマ別

翻訳と会話

フランス語で再発見する日本文化

翻訳をするだけでなく、
口頭で、
そして文章で物語を語りた
いと思われませんか。
あなたもこの物語の語り手になること
ができます。
バンドデシネ固有のナレーションを有効に使っ
たテーマを扱うことにより、登場する様々な言い回し の習得
と、
それをまた再び使うことが容易になります。

日本文化を分かち合いましょう！伝統、
芸術、
歴史、
人類学、
遺産、
文学...興味のあるテーマについて、
エクスポゼとフリー
ディスカッションにより、
口頭・筆記表現能力を高めます。
教師
と参加者の合意により、
観光地や文化スポットへ出かけるこ
とも予定しています。

Approfondissement linguistique

Cours thématiques

Traduction et conversation

À la découverte de la culture japonaise

使用教材：・ネオ・ファウスト第2巻

フランス文学

Littérature française
『消え去ったアルベルチーヌ』
（『逃げ去る女』）は、
マルセ
ル・プルースト
『失われた時を求めて』
の第6巻にして最後か
ら2番目の巻にあたります。遺作として1925年に発表されま
した。
アルベルチーヌものを締めくくる作品であり、彼女に逃
げ去られ、彼女が亡くなったことで悲嘆にくれ、
やがて語り
手がふたたび無関心になっていく過程が語られています。
ジ
ルベルト・スワンやロベール・ド・サン＝ルーも再度登場しま
すし、
ヴェニス滞在について詩的ですばらしい想起がされる
巻でもあります。

思想史

Histoire des idées
幸福論

アトリエ

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . 30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . 40ページ
をご覧ください。

「私は幸福であることを選ぶ、なぜならそれは健康によい
からだ。」
このようにヴォルテールは書いています。
ですが、幸
福とは何でしょう？それに達することは可能なのでしょうか？
これらの問いに答えるべく、古代ギリシア・ローマやフランス
の偉大な著述家から現代の心理学にいたるまでの、精選し
た哲学、文学、科学のテクストを読み進めていきます。
よく生
きるための技法の探求において、
フランス人を初め西洋人
が、仏教や瞑想といった
「東洋の智慧」
に対する関心を強め
ていったことについても論じ合いましょう。

補足強化
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

5S15TR

翻訳と会話

M. Jacques Lalloz

金

11:00-12:30

15h

¥26,500

テーマ別
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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

土

14:00-15:30

15h

¥26,500

5 T 20 LI

フランス文学

M. Louis-René Béziers

水

16:30-18:30

20h

¥32,500

5 T 20 HI

思想史

M. Marc-Henri Deroche

土

10:00-12:00

20h

¥32,500

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

フランス語学留学は、
アンスティチュ・フランセ関西で！
安心・リーズナブルなフランス語学留学サポート

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

OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES
フランス語学留学サポート

（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）

火曜～金曜日：15時~20時

土曜日：10時~17時

フラン
ス語

FR
学
2014 E DE SÉ 留学サ
OF

年版

JOUR
ポ
S LIN ート
GUIS
TIQU
ES

フランス
政

アンス
府
TOKY
ティチュ公式機関
INSTIT
KANS O : www.i
・フラ
UT FR
AI : ww
nst
ンセ日
ANÇA
w.inst itutfranc
IS DU
ais
itutfr
JAPON 本
ancais .jp/tokyo
/ap
.jp/en
france prendre/
-kansa enfra
nce/
i/

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/
※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.46ページでご確認下さい。

無料

GRATUIT

ATELIERS D’HIVER
冬のアトリエ
LE FRANÇAIS PAR LA BD

B1

バンド・デシネで学ぶフランス語

BD
（バンド・デシネ bande dessinée）
を基に、
あなたのフランス語を復習し実際に使ってみましょう。
文法や動詞の活用、
語彙の復習を実践し
ながら、
フランス− ベルギーのBDを読んでい きます。

16:00-17:30

1月10日
（土）
・24日
（土） 2月7日
（土）
・21日
（土） 3月14日
（土）

講師：M. Xavier Gillard |
クラブ・フランス会員：12,000円、一般：14,000円（1回のみの参加も可能です 会員：2800円、一般：3300円）
（2日前までに要予約）

LA VIE QUOTIDIENNE PAR LE THÉÂTRE

A2/B1 テアトルで日常会話を学ぶ

フランス語圏の国への旅行をテーマとし、
そこで出会う様々なシチュエーションを演じます。
このフラ
ンス語漬けのアトリエで、
ポイントとなる言いまわしやあらゆる状況で必要となるフランス語を身につ
けることができます。

10:00-12:00 / 13:00-15:00

1月24日
（土）、
2月7日
（土）
・28日
（土）

講師：M. Pierre Turlur |
クラブ・フランス会員：21000円、
一般：22500円
（1回のみの参加も可能です 会員：7500円、
一般：8000円）
（2日前までに要予約）

CHANTONS EN FRANÇAIS

A2～ フランス語で歌いましょう

様々なスタイルのシャンソンを使ってフランス語を学習します。
リラックスしながら、
フランス文化に触
れ、
発音を改善する機会にもなります。
第一回目の歌は
「懐かしき恋人たちの歌」
です。

10:30-12:30
1月29日
（木）、
2月5日
（木）
・12日
（木）、3月5日
（木）
・12日
（木）
10:30-12:30
2月18日
（水）
・25日
（水） 3月4日
（水）
・11日
（水）
・18日
（水）
受講料：M. Cédric Belec |
受講料：クラブ・フランス会員：18,000円
（1回4,000円）、一般：20,000円
（1回4,500円）
（2日前までに要予約）

ATELIER DE YOGA EN FRANÇAIS

A1/C2 フランス語でヨガ

ヨガは、
身体を強くし、落ちつ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
下さい。

アイアンガーヨガ、
アシュタンヨガ
15:30-16:30 1月21日
（水） 2月4日
（水）
・18日
（水） 3月4日
（水）
・18日
（水）
講師：Tsutomu Yoshida |

ハタ・ヨガ
11:00-12:00 1月24日
（土） 2月8日
（日）
・22日
（日）
・28日
（土） 3月14日
（土）
19:00-20:00 1月15日
（木）
・29日
（木） 2月12日
（木） 3月5日
（木）
・12日
（木）

講師：M. Dominique Lamure |
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）
（予約不要）
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ATELIER JEUX

A1～ アトリエ・ゲーム （「ゲーム・クラブ」から名称を変更しました ）

フランス語のゲームで遊びながら、
いつもと違う仲間とフランス語で過ごしましょう。

14:00-15:30

1月17日
（土） 2月14日
（土） 3月7日
（土）

クラブ・フランス会員：500円、一般：800円 （要予約）

16:30-18:00

1月17日
（土） 2月21日
（土） 3月7日
（土）

クラブ・フランス会員：700円、一般：1,000円 （要予約）コーヒーor紅茶がつきます

ATELIER MÉDIATHÈQUE

B1～ アトリエ・メディアテーク （「クラブ・メディアテーク」から名称を変更しました）

学びに遊びにメディアテークに来てみませんか。先生と一緒に本を選び、漫画やCD、
DVDなどを見つけてみましょう。

14:00-15:30

1月31日
（土） 2月28日
（土） 3月14日
（土）

クラブ・フランス会員：500円、一般：800円（要予約）

STAGE IMMERSION / KYOTO

大学生のための フランス語短期研修（京都）

京都にいながらフランスにいるように。
そこは日本の中のフランス。
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・・・。
2015年2月17日
（火）−27日
（金）
土日を除く全9日間

10時～18時15分

*2月21日
（土）
・22日
（日）
は授業はありません。

申込受付
参加料金

2015年1月15日
（木）～2月10日
（火）
98,000円（税込）

まずは レベル分けテストのご予約をお願いします。
お電話 075-761-2105 または
メール kansai@institutfrancais.jp にて
（件名にImmersion レベルチェック希望と明記）

お一人約40分/レベル分けテストは申込締め切り日
までに受けていただきます。

バラエティーに富んだ60時間授業
10:00-13:00 総合フランス語
16:00-16:45 ブレイクタイム

14:00-16:00 アトリエ
16:45-18:15 会話

そしてメディアテークへのアクセスなどフランス語学習を
トータルでサポートしてくれるクラブ・フランスカード
（1年間有効）
つき

保証された質の高さとプロフェッショナルな講師陣
アンスティチュ・フランセ関西は、
フランス国民教育省の国際
教育研究センターによる監査を受け、
フランス外務省により運
営されています。担当教師はすべてFLE
（外国語としてのフラン
ス語教授法）
の資格を持ち、毎年研修を受けています。

毎日おいしいフランス風お菓子が
サービスされるブレイクタイム
最終日には楽しい修了パーティー、
お楽しみ抽選会も行います！

フランス語を専攻している方、
第二外国語で選択しながらもっと学んでみたい方、
フランスへの留学を考えておられる方に最適
同じ目的を持った友達が見つかる！
フランスでも出会える！

アンスティチュ・フランセ関西
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GOURMET

LE MARCHÉ DE NOËL
マルシェ・ド・ノエル
12月13日
（土）、14日
（日）11:00～19:00

マルシェ・ド・ノエル（クリスマス・マーケット）
は15 世
紀にアルザスで始まって以来、フランスやヨーロッパ各
地に広まりました。クリスマス間近に開催されるマルシェ
には、クリスマス飾りや地方の特産品、工芸品、小さ
なプレゼントなどが並び、お菓子やヴァン・ショー（シナ
モン風味のホット・ワイン）
を味わうこともできます。素
敵な音楽とデコレーション、夜には幻想的なイルミネー
ションもお見逃しなく！
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：ena farm 担当：井原 Tel. 080-4704-3584
共催・お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西 Tel. 075-761-2105
協力：anowa農業法人設立準備室、
おんらく市場、S-STYLE

Le marché de Noël est né en Alsace au XVe siècle
et s'est depuis développé en France et en Europe. Il
se tient juste avant Noël. Dans de petites échoppes,
on peut y acheter de nombreux articles pour la fête,
notamment des décorations ainsi que des produits
régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux. Il
y a aussi de quoi se restaurer avec des gâteaux
traditionnels et du vin chaud parfumé à la cannelle.
Venez profiter de cette ambiance à l'Institut !
Lieu: Institut français du Japon – Kansai / Kyoto

12月13日
（土）
はプチ・バル
（P41）
、
14日
（日）
はフランス語オープデー
（P5）
も開催！

GOURMET

SOZBAR
SOZバー
12月13日
（土）、14日
（日）11:00～19:00

マルシェ・ド・ノエルの週末限定で、京都のアンスティ
チュのテラスにバーカウンターが現れます。この光輝く
キューブで組み立てられた"SOZバー"は2008 年ルーヴ
ル美術館敷地内でも紹介されました。
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 テラス

Un comptoir de bar éphémère sera installé sur la
terrasse de l'Institut à Kyoto pendant le week-end
du Marché de Noël. Composé de cubes lumineux,
"SOZBAR" avait été presenté devant le Musée de
Louvre en 2008.
Lieu : Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, terrasse
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SPECTACLE

NUIT DES PUBLIVORES
世界のCMフェスティバル
12月13日
（土）16:30～19:30
12月14日
（日）14:30～17:30 ※上映内容は同じ

「世界のCMフェスティバル」
のプロデューサー、ジャンク
リスチャン・ブーヴィエが
「マルシェ・ド・ノエル」期間
中、特別版をひっさげてアンスティチュにやってきます。
世界の最新傑作CMのほか、マルシェ・ド・ノエル期間
のスペシャルバージョンとしてフランス語圏のカルトCM、
ベストオブ サンタクロースCM、歌と音楽のCM、オモシ
ロ動物CMなどさまざまな特集をお届けします。ティファー
ル商品やデュポンの高級ボールペンなどが当たる抽選会
もあり。
家族で、友人同士で、気軽に行けるCMフェスティバル
特別版をお楽しみに！

Le CM Festival est la version japonaise de la "Nuit des
Publivores". Jean-Christian Bouvier animera pour
vous une édition spéciale tout public. Trois heures de
spectacle et d'amusement, avec une loterie où vous
pourrez gagner, entre autres, des cadeaux T-fal et
des stylos Dupont. Outre les meilleures publicités
de l'année dans le monde, cette version spéciale de
Noël comprendra une sélection des pubs "cultes" de
la francophonie et des représentations du Père Noël
dans la publicité !
Lieu: Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata

アンスティチュ・フランセ関西ー京都 稲畑ホール
一般：2500円、
クラブ・フランス会員：2000円
チケットはアンスティチュ・フランセ関西−京都で発売中
世界のCMフェスティバル http://cmfestival.shop-pro.jp

CULTURE

GOURMET

DÎNER GASTRONOMIQUE DE
NOËL AU CHAMPAGNE
シャンパーニュのクリスマス美食ディナー
12月19日
（金）18:00～21:30

クリスマスのレヴェイヨンの祝宴に相応しく、
大阪のフレン
チレストラン“エッサンシエル”の大東シェフのお料理と、
ローラン・ペリエのシャンパーニュの共演による一夜限り
の晩餐会を京都で開催致します。それぞれのお料理に
合った6種類のシャンパーニュで美食の限りをつくします。
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 3Fサロン
一般：38000円、
クラブ・フランス会員：35000円
限定24席 完全予約制 定員になり次第締切

Dans la tradition du réveillon de Noël, un dîner
gastronomique exceptionnel sera préparé à Kyoto
par M.Daito, chef du restaurant "Essentiel" d'Osaka,
avec la complicité de la maison Laurent-Perrier.
Six champagnes différents seront servis pour
accompagner chacun des plats.
Lieu : Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salon

アンスティチュ・フランセ関西
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MUSIQUE

ACADÉMIE DE MUSIQUE FRANÇAISE DE KYOTO
京都フランス音楽アカデミー
3月20日
（金）～4月1日
（水）

フランスからトップクラスの音楽家を招聘して開催する日
仏音楽交流事業
「京都フランス音楽アカデミー」
は、創
設から25周年を迎えます。定評ある約2週間のマスター
クラスの他、期間中に行われる公開レッスンやコンサー
トでは、フランス音楽の美しさに触れていただけること
でしょう。
L'Institut français du Japon accueillera pour la 25e
année à Kyoto des professeurs français renommés,
qui dispenseront des classes de maître pendant deux
semaines. Les cours publics et les concerts seront
par ailleurs une occasion pour le public d'apprécier
le meilleur de la musique française.
主催・お問合せ：京都フランス音楽アカデミー実行委員会
Tel.075-761-2114
academie@institutfrancais.jp
academie.institutfrancais.jp

開講クラス
（教授）
：
声楽
ピアノ

ミレイユ・アルカンタラ
ジャン＝マルク・ルイサダ、
ジョルジュ・プルーデルマッハー、
ピエール・レアク
ヴァイオリン オリヴィエ・シャルリエ、
シルヴィー・ガゾー
ヴィオラ
ブルーノ・パスキエ
チェロ
ドミニク・ド・ヴィリアンクール
フルート
ジャン・フェランディス
オーボエ
ダヴィッド・ワルター
ハープ
ギレーヌ・プティ＝ヴォルタ

Classes (professeurs) :
Chant
Piano

Mireille Alcantara
Jean-Marc Luisada, Georges Pludermacher,
Pierre Réach
Violon
Olivier Charlier, Sylvie Gazeau
Alto
Bruno Pasquier
Violoncelle Dominique de Williencourt
Flûte
Jean Ferrandis
Hautbois David Walter
Harpe
Ghislaine Petit-Volta

現代音楽特別公開講座
Conférences de Philippe Manoury - La musique et les formes du temps

3月24日
（火）～26日
（木）

作曲家フィリップ・マヌリ氏（元ヴィラ九条山レジデント）
が
「音楽と時間の形態」
をテーマにレクチャーを行いま
す。
（全3回、1回2時間）
アンスティチュ・フランセ関西−京都 稲畑ホール
聴講料：2000円
（1回につき）、5000円
（全3回）
逐次通訳付

M. Philippe Manoury, compositeur et ancien résident
de la Villa Kujoyama, donnera une série de conférences
spéciales sur la musique contemporaine à l'occasion
de cette 25e édition. (3 séances de 2 heures)
Lieu : Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle
Inabata

公開レッスン
Cours publics

3月28日
（土）、29日
（日）

アカデミーの授業は非公開であるため、期間中に各
教授1回90分の公開レッスンを全クラス行います。
アンスティチュ・フランセ関西−京都 稲畑ホール
聴講料：2000円
（1科目1教授につき）、7000円
（1日通し券）
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"Les cours publics" (90 min/classe) offrent une occasion
exceptionnelle d'assister aux classes de maître
dispensées par les plus grands professeurs français.
Lieu : Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata

受講生コンサート
Concert des élèves

4月1日
（水）13:00

アカデミーの最終日には、各クラスから選ばれた優
秀受講生（1クラス平均 2 名）
のコンサートを開催し
ます。

L'Académie se termine par un concert des meilleurs
élèves de chaque classe (environ 2 élèves par
classe).

京都市立京都堀川音楽高等学校 ホール
入場無料

Lieu : Lycée municipal de musique
de Kyoto Horikawa

第25回 京都フランス音楽アカデミー アンサンブル・スペシャル・コンサート2015
Concert de lʼEnsemble de la 25ème Académie de Musique Française de Kyoto 2015

3月27日
（金）19:00

「京都フランス音楽アカデミー」
のために来日した教授
陣による、毎年恒例のコンサートです。ソリストとして
も世界中で活躍する演奏家たちの奏でる珠玉のアン
サンブルを、是非お楽しみください。

CULTURE

京都府立府民ホール アルティ
一般：4000円、
クラブ・フランス会員 / 学生：3000円
協力：エラート音楽事務所 Tel. 075-751-0617

Les professeurs de l'Académie, grands solistes et
instrumentistes de la scène classique internationale,
vous feront découvrir l'univers de la musique de
chambre à travers un concert-récital exceptionnel,
largement consacré au répertoire français.
Lieu : Kyoto Alti Hall

プログラム
メンデルスゾーン：
「無言歌集」
より

Mendelssohn : 4 Romances sans paroles

ダヴィッド・ワルター
（オーボエ）、
ピエール・レアク
（ピアノ）

David Walter (hautbois), Pierre Réach (piano)

ラヴェル：
「シェエラザード」
より 魔法の笛

Ravel : La Flûte enchantée, extrait de Shéhérazade

ミレイユ・アルカンタラ
（ソプラノ）、
ジャン・フェランディス
（フルート）、
ピエール・レアク
（ピアノ）

Mireille Alcantara (soprano), Jean Ferrandis (flûte),
Pierre Réach (piano)

サン＝サーンス：幻想曲 op.124

Saint-Saëns : Fantaisie pour violon et harpe, op.124

シルヴィー・ガゾー
（ヴァイオリン）、
ギレーヌ・プティ＝ヴォルタ
（ハープ）

Sylvie Gazeau (violon), Ghislaine Petit-Volta (harpe)

ラヴェル：ピアノ三重奏曲 イ短調
ジョルジュ・プルーデルマッハー
（ピアノ）、
オリヴィエ・シャルリエ
（ヴァイオリン）、
ドミニク・ド・ヴィリアンクール
（チェロ）
マヌリ：新曲
（ブーレーズ生誕90年記念、
タイトル未定）
ドミニク・ド・ヴィリアンクール
（チェロ）
プーランク：フルート・ソナタ
ジャン・フェランディス
（フルート）、
ジャン＝マルク・ルイサダ
（ピアノ）
フォーレ：ピアノ四重奏曲 第1番 ハ短調 op.15
ピエール・レアク
（ピアノ）、
シルヴィー・ガゾー
（ヴァイオリン）、
ブルーノ・パスキエ
（ヴィオラ）、
ドミニク・ド・ヴィリアンクール
（チェロ）

Ravel : Trio pour piano, violon et violoncelle en la mineur
Georges Pludermacher (piano), Olivier Charlier (violon),
Dominique de Williencourt (violoncelle)
Manoury : création à l'occasion du 90e anniversaire de
Boulez
Dominique de Williencourt (violoncelle)
Poulenc : Sonate pour flûte et piano
Jean Ferrandis (flûte), Jean-Marc Luisada (piano)
Fauré : Quatuor pour piano et cordes nº1 en ut mineur op.15
Pierre Réach (piano), Sylvie Gazeau (violon),
Bruno Pasquier (alto),
Dominique de Williencourt (violoncelle)

※都合により曲目・出演者は変更を余儀なくされる場合があります。予めご了承ください。

アンスティチュ・フランセ関西
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DIGITAL CHOC 2015

LA FABRIQUE DU RÉEL
デジタル・ショック2015

リアルの構築

3月20日
（金）～4月1日
（水）

「デジタル・ショック」
は、新たなデジタル技術の影響を
受けた幅広い分野での、日仏間の創造性の広がりをご
紹介するフェスティバルです。第4回目を迎える本年度は、
多くのパートナーの皆様と共に、3D印刷やバーチャルリ
アリティなどの新しい技術を介し、
これまでとは違ったア
プローチでリアル（現実）
を理解する方法をご提案します。
関西では、映像芸術祭"MOVING 2015"と連携したプロ
グラムを予定しています。詳細はサイトをご確認ください。
主催：アンスティチュ・フランセ日本
協力：アンスティチュ・フランセ パリ本部

© Avoka

Le festival Digital Choc revient pour présenter des
créations influencées par les nouvelles technologies et
le numérique.
Après le succès des trois premières éditions, l'Institut
français du Japon et ses partenaires proposent cette
année au public d'explorer différentes manières
d'appréhender le réel par le biais des nouvelles
technologies (imprimantes 3D, réalité augmentée).
Le programme Kansai, élaboré avec la complicité du
festival "moving" sera précisé sur le site internet.

DIGITAL CHOC 2015

CCMC 2015 CONTEMPORARY COMPUTER MUSIC
AVEC RÉGIS RENOUARD LARIVIÈRE
レジス・ルヌアール＝ラリヴィエールによるCCMC2015
コンテンポラリー・コンピューター・ミュージック
2月25日
（水）18:30

19 年目を迎えたCCMC2015は、デジタル・ショック関
連イベントとして今年も京都で開催。マルチ・チャンネ
ル・スピーカー、オーケストラであるアクースモニウム・
ライブを行います。
今年はエリック・サティ音楽院で教鞭を取り、1996 年
にはアルス・エレクトロニカ賞を受賞した作曲家である
レジス・ルヌアール＝ラリヴィエールを迎え、彼の作品
を披露します。このイベントを通して関西のアクースマ
ティック音楽の作曲家たちの作品ならびにFutura賞、
Motus賞などの受賞作品もお楽しみ頂けます。
アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
500円
（一律）
＊チケットは当日、会場で販売します
主催・お問合せ：アンスティチュ・フランセ関西―京都、
ACSM116
（音と音楽・創作工房116）knarita@dwc.doshisha.ac.jp
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La 19e édition du concert de musique acousmatique
et électroacoustique CCMC 2015 se déroulera cette
année à Kyoto dans le cadre de Digital Choc, avec des
œuvres interprétées en « live » sur un acousmonium
(orchestre de hauts-parleurs). Cette année, le
compositeur français Régis Renouard Larivière,
lauréat 1996 du prix Ars Electronica et enseignant
au Conservatoire Erik Satie (Paris VII) sera présent
pour un concert-conférence où seront interprétées
ses œuvres. L'événement sera aussi une nouvelle
occasion de découvrir un programme d'œuvres de
jeunes compositeurs de musique acousmatique du
Kansai, et anciens lauréats du prix Futura ou Motus.
Lieu : Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata

CONFÉRENCE

QUAND LE JARDIN PREND FORME : CONFÉRENCE
DE GILLES CLÉMENT
「庭のかたちが生まれるとき」ジル・クレマン講演会
2月27日
（金）18:00～20:00

植物―とりわけ一年草や二年草―が転々と移動し、
かたちを結んでは、ほどけていきます。ジル・クレマンが
荒れ地や放棄地の植生から着想した
「動いている庭」
で
は、植物、動物、庭師、来園者、それらをとりまく環
境といったさまざまな要素の動きが交錯する中から庭の
かたちが生まれてきます。こうしたクレマンの態度は、庭
やランドスケープ・デザインにとどまらず、広くこれからの
ものづくりのあり方を照らしているでしょう。

Dans le « jardin en mouvement », concept de Gilles
Clément inspiré par la végétation des friches, le jardin
prend forme en suivant le mouvement de brassage de
divers éléments comme les plantes, les animaux, les
jardiniers, les visiteurs, etc. Gilles Clément nous invite
à reconsidérer la forme du jardin mais aussi l'acte
même de création.

アンスティチュ・フランセ関西ー京都
入場無料
同時通訳付

Lieu : Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata

稲畑ホール

お問合せ：担当：Emmanuel MARES
e.mares@chikyu.ac.jp / Tel.075-707-2483

共催：総合地球環境学研究所

協力：みすず書房

Gilles Clément
ジル・クレマン

CULTURE

1943年生まれ。庭師、修景家（ランドスケープ・デザイナー）、小説
家など、数多くの肩書きをもつ。植物にとどまらず生物についての
造詣も深く、
カメルーン北部で蛾の新種（Bunaeopsis clementi）
を発見してもいる。庭に植物の動きをとり入れ、
その変化と多様
性を重視する手法はきわめて特異なもの。代表的な庭、公園にア
ンドレ・シトロエン公園（パリ、1986-98年）、
アンリ・マティス公園
（リール、
1990-95年）
、
レイヨルの園
（ヴァル、
1989-1994年）
などが
ある。
また庭園論として
『動いている庭』
（1991年）
『
、惑星という庭』
（1999年）、
『第三風景宣言』
（2004年）、小説として
『トマと旅人』
（1997年）
等を執筆している。

Gilles Clément dans son jardin (Creuse), © Tomoki Yamauchi

Jardin du musée du quai Branly (Paris), © Tomoki Yamauchi
Parc Henri Matisse (Lille), © Tomoki Yamauchi
アンスティチュ・フランセ関西
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GOURMET

FÊTE DE FIN D'ANNÉE
年末パーティー
12月13日
（土）18:30～20:30
アンスティチュ・フランセ恒例の年末のパーティーで
す。
プロペックシェフによる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。

L'institut français du Japon vous invite à participer à sa traditionnelle fête de fin d'année à Osaka.
Venez déguster des plats typiquement français et
trinquer avec vos enseignants !

アンスティチュ・フランセ関西ー大阪
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中／定員になり次第終了

Lieu : Institut français du Japon – Kansai / Osaka

EXPOSITION

GAUSHI CHIDA :

“LES ROUGES ET LES AZURS DÉNUDÉS”

千田剛史展

「Les Rouges et les Azurs dénudés」
12月13日
（土）～1月24日
（土）
12月13日
（土）17:30より作家来場
火曜〜金曜：13:00〜18:00
日曜：11:00〜15:00
※12月21日
（日）〜1月5日
（月）
は除く

「ある夜、とてもはっきりとした夢を見た。
赤の人々と、碧の人々の物語。
その夢はぼくの頭を離れず、
ぼくはその夢の物語を絵に描いた。
何故だかわからない。でもそうなんだ。
」
千田剛史 31歳
アンスティチュ・フランセ関西―大阪
入場無料
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Une nuit j'ai fait un rêve très clair qui m'a donné
l'histoire des rouges et des azurs.
Ce rêve ne m'est jamais sorti de la tête jusqu'à ce que
j'en dessine l'histoire.
Je ne sais pas pourquoi... mais c'est comme ça.
Gaushi Chida, 31ans.
Lieu : Institut français du Japon – Kansai / Osaka, grande salle

LA GALETTE DES ROIS
ガレット・デ・ロワ 新年パーティー
1月24日
（土）16:00

La fête de la Galette des Rois est une tradition bien
vivante en France, célébrée début janvier, au moment
de l'Épiphanie. La galette est faite de différentes
façons suivant les régions. L'Institut organise avec le
Club de la Galette des Rois une soirée destinée à faire
mieux connaître cette tradition au Japon. Une galette
géante, offerte au Consul général de France à Kyoto,
sera partagée avec tous les participants qui pourront
la déguster. Les plus chanceux gagneront une fêve,
une couronne et un cadeau. De nombreuses sortes
de galettes seront également préparées spécialement
par les chefs du Club.

アンスティチュ・フランセ関西ー京都 稲畑ホール、
ル・カフェ
一般：4000円、
クラブ・フランス会員：3300円、10歳以下のお子
様：1000円
※フリードリンク制（ワイン、
シードル、
ジュース、
コーヒー等）
※1F受付にてチケット販売中／定員になり次第終了

Lieu : Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata,
café

CULTURE

1月初めの公現祭（エピファニー）
に由来するフランスの
伝統菓子、ガレット・デ・ロワ。中に隠れた小さな陶
器の人形（フェーヴ）
を当てると、その年に幸せが訪れる
とされる、フランスでは今も新年に欠かせないお菓子で
す。アンスティチュでは、クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・
デ・ロワとの共催により、ガレットのパーティーを開催し
ます。在京都フランス総領事に献上される約 1mのスペ
シャルなガレットにご注目下さい。クラブ・シェフによる
特製のガレットの数々も勢揃い。東西の人気店のガレッ
トを食べ比べるチャンス！フェーヴを当てた人には、王冠
とともに素敵なプレゼントも。
皆で楽しく新年を祝いましょう。

共催：クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ 協賛：株式会社 ル ブルターニュ

CHANDELEUR
シャンドルールにクレープ！
2月3日
（火）～2月8日
（日）
「シャンドルール（聖燭祭）は冬の終わり」
という言葉
通り、
暖かい春の到来を祝って、
BREIZH Café とともに
グルメな一週間をお送りします。
この間、
カフェにはブルターニュ地方に伝わるそば粉の
クレープが日替わりで登場。
おかずのクレープから甘い
デザート・クレープまで、
クレープ専門店 BREIZH Café
の技と味を堪能していただけます。
ご一緒にシードル
やアップルジュースもどうぞ。
カフェでブルターニュ風の
シャンドルールを味わいましょう！
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 ル・カフェ
協賛：株式会社 ル ブルターニュ

« A la chandeleur, l'hiver se meurt » dit le proverbe. Pour fêter la fin de l'hiver et la chandeleur,
l'Institut s'associe à Breizh Café Kyoto pour une
semaine gourmande ! Nous vous invitons à venir déguster chaque jour une recette spéciale de
crêpes bretonnes. Sucrées ou salées, elles seront
préparées pour vous dans les règles de l'art par les
maîtres crêpiers de Breizh Café, accompagnées de
cidre ou de jus de pomme. Le Café vous attend pour
une chandeleur bretonne !
Lieu : Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, café

アンスティチュ・フランセ関西
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ATELIERS DE CUISINE
料理アトリエ

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。詳細はアンスティチュのサイトでチェック！

Bonnet Valentine
Sain

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。

1月11日
（日）11:00～12:30 カナッペ、
サプライズパン
2月8日
（日） 11:00～12:30 チョコレート
3月8日
（日） 11:00～12:30 クレープサレ、
クレープシュクレ
アンスティチュ・フランセ関西ー京都

3Fサロン

講師：ボグダン・プロペック
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。

1月17日
（土）16:00～17:30 バスク地方
2月14日
（土）16:00～17:30 ヴァレンタイン特集
3月7日
（土） 16:00～17:30 アルザス地方
アンスティチュ・フランセ関西ー大阪

9F会議室

ATELIER

WINE EXPERIENCE
ワイン体験イベント "多感覚的試飲"
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？

ワイン試飲付

要予約 10名〜 30名様限定

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 !

ワイン試飲付

1月31日
（土）16:00～17:30

2月21日
（土）16:00～17:30

アンスティチュ・フランセ関西ー大阪 9Ｆ会議室
一般：4000円、
クラブ・フランス会員：3000円

アンスティチュ・フランセ関西ー京都 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。
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GOURMET

LE MARCHÉ DE L’INSTITUT
ル・マルシェ
1月11日
（日）、2月8日
（日）、3月8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、雑貨が
並ぶマルシェでは、焼きたてのクレープも。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！

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 et conviviale, profitez-en pour
passer un dimanche « à la française » !

※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。

En cas de forte pluie, l'événement sera annulé.
Lieu : Institut français du Japon - Kansai / 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 担当：井原 Tel. 080-4704-3584
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、
おんらく市場、S-STYLE

同日、
ドミニク・ドゥーセの料理アトリエ
（P40）
と、
フランス語初心
者無料体験レッスン
（P5）
も行います

DANSE

CULTURE

LE PETIT BAL DU SAMEDI
土曜日のプチ・バル
12月13日
（土）、1月17日
（土）、2月28日
（土）
17:00～19:30
「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。ロマ
ン・ジュルダン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
1000円

稲畑ホール

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

LE CAFÉ ル･カフェ

フランスの家庭料理を気軽に味わえる、ル・カフェ。
鶏のフリカッセ、シュークルートなど、日替わりのメインが登場す
るランチセットが人気です。アラカルト・メニュー、テイクアウト
可能なサンドイッチやカヌレも。事前にご予約頂ければ、
デザート
にお誕生日のデコレーションも致します。
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
（パーティーのご予約もど
うぞ）
：Tel. 075-761-2180

Journée des crêpes
毎月15日はクレープの日！
1月15日
（木）、2月15日
（日）、
3月15日
（日）
11:30～16:00
クレープはもちろんフランスのお菓子！
毎月15日、
ル･カフェはガーデンでクレープを
ご提供します。
気軽にテイクアウトしてください。
※ 雨天中止／月曜・祝日を除く
Les crêpes sont une spécialité bien française.
Le café de l'Institut vous propose des crêpes dans
le jardin tous les 15 de chaque mois (sauf si ce
jour est un lundi).

アンスティチュ・フランセ関西
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KYOTO
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。

OSAKA
KYOTO

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

Emprunts dans le réseau des médiathèques
françaises du Japon

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。

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.

オンライン蔵書カタログ：www1.institut.jp

Pour consulter le catalogue commun : www1.institut.jp

お問合せ：caroline.tejedor@institutfrancais.jp

Renseignements : caroline.tejedor@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、
推薦読書コ
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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

OSAKA
開館時間

Accès

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

貸出

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.

書籍

8冊

3 週間

8 Livres

3 semaines

雑誌

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

Inscrivez-vous à Culturethèque !
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

Jade MROUEH

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。

日本の生活に興味津津。食べること、笑うこと、
音楽を聴くこと・演奏することが大好き。

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。

非常勤講師
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Cédric ALZAS

Nicolas DASSONVILLE

2007年日本到着。時間があれば映画鑑賞。
ジャズを聴くのも好き。

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。

Cédric BELEC

Sébastien DELBES

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。

2005年に大阪に着任。
リモージュ出身。
ドラム
と写真が趣味。

Louis-René BÉZIERS

Marc-Henri DEROCHE

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。

京都大学白眉センターならびに文学部研究科
助教。

Olivier BIRMANN

Emilie DEVAUX

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。

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。

Julien BOGAERS

Franck FAUCONNIER

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。

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。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Éric FAURE

Jean-Noël POLET

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。

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。

Gilles FERNANDEZ

Olivier ROUAUD

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。

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。

Sylvie FUJIHIRA

Romaric ROYNETTE

マスタードで有名なディジョン出身。
日本でのフ
ランス語教授歴は20年以上。

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

Bertrand SAUZEDDE

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。

ブルゴーニュ地方出身。立命館大学などでフラ
ンス語とフランスの文化を教える。

Ludovic HELME

Jean-François SIMONNET

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。

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。

Florent KERNEN

Élisabeth SUETSUGU

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。

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。

Raphaël LAFITTE

Yuki TAKAOKA

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。

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。

Yamina LAIEB

Akiko TAMURA

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。

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。

Jacques LALLOZ

Janina TOMIMOTO

京都で人生の半分以上を過ごす。30数年を翻
訳と会話の素材としての漫画に費やしている。

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。

Jean LAMARE

Pierre TURLUR

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。

Julien MENANT

Pélaggy VERGNON

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。

Marc PETIT

Toshimasa WADA

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。
アンスティチュ・フランセ関西
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CLUB FRANCE

クラブ・フランス

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
メディアテーク：

書籍、雑誌、バンドデシネ、CD、DVDの貸出

デジタル図書館「Culturethèque」
：

外部パートナーの特典
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。

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

フランス語学留学サポート：

フランス語学留学に関する無料相談、代行手数料無料

www.clubfrance.jp

文化イベント：

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）

カフェ
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1Fル･カフェにおける割引
※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。
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。

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！
毎週火曜日15：30ころからは、
歌手のクレモンティーヌがパリの最新トピックスをお届けする
「Esprit
de Paris」
をオンエア中。
毎月最終火曜日は、
アンスティチュ・フランセ関西の情報もお届けしています。

※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。

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

〒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
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
〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-11
阪急産業南森町ビル9階
Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg. 9F,
2-2-11 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041
Tel. 06-6358-7391 Fax. 06-6358-7393
kansai.osaka@institutfrancais.jp
受付時間
火曜〜土曜：9:30 – 19:30
日曜：10:30 - 16:00
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

www.institutfrancais.jp

アンスティチュ・フランセ関西

冬期休館日のお知らせ

12月21日
（日）〜2015年1月5日
（月）
Fermeture de lʼInstitut français du Japon – Kansai
du dimanche 21 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015 inclus

休館：月・祝

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、幅広い活動を展開しています。

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、多彩なクラスを開講。
プロ講師陣による質の高い講座です。

講座の種類
╚
╚
╚
╚

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

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
文化セミナー

文化イベント

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

DELF・DALFやTCFでフランス語の腕試し！

Événements culturels
フランスのアート、最新の研究、話題の作家、
グルメ・
イベント等々。
フランスの
「今」
を、
身近に体験！

KYOTO
（旧 関西日仏学館）

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）

