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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

冬の

新 着 情 報

・
1. 初心者クラス
日曜日クラスの限定特別割引

5. 満足度アンケート実施

冬学期の初心者クラスと日曜日クラスへのご登録には、
10％の割引があります（
。→P.5）

2. 続行！お友達 ご紹介キャンペーン

（→p.5）

冬学期もお友達ご紹介キャンペーンを実施します。

3. 初めてフランス語を勉強される方へ

新しい年と共にフランス語を学んでみようとお考えの方へ、
アンスティチュ･
フランセ関西では朝、
午後、
夜とさまざまな時間帯で入門クラスを開講いたし
ます。大阪
（→P.10）
/京都
（→P.20）

4. アトリエも続々

2015年度末に、
満足度アンケートを実施いたしま
す。
ご回答いただきました方々には、
アンスティチュ･
フランセ日本のエコバッグを差し上げます。
皆様の
ご協力をお願いいたします。
* なお、
エコバッグのお渡しは、
なくなり次第終
了いたします。

フランス語、
フランス文化に、
ユニークな方法で楽しく触れていただけるよう、
豊富なアトリエを提案いたします。
新しいアトリエの数々と
（→P.30）
、
ワインと
チーズのアトリエ
（→P.39）
など、
是非ご覧下さい。

目

フランス語講座

次
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6. イベントもたくさん

アンスティチュ･フランセ関西では、
他にはない独自のイベントが盛り
だくさん！
マルシェ・ド・ノエル、
ガレット・デ・ロワ、
京都フランス音楽アカデミー
など、
お見逃しなく！
（→P.32）

7. 阪急うめだ本店「フランスフェア2016」

3月9日
（水）
から15日
（火）
まで開催される
「フランスフェア2016」
にアン
スティチュ・フランセ関西のスタンドが出ます。

COURS D'HIVER

大学生のための
短期研修/フランス語コンクール

04

フランス語オープンデー/
プライベートレッスン

Portes ouvertes / Cours privés

05
06
07
08
10
19
20

特別割引/サービス

30

フランス留学サポート

Séjour en France

アトリエ

Ateliers

文化イベント

PROGRAMME CULTUREL

32
-
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41
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42

Réduction / Service / Traduction

Comment choisir ma classe ?

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

44
46
47
48

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

Accès, horaires

アンスティチュ・フランセ関西の紹介

Présentation de l'Institut français

フランス語短期研修

POUR VIVRE EN FRANÇAIS À L'INSTITUT FRANÇAIS

IMMERSION

ÇA Y EST, JE PARS

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

留学のスムーズなスタートを切るために

日本でフランス語留学

フランス留学準備研修

対象者：入門・初級・中級（上級レベルの参加者が5名
以上いる場合は上級クラスも設置します）

対象者：中級・上級

東京：2016年3月15日
（火）〜25日
（金）

東京：2016年3月29日
（火）〜4月1日
（金）

京都：2016年3月1日
（火）
～ 11日
（金）

8日間 合計48時間 10:30～18:15

大学
大学 生
専門 院生
学
皆さ 校生の
ん対
象

京都：2016年3月15日
（火）
～ 18日
（金）

4日間 合計16時間 10:30～15:30

バラエティーに富んだ2週間でレベルUP!

10時間：大学での授業に備えるフランス語の授業

16時間 役立つ会話：
日常生活で活かせる会話
（DELF試験の面接対策
にもなります）
16時間 フランス語総合：
読解と文章作成
（DELF試験の筆記対策にもなります）
16時間 フランス文化：
原題のフランス社会や文化を知る上で大切な
ポイントを押さえる
毎日、コーヒーブレイク：
この間も、会話チャンスUP!

╚ アカデミックな文章を理解し作成するためのスキル

申込締切：京都：2月23日
（火）
東京：3月8日
（火）

╚ 授業の理解とノートを取るためのスキル
╚ プレゼンテーションの仕方

6時間：フランスや諸外国における学生生活に
役立つ実践的な授業
╚ スムーズな学生生活や日常生活の過ごしかた
申込締切：
京都：3月5日
（土）
東京：3月19日
（土）
受講料：28,000円
（年会費が別途必要です）
Immersion に参加の方は
21,000円!

受講料：84,000円（年会費が別途必要です）

第7回西日本フランス語コンクール

CONCOURS DE RÉCITATION DE L'OUEST DU JAPON POUR LES LYCÉENS
2016年1月30日
（土）14:00 ～（受付13:30 ～）
会場：聖母被昇天学院中学校高等学校 西館 講堂
出場資格：高等学校で第二外国語としてフランス語を履修して
いる高校生（1校3名まで参加可能）

※ 課題文は、
ホームページ
（http://www.assumption.ed.jp/）上
からダウンロードしてください。
応募締切：2016年1月8日
（金）
お問い合わせ：聖母被昇天学院中学校高等学校
国際交流・外国語センター 松平先生、菅沼先生
TEL : 072-721-3080 FAX : 072-723-8880
E-mail : nishinihon.furansugo@gmail.com
主催：学校法人 聖母被昇天学院
後援：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、箕面市、箕面市教育委員会（予定）
協賛：DELF・DALF試験管理センター、
フランス語教育振興協会、
CAMPUS FRANCE、
エールフランス航空

アンスティチュ・フランセ関西
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フランス語オープンデー
PORTES OUVERTES DU KANSAI

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。

1月10日
（日）*

1月9日
（土）

会場：アンスティチュ・フランセ関西－京都

会場：アンスティチュ・フランセ関西－大阪
OSAKA

KYOTO

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

全レベル

目指そう、DELF・DALF!

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

11:00

全レベル

目指そう、DELF・DALF !

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

初級

Interactions 3

初級

Interactions 3

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

上級

フランスの様々な顔

中・上級

仏検対策講座

上級

ジャーナル・アンスティチュ

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

初級

Interactions 3

準マスター

文書と口頭による論証法

初級

会話プラス

初級

食文化を巡る会話

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

準マスター

哲学カフェ

初級

会話プラス

中級

会話プラス

上級

会話プラス

12:00

13:00

14:00

15:00

フランス語が初めての方に
13:30-14:20

12月16日
（水）

19:00-19:50

12月20日
（日）

11:10-12:00

仏検に備えよう！

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

中級

食文化を巡る会話

準マスター

文書と口頭による論証法

上級

シネマで学ぶフランス語

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

中級

会話プラス

上級

会話プラス

初級

Interactions 3

KYOTO

OSAKA
12月15日
（火）

中・上級

12月16日
（水）

14:00-14:50

12月17日
（木）

11:00-11:50

12月19日
（土）

14:00-14:50

2月14日
（日）*
3月20日
（日）*

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

* ル・マルシェの日
（p.38）

プライベートレッスン

1名～3名まで、1時間～30分単位
レッスン料金（1時間、税込）

COURS PRIVÉS

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。
● 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

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：70,000円
※6ヶ月間有効

レッスン時間帯

学期期間中の火曜日〜金曜日 10:00-19:00

（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）

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.

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。
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特別割引

新

冬学期限定！

RÉDUCTION

● 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2.000円、少人数クラス
の場合は3,000円割引となります
● 学生はさらに受講生が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。

● 初心者クラスと日曜日クラス
へのご登録は、10％OFFになります。
● 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、
同時にお申込みされた場合に
は、
お友達もご紹介者も受講料の10%OFF！た
くさんのお友達をご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下さい。

有効
活用 に
しよう
！

サービス
SERVICES

ネットフォロー・振替・学習相談
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。

新

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

お知らせ

2016年フランス語講座春学期
（予定）

4月5日
（火）― 6月19日
（日）
アンスティチュ・フランセ関西
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受講手続

（例）2016年冬学期に登録された場合
5学期目となる2017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。

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P46をご覧下さい）。

2016年冬学期

新規ご登録について

1月12日
（火）− 3月20日
（日）

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。

2月11日
（木）
と3月20日
（日）
は授業を行います。

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

1月12日
（火）17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。
月曜はお休みです。

登録受付期間
1月17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

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。
╚ 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

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。

年会費

継続ご登録について

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

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

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

クラスの選択

講座レベル

DESCRIPTIF DES NIVEAUX

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。
P4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。

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。

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。

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。

クラスアイコン
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

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ィプロム！

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

2016年 春季試験日程
筆記試験

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
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1日
（火）〜4月9日
（土）

5月15日
（日）

5月22日
（日）

DELF A1・A2
DELF B1・B2
DALF C1・C2

¥11000
¥13000
¥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

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

5月29日
（日）

6月5日
（日）

京都

C1/C2

A1/ B2

A2/B1

大阪

A1J / B2J / A1 / B2

A2J / B1J / A2 / B1

C1/C2

6月12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。
また、TCF必須試験をオンラインでも受験できます。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

受験料

TCF 必須................ ¥12,000
TCF SO .................. ¥13,000（オンライン受験）
TCF DAP................. ¥13,000
TCF 補足 ................ 受付にお問い合わせください。
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。

2016年度試験日程

試験日
3月11日
（金）
6月24日
（金）

試験日

必須試験時間
14:00-15:25

必須試験時間

2月9日
（火）
4月22日
（金）
7月15日
（金）
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出願締切日
2月11日
（木）
5月24日
（火）

出願締切日
1月9日
（土）

10:30-11:55

3月22日
（火）
6月15日
（水）

DELF•DALF 試験対策講座

詳しくは、大阪・京都講座
各レベルのページの

2016年春季試験に向けて、準備を始めま
しょう。
自信を持って試験に臨みましょう！

「目指そう、DELF・DALF!」
をご覧ください。

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

※
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

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。

フランス政府給費留学生として
フランスで勉強しませんか？
フランス語力を証明するTCFまたはDELF/DALFの証明書があれば、
どなたでも応募できます。
文学、
言語学、
哲学、
法学の分野ではＢ2レベルが、
人文社会科学、
経済学、
経営学、
政治学、
芸術の分野では、
Ｂ1レベルが要求されます。
フランス語力が不安な方は、
アンスティチュ・フランセ日本の
フランス語講座を受講して自信をつけましょう。
2016年度の募集は〆切りました。たくさんのご応募、
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

DÉBUTANT 入門

╚ Interactions 1
╚ Interactions 2

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。

目指そう、DELF・ DALF !

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。

集中
講座

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

アトリエ
10

使用教材：

冬のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 39ページ
をご覧ください。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Approfondissement linguistique
Objectif DELF ! Objectif DALF !
DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。
冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

テーマ別

Cours thématiques
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。

2016年春学期

開講予定

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

1G40IN3-o

Interactions 1プラス

leçons 7/12

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

M. Cédric Belec

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

1G20IN1b-o

Interactions 1

leçons 0/3

M. Sylvain Mokhtari

火

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN1c-o

Interactions 1

leçons 0/3

M. Julien Bogaers

水

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN2a-o

Interactions 1

leçons 4/6

Mme Malvina Lecomte

火

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN2b-o

Interactions 1

leçons 4/6

Mme Malvina Lecomte

木

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN2c-o

Interactions 1

leçons 4/6

M. Pierre Turlur

木

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN2d-o

Interactions 1

leçons 4/6

M. Ludovic Helme

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN3-o

Interactions 1

leçons 7/9

M. Sylvain Mokhtari

土

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN4-o

Interactions 1

leçons 10/12

Mme Pélaggy Vergnon

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

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

1G40IN23-o

Interactions 2 プラス

leçons 7/12

M. Romain Chaulet
M. Cédric Belec

日

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

40h

¥64,000

1G20IN21a-o

Interactions 2

leçons 1/3

M. Sylvain Mokhtari

金

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN21b-o

Interactions 2

leçons 1/3

M. Sylvain Mokhtari

金

13:30-15:30

20h

¥34,000
¥39,500

Interactions 2

leçons 5/8

M. Pierre Turlur

水

18:30-21:00

25h

Interactions 2

leçons 5/8

Mme Malvina Lecomte

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

1G25IN24-o

Interactions 2

leçons 9/12

M. Sylvain Mokhtari

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

1G25IN25-o

Interactions 2

leçons 11/12

M. Kévin Tortissier

木

18:30-21:00

25h

¥39,500

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

土

16:00-18:00

20h

¥34,000

OSAKA 講座

1G25IN22a-o
1G25IN22b-o

補足強化
クラスコード
1S20DA1-o

クラス
DELF A1 試験対策講座

テーマ別
クラスコード
2016年春 1T15EF-o

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

家族で楽しむフランス語

Mme Malvina Lecomte

土

10:30-12:00

15h

¥25,500

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

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

発音

Phonétique
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。

読解プラス

Compréhension écrite plus

補足強化

Approfondissement linguistique

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。

目指そう、DELF・ DALF !

Objectif DELF ! Objectif DALF !
DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。
冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

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。

テーマ別

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、有名シェフ等、
もっと知りたい方是
非ご参加 を。

シャンソンで学ぶフランス語
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。

ポエジー入門
Poésie

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。

やりなおしのフランス語（A2）
Nouveau départ

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）。

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。

アトリエ
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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

2G25IN1-o

Interactions 3

leçons 1/4

M. Julien Bogaers

水

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G20IN2a-o

Interactions 3

leçons 4/6

M. Ludovic Helme

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

2G20IN2b-o

Interactions 3

leçons 4/6

M. Xavier Gillard

木

10:00-12:00

20h

¥34,000

2G20IN3a-o

Interactions 3

leçons 7/9

M. Marc Petit

土

16:30-18:30

20h

¥31,500

2G20IN3b-o

Interactions 3

leçons 7/9

M. Sébastien Delbes

土

16:00-18:00

20h

¥31,500

2G25IN4a-o

Interactions 3

leçons 9/12

M. Julien Menant

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G25IN4b-o

Interactions 3

leçons 9/12

M. Julien Menant

火

18:30-21:00

25h

¥39,500

2G20IN4a-o

Interactions 3

leçons 10/12

Mme Pélaggy Vergnon

火

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G20IN4b-o

Interactions 3

leçons 10/12

Mme Pélaggy Vergnon

金

19:00-21:00

20h

¥31,500

2G20IN4c-o

Interactions 3

leçons 10/12

M. Jean-Noël Polet

土

10:00-12:00

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

2G25IN5-o

Interactions 3

leçons 13/16

M. Raphaël Lafitte

金

18:30-21:00

25h

¥39,500

2G20IN6-o

Interactions 3

leçons 15/17

M. Gilles Fernandez

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

2G20IN7a-o

Interactions 3

leçons 19/21

Mme Malvina Lecomte

金

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G20IN7b-o

Interactions 3

leçons 19/21

M. Cédric Belec

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

2G20VO7-o

Version Originale 2

unité 7

Mme Pélaggy Vergnon

金

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G20VO8-o

Version Originale 2

unité 8

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

土

16:00-18:00

20h

¥34,000

10h

¥29,000

補足強化
テキスト／クラス
DELF A2 試験対策講座

2S10KPFL-o

会話プラスフレックス

2S20ND-o

やりなおしのフランス語

M. Ludovic Helme

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30
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

会話プラス

M. Franck Fauconnier

水

11:00-12:00

10h

¥29,000

2S10CVb-o

会話プラス

M. Cédric Belec

金

13:30-14:30

10h

¥29,000

2S10CVc-o

会話プラス

M. Kévin Tortissier

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

OSAKA 講座

クラスコード
2S20DA2-o

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

2T20GC-o

食文化を巡る会話

M. Raphaël Lafitte

金

10:00-12:00

20h

¥34,000

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

14:30-16:00

15h

¥25,500

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

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。

ニュースでフランス語

Français général

Cours thématiques
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。

合格を確実なものとするために、仏検2級・準1級対策講座
を実施し ます。1次・2次対策を行います。
春の試験に自信を持って臨みましょう。

シネマで学ぶフランス語（B1）

Approfondissement linguistique
Préparez votre Futsuken !

目指そう、DELF・ DALF !

Objectif DELF ! Objectif DALF !
DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。
冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

Le français par la peinture

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。

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

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。

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。
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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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

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

unité 1

Mme Malvina Lecomte

火

18:30 -20:30

20h

¥31,500

3G20N13a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

Mme Malvina Lecomte

水

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N13b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

Mme Janina Tomimoto

金

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3G20N14a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Franck Fauconnier

水

13:00 -15:00

20h

¥31,500

3G20N14b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

Mme Malvina Lecomte

金

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3G20N14c-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Louis-René Béziers

土

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3G20N14d-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Sébastien Delbes

土

13:30 -15:30

20h

¥31,500

unité 5

M. Sébastien Delbes

水

10:00 -12:00

20h

¥31,500

leçon 11

M. Sylvain Mokhtari

火

18:30 -20:30

20h

¥31,500

3G20N15-o Nouveau Rond-Point B1.1
3G20E11-o

Echo B1 (vol.1)

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

unité 1

M. Xavier Gillard

火

18:30 -20:30

20h

¥31,500

3G20N21b-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 1

M. Julien Menant

水

13:30 -15:30

20h

¥31,500

3G20N21c-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 1

M. Florent Kernen

木

14:30-16:30

20h

¥31,500

3G20N23a-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 3

M. Xavier Gillard

水

13:30 -15:30

20h

¥31,500

3G20N23b-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 3

Mme Pélaggy Vergnon

金

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N23c-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 3

M. Sébastien Delbes

土

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3G20N25-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 5

M. Jean Lamare

木

19:00 -21:00

20h

¥31,500

leçon 10

M. Xavier Gillard

水

10:00 -12:00

20h

¥31,500

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

金

19:00-21:00

20h

¥34,000

土

16:00-18:00

20h

¥34,000

水

19:00-20:30

15h

¥25,500

10h

¥29,000

3G20E210-o

Echo B1 (vol.2)

補足強化

3S20B1b-o

テキスト／クラス

DELF B1 試験対策講座 B

3S15KF-o

仏検2級対策講座

3S10KPFL-o

会話プラスフレックス

3S20ND-o
3S20C36-o

課

DELF B1 試験対策講座 A
Mme Yuki Takaoka

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

やりなおしのフランス語
Communication progressive II

leçon 36

M. Xavier Gillard

土

13:30 -15:30

20h

¥31,500

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

OSAKA 講座

クラスコード
3S20B1a-o

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

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

アンスティチュ・フランセ関西

15

B2

使用教材：

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

╚ Nouveau Rond-Point 3
╚ Rond-Point 3
╚ Edito B2

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。

仏検に備えよう！

テーマ別

合格を確実なものとするために、仏検2級・準1級対策講座
を実施し ます。1次・2次対策を行います。
春の試験に自信を持って臨みましょう。

ジャーナル・アンスティチュ

Préparez votre Futsuken !

目指そう、DELF・ DALF !

Objectif DELF ! Objectif DALF !
DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。
冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

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。

Cours thématiques
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
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

アトリエ
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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。

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. Xavier Gillard

火

10:00-12:00

20h

¥31,500

4G20NRP2a-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 2

M. Jean-Noël Polet

水

19:00-21:00

20h

¥31,500

4G20NRP2b-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 2

M. Jean-Noël Polet

土

13:30-15:30

20h

¥31,500

4G20NRP6-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 6

M. Cédric Belec

火

10:00 -12:00

20h

¥31,500

4G20RP9-o

Rond-Point 3

unité 9

M. Marc Petit

土

14:00-16:00

20h

¥31,500

4G20E1-o

Edito B2

unité 1

M. Marc Petit

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

金

19:00-21:00

20h

¥34,000

金

19:00-20:30

15h

¥25,500

10h

¥29,000

補足強化
クラスコード
4S20DB2-o

クラス
DELF B2 試験対策講座

4S15KF-o

仏検準1級対策講座

4S10 KPFL-o

会話プラスフレックス

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

Mme Janina Tomimoto

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

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

ニュースでフランス語

M. Sébastien Delbes

火

13:30-15:30

20h

¥31,500

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

アンスティチュ・フランセ関西

OSAKA 講座

4T20TRa-o
4T20TRb-o
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C1/C2

SUPÉRIEUR 準マスター/マスター

補足強化

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、基礎的な文法等を復習し、物事を理解し構
築する力を養います。

Approfondissement linguistique
目指そう、DELF・ DALF !

Objectif DELF ! Objectif DALF !
DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。
冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

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

テーマ別

Cours thématiques
フランスのユーモア
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。

哲学カフェ
Café Philo

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
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、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。

補足強化
クラスコード
5S20DC1-o
5S20DC2-o

クラス

担当講師

DALF C1 試験対策講座
DALF C2 試験対策講座

曜日

時間

全学習時間

受講料

金

19:00-21:00

20h

¥34,000

金

19:00-21:00

20h

¥34,000

10h

¥29,000

5S10 KPFL-o

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

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

¥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

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

5T20PO-o

フランスの文化・政治・社会を知ろう

M. Jean-Noël Polet
M. Cédric Belec

木

15:00-17:00

20h

¥31,500

5S10HU-o* 開講日：1/21、2/4・18、3/2・17（全５回）

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

オンラインコース

通信コース
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)

2016 年 冬学期：1 月 7 日（木）〜 3 月 28 日（月）
登録期間：2015 年 12 月 7 日（月）〜

www.institutfrancais.jp/cad

-初級(A2)レベル：

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

●

中級（B1)レベル：

課題中心の学習内容で、課題により添削指導があります。

対象レベル：入門 (A1) 〜 中級 (B1)

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

e- フランセ LITE はいつでも申込みいただけます！

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
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
京都講座

A1

使用教材：

DÉBUTANT 入門

╚ Interactions 1
╚ Interactions 2

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。

Objectif DELF ! Objectif DALF !

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、
文法事項もしっかり学びながら、
筆記・
口頭両面で使えるフランス語を身につけていきます。

Approfondissement linguistique
目指そう、DELF・ DALF !

DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。
冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

やりなおしのフランス語（A1.2）
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。

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）。

アトリエ
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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

1G20IN1a

Interactions 1

leçons 0/3

Mme Gaëlle Frenehard

水

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN1b

Interactions 1

leçons 0/3

M. Romain Chaulet

木

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN1c

Interactions 1

leçons 0/3

M. Raphaël Lafitte

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN2a

Interactions 1

leçons 4/6

M. Kévin Tortissier

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN2b

Interactions 1

leçons 4/6

Mlle Sophie Dumain

水

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN2c

Interactions 1

leçons 4/6

M. Nicolas Dassonville

金

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G40IN2

Interactions 1 プラス

leçons 7/12

M. Michel Davy
M. Romain Chaulet

土

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

40h

¥64,000

1G20IN3a

Interactions 1

leçons 7/9

M. Raphaël Lafitte

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN3b

Interactions 1

leçons 7/9

Mme Akiko Tamura

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

1G20IN4a

Interactions 1

leçons 10/12 M. Jean-François Simonnet

木

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN4b

Interactions 1

leçons 10/12

M. Michel Davy

金

13:30-15:30

20h

¥34,000

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

1G40IN22

Interactions 2 プラス

leçons 7/12

M. Kévin Tortissier
Mme Akiko Tamura

土

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

40h

¥64,000

1G25IN22a

Interactions 2

leçons 5/8

M. Raphaël Lafitte

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

1G25IN22b

Interactions 2

leçons 5/8

Mlle Sophie Dumain

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

1G25IN23

Interactions 2

leçons 9/12

M. Jean-François Simonnet

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

クラスコード
1S20DA1
1S15ND

講座名

担当講師

DELF A1 試験対策講座
やりなおしのフランス語

M. Toshimasa Wada

曜日

時間

全学習時間

受講料

土

16:00-18:00

20h

¥34,000

火

10:30-12:00

15h

¥25,500

アンスティチュ・フランセ関西

KYOTO 講座

補足強化
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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
目指そう、DELF・ DALF !

Objectif DELF ! Objectif DALF !
DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。

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。

冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

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。
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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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

2G25IN2a

Interactions 3

leçons 5/8

M. Raphaël Lafitte

水

19:00-21:30

25h

¥39,500

2G25IN2b

Interactions 3

leçons 5/8

Mme Gaëlle Frenehard

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G25IN2c

Interactions 3

leçons 5/8

M. Julien Bogaers

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G20IN3

Interactions 3

leçons 7/9

M. Nicolas Dassonville

土

14:00-16:00

20h

¥34,000

2G25IN3

Interactions 3

leçons 9/12

M. Michel Davy

水

14:00-16:30

25h

¥39,500

2G20IN4

Interactions 3

leçons 13/15

M. Julien Bogaers

日

13:30-15:30

20h

¥34,000

A2.2レベル
2G25IN5

Interactions 3

leçons 17/20

M. Kévin Tortissier

土

13:30-16:00

25h

¥39,500

2G25VO7

Version Originale 2

unité 7

M. Louis-René Béziers

火

10:30-13:00

25h

¥39,500

2G25VO8a

Version Originale 2

unité 8

M. Marc Petit

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

2G25VO8b

Version Originale 2

unité 8

M. Louis-René Béziers

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

土

16:00-18:00

20h

¥34,000

補足強化
クラスコード
2S20DA2

講座名
DELF A2 試験対策講座
会話プラスフレックス

10h

¥29,000

2S20NDa

やりなおしのフランス語

Mlle Sophie Dumain

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30
木

10:00-12:00

20h

¥34,000

2S20NDb

やりなおしのフランス語

Mlle Sophie Dumain

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

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

¥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

アンスティチュ・フランセ関西

KYOTO 講座

2S10KPFL
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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

やりなおしのフランス語（B1 / B1.2）
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。

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。

Préparez votre Futsuken !
合格を確実なものとするために、仏検2級・準1級対策講座
を実施し ます。1次・2次対策を行います。
春の試験に自信を持って臨みましょう。

テーマ別

目指そう、DELF・ DALF !

おもてなし関西

Objectif DELF ! Objectif DALF !

Cours thématiques
Trésors touristiques du Kansai

DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。

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。

冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

食文化を巡る会話

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。

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。

アトリエ
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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

3G25RP1

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 1

M. Romain Chaulet

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP2

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 2

M. Romain Chaulet

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP4a

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Louis-René Béziers

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP4b

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Nicolas Dassonville

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP4c

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

M. Jean-François Simonnet

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

B1.2レベル
Nouveau Rond-Point B1.2

unité 3

M. Michel Davy

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 3

M. Michel Davy

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

3G25RP24a

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 4

M. Romain Chaulet

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP24b

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 4

M. Nicolas Dassonville

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP25

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 5

M. Raphaël Lafitte

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

KYOTO 講座

3G25RP23a
3G25RP23b

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

3S15FK

仏検２級対策講座

Mme Akiko Tamura

火

13:30-15:00

15h

¥25,500

3S20B1a

DELF B1 試験対策講座 A

金

19:00-21:00

20h

¥34,000

3S20B1b

DELF B1 試験対策講座 B

土

16:00-18:00

20h

¥34,000

10h

¥29,000

3S10KPFL

会話プラスフレックス

3S20ND

やりなおしのフランス語（B1.2）

Mme Gaëlle Frenehard

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30
木

14:00-16:00

20h

¥34,000

3S10KP

会話プラス

M. Raphaël Lafitte

水

15:30-16:30

10h

¥29,000

3S20CO

聞き取りと口頭表現

M. Olivier Rouaud

火

19:00-21:00

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

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

16:00-18:00

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
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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。

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。

補足強化

テーマ別

仏検に備えよう！

シネマで学ぶフランス語

合格を確実なものとするために、仏検2級・準1級対策講座
を実施し ます。1次・2次対策を行います。
春の試験に自信を持って臨みましょう。

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。

目指そう、DELF・ DALF !

フランスの地方

Approfondissement linguistique
Préparez votre Futsuken !

Objectif DELF ! Objectif DALF !
DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。
冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

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。

アトリエ
26

使用教材：

╚ Nouveau Rond-Point 3
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をご覧ください。
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Cours thématiques
Ciné FLE

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
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。先学期に引き続き、
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いきます。

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

4G25RP5

Nouveau Rond-Point 3

unité 5

M. Michel Davy

水

19:00-21:30

25h

¥39,500

4G25RP6

Nouveau Rond-Point 3

unité 6

Mme Gaëlle Frenehard

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

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

4S15FK

仏検準1級対策講座

Mme Akiko Tamura

土

16:00-17:30

15h

¥25,500

金

19:00-21:00

4S20DB2

DELF B2 試験対策講座

4S10KPFL

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

20h

¥34,000

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

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

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

目指そう、DELF・ DALF !

フランス語で再発見する日本文化

DELF・DALF試験に確実に合格するために必要な要素を
学ぶ講座です。
あらゆる可能性を最大限に生かすため、今
年から2学期に渡り、試験対策 講座をご用意します。

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。

冬学期：知って見直す
試験の4つのポイント
（聴解・読解・文書作成・口頭表現）
に
必要なスキルを確認し、受験を予定しているレベルで必要
とされる、文法や語彙等の語学的見地を見直しま す。
春学期（4月開講）
：試験の準備をする
すべての試験の基礎をトレーニングし、担当教師が評価を
してアドバイスをします。
また、点数をより多く獲得するため
のコツやポイントを伝授します。

フランス文学

Cours thématiques

Approfondissement linguistique

À la découverte de la culture japonaise

Objectif DELF ! Objectif DALF !

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。

Littérature française
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。
冬学期：Un amour de Swann, de Marcel Proust

思想史

Histoire des idées
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。

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。
（B2.2〜）

補足強化
クラスコード
5S20DC1
5S20DC2

講座名

担当講師

DALF C1 試験対策講座
DALF C2 試験対策講座

5S10KPFL

会話プラスフレックス

5S20AG

文書と口頭による論証法

曜日

時間

全学習時間

受講料

金

19:00-21:00

20h

¥34,000

金

19:00-21:00

20h

¥34,000

10h

¥29,000

19:00-21:00

20h

¥34,000

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30
M. Nicolas Dassonville

木

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

金

18:00-19:30

15h

¥25,500

5 T 20 LI

フランス文学

M. Louis-René Béziers

水

16:30-18:30

20h

¥34,000

5 T 20 HI

思想史

M. Eric Avocat

土

10:00-12:00

20h

¥34,000
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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

1.
2.
3.
4.

提携校がさらに増え、22校から30校に
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、
出発まで完全個別フォロー
レベルを問わず、短期（1週間）
から長期（1年）留学が可能
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：13時~20時

土曜日：10時~18時

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
CINÉ FORUM

ATELIER DE YOGA EN FRANÇAIS

A1/C2 シネ・フォーラム

A1/C2 フランス語でヨガ

日本語字幕付のクラ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。

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。

クラブ・フランス会員：500円、
一般：800円

1月の上映作品

Hippocrate
1月23日
（土）16:00～
1月27日
（水）14:00～
1月14日
（木）14:00～
1月30日
（土）16:00～

アイアンガーヨガ、
アシュタンヨガ
水曜日 15:45～16:45

1月20日、2月3日・17日、
3月2日・16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

1月23日、2月6日・20日、3月5日・19日

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）
2日前までに要予約

2月の上映作品

Radiostars
2月20日
（土）16:00～
2月24日
（水）14:00～
2月11日
（木）14:00～
2月14日
（日）14:00～

A1/C2 カフェ・デザミ
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。

3月の上映作品

土曜日 16:00～17:30

1月30日、
2月6日、3月5日

La pirogue

土曜日 16:00～17:30

1月16日、
2月13日・27日、
3月12日

木曜日 14:00～15:30

1月28日、3月3日

3月 9日
（水）14:00～
3月19日
（土）16:00～
3月17日
（木）14:00～
3月20日
（日）14:00～
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CAFÉ DES AMIS
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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

1月22日、
2月5日・19日、3月4日・18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 D'ILLUSTRATION

ATELIER DE TRADUCTION DE MANGAS

A1/C2 イラストのアトリエ

B1.2～ マンガ翻訳ワークショップ

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。

様々なジャンルのマンガを日本語からフランス語へ翻訳す
るワークショップ。
フランス語の中級あるいは上級レベル
の方におすすめです。

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！
金曜日 18:30～20:30
1月22日、2月5日・19日、3月11日・18日
講師：M. Tiery Le Cam
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）

ワークショップの構成は下記のとおりです。
第一部：二つのジャンルのマンガを翻訳する
第二部：出来上がった翻訳を比較し、
ディスカッションする
13:30～15:30

3月10日
（木）

19:00～21:00

3月9日
（水）

講師：Cyril Coppini

受講料：クラブ・フランス会員：500円、
一般：800円
3月4日
（金）
までに要予約

日本語・フランス語の両方で行います。
3日前までに要予約

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19日
（土）、20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。ノエルの飾りや特産品、
工芸品などが並び、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。アンスティチュでは、普段のマルシェとひと味
違う素敵なデコレーションと音楽、夜には幻想的な
ミラーボーラーズによるイルミネーションとナイト
マルシェもお楽しみください。
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 Tel. 075-761-2105
協力：anowa農業法人設立準備室

Le marché de Noël est né en Alsace au XVe siècle et
s'est depuis développé en France et en Europe, sous
la forme de petites échoppes, dans lesquelles on peut
acheter de nombreux articles pour la fête ainsi que des
petits cadeaux. On y trouve aussi de quoi se restaurer
avec des gâteaux traditionnels et du vin chaud
parfumé à la cannelle. Cette année le marché de Noël
de l'Institut sera illuminé par "MIRRORBOWLERS".
Lieu : Institut français, Kyoto, jardin

MIRRORBOWLERS

オブジェ・イルミネーション制作：
ミラーボーラーズ

グラフィックデザイナー・写真家・美術家・照明など様々なジャンルのメ
ンバーからなるアート集団。2000年より活動を始める。無数の反射と
光を放つ神秘溢れる幻想的な空間を創るその作品は、
日本の文化・
自然を慈しみ、老若男女問わず人種・言語・宗教観をも越えて人の心
に届く。FUJI ROCK FESTIVAL等のライブコンサート、Vogueやエルメ
ス等のパーティー、各種PVなどにおいて作品発表多数。
www.mirrorbowler.com

RHIZOTTOME : MINE-LIVE SPÉCIAL MARCHÉ DE NOËL

リゾットム マルシェ・ド・ノエルのミニライブ
12月20日
（日）12:30～13:00、13:30～14:00

ヴィラ九条山に招聘中のアルメル・ドゥーセ
（アコーディオン）
とマチュー・メッツガー（サックス）のデュオ、
リゾッ
トムによるミニライブを行ないます。
ドゥーセはダンサーにしてミュージシャン。
メッツガーはフランス国立ジャズ
オーケストラ等で演奏してきました。新しいレパートリーに
挑み続ける、息の合った二人のライブ！
アンスティチュ・フランセ関西ー京都
入場無料

稲畑ホール

Mini-live spécial Marché de Noël: Rhizottome Armelle Dousset & Matthieu Metzger, résidents de la
Villa Kujoyama - en concert !
Institut français, Kyoto, Salle Inabata
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SPECTACLE

NUIT DES PUBLIVORES
世界のCMフェスティバル
12月19日
（土）16:30～19:00
12月20日
（日）14:30～17:00

※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
のベストオブ サンタクロース CM、オモシロ動物
CMなどさまざまな特集をお届けします。素敵な賞
品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. Deux heures et
demie de spectacle et d'amusement, avec une loterie
où vous pourrez gagner de nombreux cadeaux. 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, 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

ATELIER

ARTS DE LA TABLE
テーブルコーディネートのアトリエ

要予約

12月20日
（日）14:00～15:00、16:00～17:00

今回のアトリエはクリスマス間近とあり、テーブルコーディネーターの
加東亜希子氏を迎え、テーブルコーディネートとシャンパンのアトリエを
開催します。加東亜希子氏の提案する、クリスマスをご家庭で楽しむとき
に役立つテーブルコーディネートのレッスンと、ヴァンサンがセレクトす
るグラスシャンパンとフォアグラを合わせての、クリスマス限定のアトリ
エを是非体験ください。
アンスティチュ・フランセ関西ー京都 サロン
一般：5000円、
クラブ・フランス会員：4000円

Profitez de l'atelier d'initiation aux arts de la table animé par Madame Kato, sur
le thème de Noël, en dégustant coupe de champagne et foie gras.
Lieu: Institut français Kyoto, salon
アンスティチュ・フランセ関西
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EXPOSITION

© Carine Prache

EXPÉRIENCES KYÔTO (3)
エクスペリアンス、
キョート (3)
1月30日
（土）～2月14日
（日）※2月11日（祝）を除く
火曜～土曜：10:00～19:00
日曜：10:00～15:00 ※2月14日（日）は13:30開始
2013年にスタートした
「Expériences, Kyoto – エクス
ペリアンス、キョート」
は、京都造形芸術大学に留
学しているヨーロッパの美大生が、京都で制作した
作品を展示発表するプロジェクトです。第3 回目の
今年は、下記の 7 名が、2015 年秋から半年間、京都
造形芸術大学留学中に制作した写真を展示します。
出展：

Participants:

ソニャ・ゼンダー（チューリッヒ美術大学）
、エル
ザ・セキエ＝フォーシェ
（パリ国立高等装飾美術学校
ENSAD）
、アレクサンドル・エデンヌ（パリ国立高等
装飾美術学校 ENSAD）
、カリーヌ・プラーシュ
（パリ
国立高等装飾美術学校 ENSAD）
、イェスル・ジョ
（ソ
ウル）
、ホスエ・バルーフ・ゴロドン・ゲッレーロ
（メ
キシコシティ）
、ヤムナ・バレンタ
（ウィーン）
アンスティチュ・フランセ関西―京都
入場無料

Pour la troisième année, l'université des Arts et de
Design de Kyoto vous invite à découvrir à l'Institut le
travail photographique de sept étudiants de grandes
universités d'art internationales, réalisé au cours de
leur séjour d'études à Kyoto. Cette exposition s'inscrit
dans le cadre du programme d'échange international
de l'université.

Sonja Zehnder , Zurich University of the Arts, Suisse /
Elsa Séquier-Faucher, ENSAD, Paris / Alexandre
Edenne, ENSAD, Paris / Carine Prache , ENSAD,
Paris / Ye Seul Jo , Seoul, Corée / Josue Baruj Gordon
Guerrero, Mexico City, Mexique / Yamuna Valenta,
Vienne, Autriche
Lieu : Institut français, Kyoto, salon

3Fサロン

DIGITAL CHOC 2016

CCMC 2016 CONTEMPORARY
COMPUTER MUSIC
CCMC2016 コンテンポラリー・
コンピューター・ミュージック
3月1日
（火）18:30

20 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。
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.j
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La 20 e 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). L'événement sera
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, Kyoto, salle Inabata

MUSIQUE

LAURENT CABASSO : RÉCITAL DE PIANO
FORÊTS ET ENCHANTEMENTS SONORES
ローラン・カバッソ ピアノリサイタル
「森の呼び声、
音の魅惑」
1月21日
（木）19:00 開演

ローラン・カバッソはピアノの詩人です。カバッソはこの独創的なプログラム
で、さまざまな作曲家が想像した森の幻想的な雰囲気や自然の息吹を聴かせて
くれます。フランスのピアノ音楽の傑作もお楽しみいただけます。
カバッソの美しい音に誘われて、魅惑的な音の世界を旅しましょう。
アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
当日：2500 円、
前売り：2300 円、
学生／クラブ・フランス会員：2000円
主催・お問合せ：ミストラル Tel. 070-4010-5552 ※チケットはアンスティチュ・フランセ関西ー京都にて発売中
© JULIEN MIGNOT

Laurent Cabasso est un poète du piano. Dans ce programme original, il explorera
pour nous les diff érentes atmosphères fantastiques de la forêt et de la nature, qui
ont inspiré tant de compositeurs. Vous entendrez aussi quelques chefs d'œuvre de
la musique française, qui vous feront voyager dans un univers sonore enchanteur.
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

MUSIQUE

CULTURE

CONCERT DE MUSIQUE CONTEMPORAINE: DUO
KUMI IWASE - HUGUES VINCENT
現代音楽コンサート：岩瀬 / ヴァンサンのデュオ
2月19日
（金）19:00
岩瀬（サックス）/ヴァ
ンサン（チェロ）
のデュ
オ は、2011 年 よ り 即
興と作曲のコンビネー
ションを 探求していま
す。異なるスタイルの
演奏（即興音楽、作曲
作品、シネマコンサー
ト、エレクトロアコー
スティックなど）を日
本やフランスで積み重
ね、デュオを進化させ
てきました。即興音楽においては、デュオでの演奏
の他、ヨーロッパや日本のミュージシャンとも多く
のコンサート を開催しています。
「即時の作曲」と
も捉えることができる即興音楽をテーマに活躍す
る、二人の音楽家によるコンサート。ぜひお楽しみ
下さ い。
アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
入場料：2000円、
クラブ・フランス会員：1500円

D e p u i s 2011 , l e d u o
Iwase (saxophone)/
Vincent (violoncelle)
base son travail sur
la combinaison entre
improvisation et
composition musicale.
Le duo a évolué sur
scène dans différents
contextes au Japon et
en France : musique
improvisée, écrite, cinéconcerts, électro-acoustique.
Le travail dans un contexte musique improvisée s'est
fait lors de nombreux concerts soit juste en duo,
soit avec des musiciens de la scène européenne et
japonaise. L'une des voies possibles est de considerer
l'improvisation comme une composition instantanée.
C'est cette voie qu'a choisi le duo.
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

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22日
（火）～4月3日
（日）
アンスティチュ・フランセ関西では、第 26 回京都
フランス音楽アカデミーを開催します。トップクラ
スの音楽家を招聘して行うマスタークラス、公開
レッスンやコンサートを通じて、フランス音楽の美
しさとテクニックに触れてみませんか。

開講クラス
（教授）
：
声楽（ジャン･フィリップ＝クルティス）、
ピアノ
（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、
レジ
ス・パスキエ）、
ヴィオラ
（ブルーノ・パスキエ）、
チェロ
（ロラン・
ピドゥ）、
フルート
（ジャン・フェランディス）、
クラリネット
（フロー
ラン・エオー）、指揮者特別集中講座*
（ヤニック・パジェ）

●指揮者特別集中講座*

●受講生コンサート

ヤニック・パジェ（大阪教育大学オーケストラ主席
指揮者、関西シティフィルハーモニー交響楽団主席
客演指揮者）
が講師を務め、特別集中講座を開講し
ます。

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。

3月25日
（金）〜27日
（日）、29日
（火）
ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

●現代音楽特別公開講座
早くから活動が注目され、数多くの援助や栄誉を授
与されている作曲家イヴ・ショリス（元ヴィラ九条
山レジデント）
による現代音楽特別公開講座を行い
ます。
（全3回、1回2時間）
3月28日
（月）〜30日
（水）
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）

4月3日
（日）13:00
京都市立京都堀川音楽高等学校 ホール
入場無料

●第26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2016
「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。
3月31日
（木）19:00
京都府立府民ホール アルティ
一般：4000円、学生：3000円
協力：エラート音楽事務所 Tel. 075-751-0617

●公開レッスン
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。
3月26日
（土）、27日
（日）
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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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

●Direction d'orchestre*

Classes (professeurs) :
Chant (Jean-Philippe Courtis), Piano (Jean-Marc Luisada,
Georges Pludermacher, Pierre Réach),
Violon (Olivier Charlier, Sylvie Gazeau, Régis Pasquier),
Alto (Bruno Pasquier), Violoncelle (Roland Pidoux),
Flûte (Jean Ferrandis), Clarinette (Florent Héau),
Direction d'orchestre* (Yannick Paget)

●Concert des élèves

M. Yannick Paget, chef d'orchestre, donnera une série
de cours de direction d'orchestre.

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

Du vendredi 25 au dimanche 27 et mardi 29 mars
Lieu : Goethe-Institut Villa Kamogawa

Dimanche 3 avril à 13h
Lieu : Lycée municipal de musique de Kyoto Horikawa

●Conférences de Yves Chauris
M. Yves Chauris, compositeur et ancien résident de
la Villa Kujoyama, donnera une série de conférences
spéciales sur la musique contemporaine à l'occasion
de cette 26e académie. (3 séances de 2 heures)
Du lundi 28 au mercredi 30 mars
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

CULTURE

L'Institut français organisera en 2016 la 26 e
session de l'Académie de musique française de
Kyoto en invitant une douzaine de professeurs
français pour une série de classes de maîtres.
Les cours publics et les concerts de l'académie
seront pour chacun une occasion de d'apprécier le
meilleur de la musique française.

●Concert de l'Ensemble de la 26e Académie de
musique française de Kyoto 2016
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.
Jeudi 31 mars à 19h
Lieu : Kyoto Alti Hall

●Cours publics
"Les cours publics" ( 90 min/classe) offrent une
occasion exceptionnelle d'assister aux classes de
maîtres dispensées par les plus grands professeurs
français.
Samedi 26 et dimanche 27 mars
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

アンスティチュ・フランセ関西
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GOURMET

LE MARCHÉ DE L’INSTITUT
ル・マルシェ

ル・マルシェと同じ日、
ドミニク・ドゥーセの料理
アトリエ
（P39）
と、
フランス語初心者無料体験
レッスン
（P4）
も行います

1月10日
（日）、2月14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。ご了承く
ださい。
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：anowan農業法人設立準備室

Le jardin et la terrasse de l'Institut se transforment
en coquet marché du dimanche. Avec une ambience
variant selon les saisons, vous trouverez une grand
diversité de produits d'alimentation et faits à la main.
Dans une atmosphère musicale conviviale, profitez du
marché pour passer un dimanche « à la française »!
En cas de forte pluie, l'événement sera annulé.
Lieu : Institut français, Kyoto, jardin

DANSE

LE PETIT BAL DU SAMEDI
土曜日のプチ・バル
1月23日
（土）、2月20日
（土）、3月19日
（土）16:30～19:30
「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。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

38

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

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

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。
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10日
（日）11:00～12:30

2月14日
（日）11:00～12:30
3月20日
（日）11:00～12:30
アンスティチュ・フランセ関西―京都

ガレット・デ・ロワ

ヴァレンタイン
復活祭

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16日
（土）16:00～18:00 ブルターニュ地方
ヴァレンタイン

CULTURE

2月13日
（土）16:00～18:00

3月12日
（土）16:00～18:00 ミディ＝ピレネー地方
アンスティチュ・フランセ関西―大阪

9F会議室

ATELIER DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES
ワインとチーズのテイスティング
このアトリエではワインとチーズという、美食の国フランスが誇る二大製品の組み合わせを学びます。
ワインのテイスティングにおける基礎知識や地方別のチーズとワインの相性
（納得の組み合わせ、意外
な相性）
を体感します。厳選された質の高い 3種類のワインに 3種類のチーズが提供されます。今一度
ワインとチーズの組み合わせについて習ってみませんか？
※ 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。

1月30日
（土）16:00～17:00
アンスティチュ・フランセ関西―大阪 9Ｆ会議室
一般：4500円、
クラブ・フランス会員：4000円

要予約
8名〜30名様
限定

2月27日
（土）16:00～17:00
アンスティチュ・フランセ関西―京都

稲畑ホール

一般：4500円、
クラブ・フランス会員：4000円

アンスティチュ・フランセ関西
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FÊTE

FÊTE DE FIN D’ANNÉE
年末パーティー
12月12日
（土）18:30～20:30
アンスティチュ・フランセ関西−京都
パーティーの
最後には
抽選もあります

12月19日
（土）18:30～20:30
アンスティチュ・フランセ関西−大阪
今年も終わりに近づき、忘年会のシーズンとな
りました。一緒にパーティーをしませんか？
アンスティチュ・フランセは今年も恒例の年末
パーティーを、大阪・京都両校にて行います。
フランスのビストロ料理を囲んで、先生たちと
乾杯！一緒に楽しい時を過ごしましょう。お友
達やご家族の方も是非ご参加下さい。当日は抽
選もあります。盛り上がること間違いなし！両
方のパーティにご参加頂くこともできますよ！

Venez fêter la fin de l'année avec nous ! L'Institut
français vous invite à participer à ses fêtes,
comme chaque année à Osaka, et pour la
première fois à Kyoto, avec vos camarades
de classe et vos professeurs. Amis et famille
bienvenus! Au programme : cuisine française,
vins, tombola et bonne humeur garantie !
Lieu : Institut français, Kyoto / Osaka

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

Ta

au choco

l
at

LE CAFÉ
ル･カフェ

rte

1階 ル･カフェ
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pa

アンスティチュ・フランセ関西ー京都

ご予約・お問合せ：Tel. 075-761-2180

risienne

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。

Salad

e

GOURMET

LA GALETTE DES ROIS
ガレット・デ・ロワ 新年パーティー
1月22日
（金）18:00
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。フランス総領事に献上さ
れる巨大なスペシャル・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！

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 une association de boulangers
- pâtissiers : le Club de la Galette des Rois
du Japon, une soirée destinée à faire mieux
connaître cette tradition. 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

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata / café

稲畑ホール／ル・カフェ

CULTURE

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、
ジュース、
コーヒー等）
※アンスティチュ・フランセ関西ー京都
販売中／定員になり次第終了

1F受付にてチケット

共催：クラブ・ドゥ・ラ・ガレット・デ・ロワ

予告

LA JOURNÉE DE LA FRANCOPHONIE
フランコフォニーの日
毎 年 3 月 20 日 は
「国際フランコフォニーの日」
。
関西でも 2016 年、この日にフランス語圏の文化を
紹介するイベントを催します。映画の上映、フラ
ンス語のレッスン、音楽のライブやフランス語圏
の郷土料理の試食など、様々なプログラムでフラ
ンコフォニーの日を盛り上げます!

Tous les ans, la francophonie est célébrée lors
d'une journée internationale qui a lieu le 20
mars. Dans le Kansai, nous fêterons 2016 la
francophonie le même jour. Toute cette journée
sera consacrée à la langue française : projections,
cours de français, musique et dégustations
culinaires rythmeront cet événement.

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。

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
お問合せ：kyoto.mediatheque@institutfrancais.jp

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
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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

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.

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
雑誌

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
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
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Éric AVOCAT

Julien BOGAERS

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。

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。

Cédric BELEC

Romain CHAULET

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。

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。

Louis-René BÉZIERS

Nicolas DASSONVILLE

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。

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。

Olivier BIRMANN

Sébastien DELBES

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。

2005年に大阪に着任。
リモージュ出身。
ドラム
と写真が趣味。
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Emilie DEVAUX

Marc PETIT

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。

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。

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

Yuki TAKAOKA

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。

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。

Florent KERNEN

Akiko TAMURA

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。

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。

Yuri KOJIMA

Janina TOMIMOTO

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。

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。

Raphaël LAFITTE

Kévin TORTISSIER

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。

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。

Yamina LAIEB

Pierre TURLUR

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。

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。

Jean LAMARE

Pélaggy VERGNON

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。

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。

Julien MENANT

Toshimasa WADA

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。

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

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

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

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
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。

www.clubfrance.jp

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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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

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23日
（水・祝）～2016年1月4日
（月）

休館：月・祝

Fermeture de l'Institut français du Japon – Kansai
Du mercredi 23 décembre 2015 au 4 janvier 2016 inclus

www.institutfrancais.jp

アンスティチュを体験！ 大学・高校の皆様を歓迎します
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）

