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フランス語講座 春学期

2016年 4月5日
（火）～6月19日
（日）

春の

新 着 情 報

総合受付の時間が新しく、
そして
1. いいね！アンスティチュを友達に紹介しよう！ 4. サービスも新し
く！
あなたにも、
そしてお友達にも10％の割引があります。詳しくは
P.5をご覧ください

ぁ フランス語を始めてみよう！
2. さアンステ
ィチュはそんなあなたのために！
10％の割引価格で、
この春、
フランス語という新たな冒険をし
てみませんか。
（→P.5）

ンス語を学んで下さる在校生の
3. 熱心にフラ
皆様にも感謝を込めて
春学期ご登録先着100名様に、春らしい素敵なア
ンスティチュ・フランセ日本オリジナルノートを
プレゼント。お客様アンケートのご記入も
お忘れなく。先着順にこちらも特製エコ
バッグを差し上げます。
さぁ、
これで準
備万端！
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6. 3月には、アンスティチュが出張します！
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春の特別講座

よりご満足いただけるよう、受付時間や、
サービスを
新しくします。P.6をご覧ください。経験豊富な教師に
よるオンラインでのレベルチェックや学習相談も開始
します
（無料）。春には新サービスも続々。
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春の特別講座（大阪）

COURS SPÉCIAUX DE MARS À OSAKA

初心者集中講座 Interactions 1
COURS INTENSIF POUR DÉBUTANT
3月29日
（火）～4月1日
（金） 10:00-12:30、13:30-16:00 （全20時間）

受講料：34,000円
講師：M. Sylvain Mokhtari, M. Cédric Belec

10％F
OF

初級集中講座 Interactions 2
COURS INTENSIF POUR FAUX-DÉBUTANT
3月29日
（火）～4月1日
（金） 10:00-12:30、13:30-16:00 （全20時間）

受講料：34,000円
講師：M. Cédric Belec, M. Michel Davy

フランス語の基礎を効果的に学びましょう。
初心者の方には
「Interactions 1」、
すでにフランス語をスタートしている方
には
「Interactions 2」
をご用意しました。
この講座は、4日
間でフランス語の必須の基礎固めをしますので、春学期講
座の授業にもスムーズに参加できます。

初級文法おさらい講座

A1.2・A2レベル

Traduire / Écrire

B2・Ｃ1レベル

3月29日
（火）
10:00-12:30、13:30-16:00 （全5時間）

3月29日
（火）
・30日
（水）
・31日
（木）、4月1日
（金）
10:00-12:00（全8時間）

フランス語を始めて、1年から2年、
という方を対象とします。
主要動詞の活用のおさらいに始まり、発音の仕方、綴り字
と音との関係、前置詞との絡み、近接未来、複合過去まで
をやりたいと思います。文法の仕組みを学び、
それを使える
ように練習しましょう。

フランス語で実際に様々な文章を書きながら、
フランス語
の文法感覚を養成することを目指します。冠詞・前置詞・時
制・動詞の叙法の仕組み、基本動詞の働きなどを確認し、
フランス語的な
「発想」
を身につけます。

受講料：8,500円
講師：Mme Yuki Takaoka

中級文法アラカルト

A2.2・B1レベル

3月30日
（水）
10:00-12:30、13:30-16:00 （全5時間）
受講料：8,500円
講師：Mme Yuki Takaoka

今回は、複合過去と半過去、
そして大過去、
と3つの過去形
を徹底して学びます。過去の話をする時に、
どんな時に複合
過去を使うのかしら、半過去との絡みは？大過去ってどんな
過去？と、
お悩みの方、
いろんな事例を見ながら、
もやもやし
ている気分をすっきりさせ、3つの過去を使いこなせるよう、
ご一緒に頑張りましょう。

受講料：13,600円
講師：M. Olivier Birmann

授業では、高尚かつ平易な日本語で書かれた小説の抜粋
をフランス語に訳していきます。受講生が考えたフランス語
訳を発表してもらい、一緒に検討しながら添削を行います。
また、訳したテキストについて、
フランス語で簡単な感想文
を書いてもらいます。
毎回、前回の授業のまとめをプリントの形で配布し、
ポイン
トを再確認します。
テーマとなる小説の抜粋のコピーを受付に用意しておきま
すので、
ご興味のある方はお申し出ください。

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。
4月2日
（土）
会場：アンスティチュ・フランセ関西－大阪
OSAKA
11:00

12:00

13:00

14:00

3月20日
（日）フランコフォニーの日（p.32）
会場：アンスティチュ・フランセ関西－京都
KYOTO

入門

初めてのフランス語 (Interactions 1)

初級

Interactions 3

中級

ラジオによる聞き取りと口頭表現

初級

会話プラス

中級

会話プラス

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

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

発音

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

準マスター

哲学カフェ

フランス語が初めての方に

3月15日
（火）

19:00-19:50

3月17日
（木）

11:10-12:00

3月19日
（土）

13:30-14:20

新講座もお試しください

11:00
12:00

13:00

14:00

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

入門

初めてのフランス語
（Interactions 1）

上級

フランスの地方

中級

Nouveau Rond-Point B1.1

中級

仏検に備えよう！

準マスター

文書と口頭による論証法

全レベル

目指そうDELF・DALF

フランス語が初めての方に

3月16日
（水）

11:00-11:50

3月17日
（木）

19:00-19:50

4月17日
（日）*
5月8日
（日）*

12:00-12:50 / 13:00-13:50
* ル・マルシェの日
（p.38）

新講座もお試しください

3月17日
（木）19:00-19:50
［初級］発音 / Mme Pélaggy Vergnon

3月16日
（水）17:00-17:50
［上級］シネマで学ぶフランス語 / M. Belec

3月18日
（金）
19:00-19:50
［上級］ジャーナル・アンスティチュ / M. Kévin Tortissier

3月19日
（土）16:30-17:20
［上級］フランスの地方 / M. Nicolas Dassonville

プライベートレッスン

日本語のレッスン

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。

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.

COURS PRIVÉS

● 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
● DELF・DALFや仏検の面接対策
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：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

JAPANESE LESSONS !

Hourly fee:
1 student : 5,500 yen
2 students : 7,500 yen
3 students : 9,000 yen

NEW

A book of 10 hour tickets : 50,000 yen

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

春学期限定！

新

RÉDUCTION

● 初心者クラスへのご登録は、
10％OFFになります。

● 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

● 在校生のご紹介により新規でご登録いただい
た方（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）
は受講料を
10％OFF!
ご紹介いただいた在校生の方には来学期の受
講料が10％OFF になります。
たくさんのお友達を紹介して下さった方にはさ
らに割引！

● 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。
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。

サービス

● フランスフェアで配布予定のチラシをご持参い
ただいた新規ご登録者には5％の割引！

ネットフォロー・振替・学習相談

SERVICES

有効
活用 に
しよう
！

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！
╚ ネットフォローで、授 業内容 概 要とどのような宿
題が出されたのか確認しましょう。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。
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。
╚ 振替制度を利用して、欠席した授業分を補いましょ
う。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。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。
╚ アンスティチュ・フランセ関西の学習アドバイザーに、
学習相談しよう！
クラス選択やクラス変更など、授業のことならお気軽
にご相談ください。
オンラインでのレベルチェックと学
習相談も開始します。
ご希望の方は、受付にてご相談
ください。

翻訳・通訳アテンドサービス
TRADUCTION ET INTERPRÉTARIAT

新

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年フランス語講座夏学期（予定）

6月28日
（火）– 7月31日
（日）、8月23日
（火）– 9月25日
（日）
アンスティチュ・フランセ関西
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受講手続

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。

MODALITÉS D'INSCRIPTION
2016年春学期
4月5日
（火）− 6月19日
（日）
4月29日
（金）〜5月5日
（木）
はゴールデンウィークのため授業はあり
ません。

受付時間

╚ 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。

KYOTO
火曜日〜金曜日

9:30 – 19:00（* 21:30まで）

土曜日

9:30 – 18:30（* 19:00まで）

日曜日

9:30 – 15:00（* 16:00まで）

火曜日〜金曜日

9:30 – 19:30（* 21:30まで）

土曜日

9:30 - 19:30

日曜日

10:30 – 16:00（* 9:30開始）

OSAKA

月曜日は休館日です。
* 4月5日（火）
より

登録受付期間

╚ 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

4月10日
（日）
まで
登録方法

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

╚ 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。

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。
（例）2016年春学期に登録された場合
5学期目となる2017年春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P41をご覧下さい）。

新規ご登録について

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、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。

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

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

クラスの選択

COMMENT CHOISIR MA CLASSE?
様々なレベルのクラスを体験していただける機会を
設けています。
P4をご覧下さい。

フランス語が初めての方

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）
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 ください。
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。

継続ご登録について

フランス語を習ったことがある方

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 ＜レベルチェック＞
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。 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
尚、
テキストは別途受付でご購入下さい。
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は、
レベルチェック
（約20分）
を受けていただきます。
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。
尚、
オンラインによるレベルチェック・学習アドバイスも開始
します。
ご希望の方は受付にお問い合わせください。

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。
╚ 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。

DESCRIPTIF DES NIVEAUX
授業は言語に関する欧州共通基準（C.E.C.R.L）に
則って構成されております。
各レベルでは以下のコミュニ
ケーション行為
（読み、
書き、
聞き、
話す）
を学習します。

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。

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。

試験対策

DELF・DALF、仏検を目指す方向けの講座です。

C1 / Supérieur 準マスター
フランス語の優れた運用能力を持つ。含みのある難解
な長文テキストであっても、
その殆どを理解し、
自分の
社会的立場や仕事、学問との関わり、
あるいは他の複
雑なテーマについて、流暢かつ理論的に述べることが
できる。

C2 / Maîtrise マスター

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

講座レベル

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 必須試験 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,000円
補足試験（口頭表現または文書作成のみ）. . 各8,000円
（口頭表現と文書作成とも）. . . . . . 12,000円
TCF SO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,000円
補足試験
（文書作成のみ）. . . . . . . . . . . . . . 各8,000円
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

必須試験時間

出願締切日

6月24日
（金）

14:00-15:25

5月24日
（火）

試験日

必須試験時間

4月22日
（金）
7月15日
（金）
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10:30-11:55

出願締切日
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

総合フランス語
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。

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

春のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 39ページ
をご覧ください。
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╚ Interactions 1
╚ Interactions 2

試験対策

Préparation aux certifications
目指そう、DELF・ DALF !

Objectif DELF ! Objectif DALF !

4月13日
～

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。

集中
講座

使用教材：

DÉBUTANT 入門

5月26日

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また授業の見学はできません。

テーマ別

Cours thématiques
家族で楽しむフランス語

Atelier pour enfants et parents
6〜9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。

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

1G40IN1-o

Interactions 1プラス

leçons 0/6

M. Julien Bogaers
M. Louis-René Béziers

土

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

40h

¥64,000

1G20IN1a-o

Interactions 1

leçons 0/3

M. Sylvain Mokhtari

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN1b-o

Interactions 1

leçons 0/3

M. Sylvain Mokhtari

木

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN1c-o

Interactions 1

leçons 0/3

M. Xavier Gillard

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN2a-o

Interactions 1

leçons 4/6

M. Cédric Belec

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

1G20IN2b-o

Interactions 1

leçons 4/6

M. Julien Bogaers

水

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN3a-o

Interactions 1

leçons 7/9

Mme Malvina Lecomte

火

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN3b-o

Interactions 1

leçons 7/9

Mme Malvina Lecomte

木

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN3c-o

Interactions 1

leçons 7/9

M. Pierre Turlur

木

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN4-o

Interactions 1

leçons 10/12

M. Sylvain Mokhtari

土

10:00-12:00

20h

¥34,000

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

40h

¥64,000

A1.2レベル
クラスコード
1G40IN21-o

Interactions 2プラス

leçons 1/6

M. Kévin Tortissier
M. Cédric Belec

日

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

1G20IN21-o

Interactions 2

leçons 1/3

Mme Pélaggy Vergnon

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN22a-o

Interactions 2

leçons 4/6

M. Sylvain Mokhtari

金

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN22b-o

Interactions 2

leçons 4/6

M. Sylvain Mokhtari

金

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G25IN23a-o

Interactions 2

leçons 9/12

M. Pierre Turlur

水

18:30-21:00

25h

¥39,500

1G25IN23b-o

Interactions 2

leçons 9/12

Mme Malvina Lecomte

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

曜日

時間

全学習時間

受講料

24h

¥38,400

クラスコード
1E24DA1-o

クラス

担当講師

DELF A1 試験対策講座

水・木 19:00-21:00

OSAKA 講座

試験対策

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

テーマ別
クラスコード

クラス

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1T15EF-o

家族で楽しむフランス語

Mme Malvina Lecomte

木

16:30-18:00

15h

¥25,500

アンスティチュ・フランセ関西

11

A2

使用教材：

ÉLÉMENTAIRE 初級

╚ Interactions 3
╚ Version Originale 2

総合フランス語

会話力基礎固め

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。

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。

Coup de pouce

Français général

Phonétique

試験対策

Préparation aux certifications
Objectif DELF ! Objectif DALF !

4月13日
～

目指そう、DELF・ DALF !

発音

5月26日

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また授業の見学はできません。

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

テーマ別

Cours thématiques
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。

補足強化

ポエジー入門

会話プラス フレックス

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。

Approfondissement linguistique
Kaiwa Plus Flex

Poésie

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。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談
ください。

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）。

アトリエ
12
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春のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 39ページ
をご覧ください。

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

2G25IN1a-o

Interactions 3

leçons 1/4

M. Sylvain Mokhtari

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G25IN1b-o

Interactions 3

leçons 1/4

M. Kévin Tortissier

木

18:30-21:00

25h

¥39,500

2G25IN2-o

Interactions 3

leçons 5/8

M. Julien Bogaers

水

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G20IN3a-o

Interactions 3

leçons 7/9

M. Ludovic Helme

日

10:30-12:30

20h

¥34,000

2G20IN3b-o

Interactions 3

leçons 7/9

M. Xavier Gillard

木

10:00-12:00

20h

¥34,000

2G20IN4a-o

Interactions 3

leçons 9/12

M. Sébastien Delbes

土

16:00-18:00

20h

¥31,500

2G20IN4b-o

Interactions 3

leçons 10/12

M. Marc Petit

土

16:30-18:30

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

2G25IN5a-o

Interactions 3

leçons 13/16

M. Julien Menant

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G20IN5a-o

Interactions 3

leçons 13/15

Mme Pélaggy Vergnon

火

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G25IN5b-o

Interactions 3

leçons 13/16

M. Julien Menant

火

18:30-21:00

25h

¥39,500

2G20IN5b-o

Interactions 3

leçons 13/15

Mme Pélaggy Vergnon

金

19:00-21:00

20h

¥31,500

2G20IN5c-o

Interactions 3

leçons 13/15

M. Jean-Noël Polet

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

2G25IN6-o

Interactions 3

leçons 17/20

M. Raphaël Lafitte

金

18:30-21:00

25h

¥39,500

2G20IN7-o

Interactions 3

leçons 17/18

M. Gilles Fernandez

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

2G20IN8a-o

Interactions 3

leçons 22/24

Mme Malvina Lecomte

金

13:30-15:30

20h

¥31,500

2G20IN8b-o

Interactions 3

leçons 22/24

M. Cédric Belec

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

2G20VO8-o

Version Originale 2

unité 8

Mme Pélaggy Vergnon

金

13:30-15:30

20h

¥31,500

曜日

時間

全学習時間

受講料

24h

¥38,400

クラスコード
2E24DA2-o*

テキスト／クラス

担当講師

DELF A2 試験対策講座

水・木 19:00-21:00

OSAKA 講座

試験対策

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、
5/11・12・18・19・25・26

補足強化
クラスコード

テキスト／クラス

2S10KPFL-o

会話プラスフレックス

担当講師

曜日

時間

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

全学習時間

受講料

10h

¥29,000

2S15PH-o

発音

Mme Pélaggy Vergnon

木

19:00 -20:30

15h

¥25,500

2S20ND-o

やりなおしのフランス語

M. Ludovic Helme

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

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. 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

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

¥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

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。

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。

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。

試験対策

会話力基礎固め講座

仏検に備えよう！

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。

Coup de pouce

Préparation aux certifications
Préparez votre Futsuken !
春です！仏検２級にチャレンジです。
まずは一次合格に必
要なフランス語力を養い、過去問を用いて攻略のコツも要
領良く学びましょう。
やる気の人、大歓迎です。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また授業の見学はできません。
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。

4月13日
～

目指そう、DELF・ DALF !

5月26日

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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また授業の見学はできません。

補足強化

Approfondissement linguistique
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。上記の時間以外で
も開講可能。受付にご相談ください。

やりなおしのフランス語（B1）
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

14
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テーマ別

Cours thématiques
ラジオによる聞き取りと口頭表現

Compréhension et expression orale par la radio
Radio France Internationaleの時事ニュースについて学び
ながら、聞き取りと口頭表現のスキルを向上させましょう。
その日のテーマについて一緒に予習をした後、
2分程度のラ
ジオニュースを聞きます。新しく習得した知識を早速使い、
口頭表現の練習を行います。
口頭表現の強化を望む方々
を対象をしています。

ニュースでフランス語
Médias-Actualités

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

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。

シネマで学ぶフランス語（B1）
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。

アトリエ

春のアトリエ. . . . . . . . . . . .30ページ

ワイン・料理アトリエ. . . . . 39ページ
をご覧ください。

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

M. Ludovic Helme

水

19:00-21:00

20h

¥31,500

3G20N12-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 2

Mme Malvina Lecomte

火

18:30 -20:30

20h

¥31,500

3G20N14a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

Mme Malvina Lecomte

水

10:00-12:00

20h

¥31,500

3G20N14b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 4

Mme Janina Tomimoto

金

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3G20N15a-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Franck Fauconnier

水

13:00 -15:00

20h

¥31,500

3G20N15b-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

Mme Malvina Lecomte

金

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3G20N15c-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Louis-René Béziers

土

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3G20N15d-o Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Sébastien Delbes

土

13:30 -15:30

20h

¥31,500

¥31,500

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

unité 1

M. Sébastien Delbes

水

10:00 -12:00

20h

3G20N21b-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 1

M. Florent Kernen

木

14:30-16:30

20h

¥31,500

3G20N22a-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 2

M. Xavier Gillard

火

18:30 -20:30

20h

¥31,500

3G20N22b-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 2

M. Julien Menant

水

13:30 -15:30

20h

¥31,500

3G20N24a-o Nouveau Rond-Point B1.2

unité 4

M. Xavier Gillard

水

13:30 -15:30

20h

¥31,500

unité 4

M. Sébastien Delbes

土

10:00 -12:00

20h

¥31,500

leçon 10

M. Xavier Gillard

水

10:00 -12:00

20h

¥31,500

曜日

時間

全学習時間

受講料

24h

¥38,400
¥25,500

3G20N24b-o Nouveau Rond-Point B1.2
3G20E10-o

Echo B1 (vol.2)

試験対策
クラスコード
3E15KF-o

テキスト／クラス

課

担当講師

DELF B1 試験対策講座
仏検2級対策講座

水・木 19:00-21:00
Mme Yuki Takaoka

水

19:00-20:30

15h

曜日

時間

全学習時間

受講料

10h

¥29,000

OSAKA 講座

3E24DB1a-o*

3E20DB1a-o* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

補足強化
クラスコード

テキスト／クラス

課

担当講師

3S10KPFL-o

会話プラスフレックス

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

3S20ND-o

やりなおしのフランス語

M. Julien Menant

水

10:00 -12:00

20h

¥31,500

3S10CV-o

会話プラス

M. Franck Fauconnier

水

11:00-12:00

10h

¥29,000
¥29,000

3S10CPa-o

会話力基礎固め講座

M. Sébastien Delbes

火

19 :10 -20:10

10h

3S10CPb-o

会話力基礎固め講座

M. Sébastien Delbes

金

10:00 -11:00

10h

¥29,000

3S10PH-o

発音

Mme Pélaggy Vergnon

金

18:00 -19:00

10h

¥18,000

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

3T20RA-o

ラジオによる 聞き取りと口頭表現

M. Julien Bogaers

土

16:00-18:00

20h

¥34,000

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

書く・話す

Français général

Parler-Écrire

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。

試験対策

4月13日

目指そう、DELF・ DALF !

5月26日

～

Préparation aux certifications
Objectif DELF ! Objectif DALF !

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

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また授業の見学はできません。

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。

テーマ別

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

内なるジャーナリズム精神を目覚めさせましょう。
テーマは皆
さんが関心を寄せることです。
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
の立て方等）
から学び、
ジャーナルを作成しましょう。

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

補足強化

Approfondissement linguistique
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。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談
ください。

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。
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Médias-Actualités

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

フランス語で読む現代社会
Textes d'actualité

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

今日のフランス

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

総合フランス語
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4G20NRP1-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 1

M. Jean Lamare

木

19:00 -21:00

20h

¥31,500

4G20NRP2-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 2

M. Xavier Gillard

火

10:00-12:00

20h

¥31,500

4G20NRP3a-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 3

M. Jean-Noël Polet

水

19:00-21:00

20h

¥31,500

4G20NRP3b-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 3

M. Jean-Noël Polet

土

13:30-15:30

20h

¥31,500

4G20NRP7-o

Nouveau Rond-Point 3

unité 7

M. Cédric Belec

火

10:00 -12:00

20h

¥31,500

4G20RP10-o

Rond-Point 3

unité 10

M. Marc Petit

土

14:00-16:00

20h

¥31,500

4G20E2-o

Edito B2

unité 2

M. Marc Petit

土

10:00-12:00

20h

¥31,500

曜日

時間

全学習時間

受講料

24h

¥38,400

試験対策
クラスコード
4E24DB2-o*

クラス

担当講師

DELF B2 試験対策講座

水・木 19:00-21:00

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

補足強化
クラスコード

クラス

4S10 KPFL-o

会話プラスフレックス

担当講師

曜日

4S15PE-o

書く・話す

M. Olivier Birmann

火

4S15CO-o

聞き取り

M. Sébastien Delbes

水

時間

全学習時間

受講料

10h

¥29,000

19:30 -21:00

15h

¥25,500

18:30 -20:00

15h

¥25,500

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

金

19:00-21:00

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

試験対策

訳しながらフランス語を考える
4月13日

目指そう、DELF・ DALF !

5月26日

Traduction japonais-français

～

Préparation aux certifications
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。
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。

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、基礎的な文法等を復習し、物事を理解し構
築する力を養います。

テーマ別

Cours thématiques
フランスのユーモア
C'est drôle ?!

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。

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。

*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また授業の見学はできません。

哲学カフェ

補足強化

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。

Approfondissement linguistique
会話プラス フレックス

フランス文学に親しむ

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。
上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談ください。

文書と口頭による論証法

Argumentation à l'écrit et à l'oral

（B2.2～）

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。

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
多岐に渡るテーマに関する記事を読み、
「フランスの社会的・
政治的文化的学習」
「
、テーマに関する日仏の比較」
「
、EU諸
国・世界の国々とフランスとの関係」
の3つの目的に基づいて
学習します。
DALF
（聴解・読解・口頭表現試験）
にも有効です。

試験対策
全学習時間

受講料

5E20DC1-o*

クラスコード

クラス
DALF C1 試験対策講座

担当講師

水・木 19:00-21:00

曜日

時間

24h

¥38,400

5E20DC2-o*

DALF C2 試験対策講座

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

補足強化
クラスコード

クラス

5S10 KPFL-o

会話プラスフレックス

担当講師

曜日

5S15TRb-o

訳しながらフランス語を考える

M. Olivier Birmann

木

5S20AG-o

文書と口頭による論証法

M. Nicolas Dassonville

水

時間

全学習時間

受講料

10h

¥29,000

19:30 -21:00

15h

¥25,500

13:30 -15:30

20h

¥34,000

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

5S20HU-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

木

15:00 -17:00

20h

¥31,500

5S10HU-o* 開講日：4/7・21、5/12・26、6/9

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
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

オンラインコース

アンスティチュ・フランセ日本のオンラインスクール
パソコンとインターネットがあればフランス語学習！

音声ファイル、画像、オリジナルビデオとともに総合的
に学習。効果的にかつ楽しく学べます。
● 入門(A1)

● 自宅学習のサポート充実！

メール、Fax などで質問。自宅学習の強い見方です。
テレフォンサポート
● ネットサービス「通信ネット」
●
●

対象レベル：入門 (A1) 〜 準マスター (C1)

2016 年 春学期：4 月 5 日（火）〜 6 月 23 日（木）
登録期間：2016 年 3 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 春学期：4 月 5 日（火）〜 6 月 21 日（火）
登録期間：2016 年 3 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

講！

新開

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。
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

オンラインコース

補助学習として最適！新しいオンラインコース開講！

愉快な宇宙人たちによってよみがえったヴィクトル・ユーゴー
の奇想天外な冒険とともに、1 日 15 分、毎日フランス語の練習
問題をこなします。
空き時間を使って、パソコンやタブレット、スマートフォンで
気軽にフランス語の練習ができる新しいコースです。
お申込みは、登録期間に限らず、いつでも可能です！

www.institutfrancais.jp/frantastique

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

試験対策

Français général

Préparation aux certifications

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 !

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。

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。

Objectif DELF ! Objectif DALF !

4月13日
～

総合フランス語

5月26日

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また、授業の見学はできません。

補足強化

Approfondissement linguistique
やりなおしのフランス語（A1.2）

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。今学期
は1回目です。

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

M. Olivier Rouaud

水

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN1b

Interactions 1

leçons 0/3

M. Raphaël Lafitte

木

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN1c

Interactions 1

leçons 0/3

M. Kévin Tortissier

土

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G40IN 1

Interactions 1 プラス

leçons 0/6

Mlle Sophie Dumain
Mme Akiko Tamura

土

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

40h

¥64,000
¥34,000

1G20IN2a

Interactions 1

leçons 4/6

Mme Gaëlle Frenehard

水

13:30-15:30

20h

1G20IN2b

Interactions 1

leçons 5/8

M. Raphaël Lafitte

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

1G20IN3a

Interactions 1

leçons 7/9

M. Kévin Tortissier

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN3b

Interactions 1

leçons 7/9

Mlle Sophie Dumain

水

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN3c

Interactions 1

leçons 7/9

M. Nicolas Dassonville

金

10:00-12:00

20h

¥34,000

1G20IN4

Interactions 1

leçons 10/12

Mme Akiko Tamura

日

10:30-12:30

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

1G20IN21a

Interactions 2

leçons 1/4

M. Raphaël Lafitte

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN21b

Interactions 2

leçons 1/3

M. Jean-François
Simonnet

木

19:00-21:00

20h

¥34,000

1G20IN21c

Interactions 2

leçons 1/3

M. Michel Davy

1G40IN21

Interactions 2 プラス

leçons 1/6

1G25IN23a

Interactions 2

1G25IN23b

Interactions 2

金

13:30-15:30

20h

¥34,000

M. Michel Davy
M. Romain Chaulet

土

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

40h

¥64,000

leçons 9/12

M. Raphaël Lafitte

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

leçons 9/12

Mlle Sophie Dumain

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

KYOTO 講座

試験対策
クラスコード
1E24DA1*

講座名

担当講師

DELF A1 試験対策講座

曜日

時間

水・木 19:00-21:00

全学習時間

受講料

24h

¥38,400

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

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

1S15ND

やりなおしのフランス語

M. Toshimasa Wada

火

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

補足強化

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。

試験対策

Préparation aux certifications
Objectif DELF ! Objectif DALF !

4月13日
～

目指そう、DELF・ DALF !

╚ Interactions 3
╚ Version Originale 2

5月26日

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また、授業の見学はできません。

Approfondissement linguistique
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。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談
ください。

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。

口頭表現のための発音演習（A2.2~）
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。

アトリエ
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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

2G25IN1

Interactions 3

leçons 1/4

M. Jean-François Simonnet

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G40IN1

Interactions 3 プラス

leçons 1/6

未定

日

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

40h

¥64,000

2G25IN3a

Interactions 3

leçons 9/12

M. Raphaël Lafitte

水

19:00-21:30

25h

¥39,500

2G25IN3b

Interactions 3

leçons 9/12

Mme Gaëlle Frenehard

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G25IN3c

Interactions 3

leçons 9/12

M. Romain Chaulet

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

2G20IN4

Interactions 3

leçons 10/12

M. Nicolas Dassonville

土

14:00-16:00

20h

¥34,000

2G25IN4

Interactions 3

leçons 13/16

M. Michel Davy

水

14:00-16:30

25h

¥39,500

2G20IN5

Interactions 3

leçons 16/18

M. Romain Chaulet

日

13:30-15:30

20h

¥34,000

2G25IN6

Interactions 3

leçons 21/24

M. Kévin Tortissier

土

13:30-16:00

25h

¥39,500

2G25VO8

Version Originale 2

unité 8

M. Louis-René Béziers

火

10:30-13:00

25h

¥39,500

曜日

時間

全学習時間

受講料

24h

¥38,400

A2.2レベル

試験対策
クラスコード
2E24DA2*

講座名

担当講師

DELF A2 試験対策講座

水・木 19:00-21:00

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

補足強化
クラスコード

講座名

2S10KPFL

会話プラスフレックス

担当講師

曜日

時間

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

全学習時間

受講料

10h

¥29,000

やりなおしのフランス語

Mlle Sophie Dumain

木

10:00-12:00

20h

¥34,000

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

アンスティチュ・フランセ関西

KYOTO 講座

2S20NDa
2S20NDb
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B1 INTERMÉDIAIRE 中級
総合フランス語

やりなおしのフランス語（B1 / B1.2）

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。

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。

試験対策

テーマ別

Français général

Nouveau départ

Préparation aux certifications

Cours thématiques

仏検に備えよう！

おもてなし関西

Préparez votre Futsuken !

Trésors touristiques du Kansai

春です！仏検２級にチャレンジです。
まずは一次合格に必要
なフランス語力を養い、過去問を用いて攻略のコツも要領
良く学びましょう。
やる気の人、大歓迎です。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また、授業の見学はできません。

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。

目指そう、DELF・ DALF !

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。

4月13日
～

Objectif DELF ! Objectif DALF !

5月26日

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また、授業の見学はできません。

食文化を巡る会話

Conversation autour de la gastronomie

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。

補足強化

絵画で学ぶフランス語

会話プラス フレックス

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

Approfondissement linguistique
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。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談
ください。
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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

3G25RP2

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 2

M. Romain Chaulet

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP3

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 3

M. Romain Chaulet

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP5a

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Louis-René Béziers

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP5b

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Nicolas Dassonville

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP5c

Nouveau Rond-Point B1.1

unité 5

M. Jean-François
Simonnet

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

B1.2レベル
3G25RP24a

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 4

M. Michel Davy

火

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP24b

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 4

M. Michel Davy

木

19:00-21:30

25h

¥39,500

3G25RP25a

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 5

M. Romain Chaulet

金

10:00-12:30

25h

¥39,500

3G25RP25b

Nouveau Rond-Point B1.2

unité 5

M. Nicolas Dassonville

日

10:00-12:30

25h

¥39,500

試験対策
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

3E15FK

仏検２級対策講座

Mme Akiko Tamura

土

16:00-17:30

15h

¥25,500

水・木 19:00-21:00

24h

¥38,400

3E24DB1a*

DELF B1 試験対策講座

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

補足強化
講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3S20NDa

やりなおしのフランス語

M. Olivier Rouaud

火

19:00-21:00

20h

¥34,000

Mme Gaëlle Frenehard

木

14:00-16:00

20h

¥34,000

10h

¥29,000

3S20NDb

やりなおしのフランス語

3S10KPFL

会話プラスフレックス

3S10KPa

会話プラス

M. Raphaël Lafitte

水

15:30-16:30

10h

¥29,000

3S10KPb

会話プラス

M. Louis-René Béziers

水

19:00-20:00

10h

¥29,000

3S25NDa

やりなおしのフランス語

M. Jean-François Simonnet

火

18:30-21:00

25h

¥39,500

3S25NDb

やりなおしのフランス語

M. Franck Fauconnier

木

10:00-12:30

25h

¥39,500

3S25NDc

やりなおしのフランス語

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

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

KYOTO 講座

クラスコード

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

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

使用教材：

╚ Nouveau Rond-Point 3

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。

フランスの地方

試験対策

シネマで学ぶフランス語

Français général

Préparation aux certifications
Objectif DELF ! Objectif DALF !

4月13日
～

目指そう、DELF・ DALF !

Cours thématiques

5月26日

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また、授業の見学はできません。

補足強化

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。

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。

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。

Approfondissement linguistique
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。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談
ください。

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。
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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. Raphaël Lafitte

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

4G25RP6

Nouveau Rond-Point 3

unité 6

M. Michel Davy

水

19:00-21:30

25h

¥39,500

4G25RP7

Nouveau Rond-Point 3

unité 7

Mme Gaëlle Frenehard

土

10:00-12:30

25h

¥39,500

曜日

時間

全学習時間

受講料

24h

¥38,400

試験対策
クラスコード
4S24DB2*

講座名

担当講師

DELF B2 試験対策講座

水・木 19:00-21:00

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、5/11・12・18・19・25・26

補足強化
クラスコード

講座名

4S10KPFL

会話プラスフレックス

担当講師

曜日

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

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

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

時間

全学習時間

受講料

10h

¥29,000

18:30-21:00

25h

¥39,500

金

9:30-12:00

25h

¥39,500

M. Eric Faure

土

14:00-16:30

25h

¥39,500

火〜土 16:00-17:00 / 17:30-18:30

テーマ別
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4T20RG

フランスの地方

M. Nicolas Dassonville

土

16:30-18:30

20h

¥34,000

4T20CI

シネマで学ぶフランス語

水

19:00-21:00

20h

¥34,000

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

アンスティチュ・フランセ関西

KYOTO 講座

M. Cédric Belec

4T20SC
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C1/C2

SUPÉRIEUR 準マスター / マスター

試験対策

Préparation aux certifications

文書と口頭による論証法

Argumentation à l'écrit et à l'oral

4月13日
～

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〜）

目指そう、DELF・ DALF !

Objectif DELF ! Objectif DALF !

5月26日

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。
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。
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。
*このクラスへのご登録にはレベル・チェックが必要です。
また、授業の見学はできません。

テーマ別

Cours thématiques
フランス語で再発見する日本文化

À la découverte de la culture japonaise
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。

フランス文学

Littérature française

補足強化

Approfondissement linguistique

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。
春学期：Un amour de Swann, de Marcel Proust

会話プラス フレックス

思想史

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。上記の時間以外でも開講可能。受付にご相談
ください。

このクラスでは、西洋文化にまつわる大きな間いを哲学的、
歴史的、人類学的、精神病理学的な観点から考察してい
きます。今期はHistoire de la folie à l'âge classique を読
みます。

Kaiwa Plus Flex

Histoire des idées

試験対策
クラスコード

曜日

時間

全学習時間

受講料

5E24DC1*

講座名
DALF C1 試験対策講座

担当講師

水・木

19:00-21:00

24h

¥38,400

5E24DC2*

DALF C2 試験対策講座

水・木

19:00-21:00

24h

¥38,400

曜日

時間

全学習時間

受講料

10h

¥29,000

19:00-21:00

20h

¥34,000

* 開講日：4/13・14・20・21・27・28、
5/11・12・18・19・25・26

補足強化
クラスコード

講座名

5S10KPFL

会話プラスフレックス

5S20AG

文書と口頭による論証法

担当講師

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. Nicolas Tajan

土

13:30-15:30

20h

¥34,000

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

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/

pub̲A6printemps̲4C̲IMP.pdf 1 H.28/01/21 17:33

無料

GRATUIT

※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.41ページでご確認下さい。

CAMPUS FRANCE
w w w . j a p o n . c a m p u s f r a n c e . o r g

この春も、ヨーロッパに向けて！
GO GLOBAL,
GO EUROPE!

2016 年 6 月、第 5 回に「欧州留学フェア」が東京と京都で開催されます。

フランスをはじめ、ヨーロッパ各国の大学についての情報を集める貴重な

機会！ 毎年、フランスからは 15 校ほどの高等教育機関が参加しています。

留学希望の方ならどなたでも自由にご参加いただき、各機関が提供して

いるプログラムについて担当者から聞くことができます。

www.ehef-japan.org

ご参加を

お待ちしております！

キャンパスプラザ京都

東京会場

事前予約不要

京都会場

入場無料

明治大学 駿河台キャンパス
アカデミーコモン2階

6月11日（土） 12：00 -18：00

6月12日（日） 13：30-19：00

フランス留学の手続きのための
新アプリケーション
「Etudes en France」

2015 年 11 月より、フランス留学に当たる手続
きを新たなオンラインシステム、
「Etudes en
France」を通して行うことになっています。
各留学計画（大学への応募申請、交換留学、
語 学 留 学 な ど）に 必 要 な「Etudes en
France」の手続きガイドが HP に掲載されて
いますので、ご確認ください。
www.japon.campusfrance.org/ja
> フランス留学の手続き

フランスは留学後の面倒も見ちゃいたい！ France Alumni なら帰国後もフランス三昧、すぐに登録しましょう！ www.japon.francealumni.fr

Campus France - フランス政府留学局・日本支局
フランス留学の相談は、お気軽に Campus France までお問い合わせください！
東京メインオフィス： tokyo@campusfrance.org −Tel：03-5798-6266
関西オフィス： kyoto@campusfrance.org −Tel：075-761-2121

www.japon.campusfrance.org

ATELIERS DE PRINTEMPS
春のアトリエ
CINÉ FORUM

A1/C2 シネ・フォーラム
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。
受講料：クラブ・フランス会員：500円、一般：800円

4月の上映作品

5月の上映作品

6月の上映作品

Caprice

La belle saison

Une place sur la terre

4月20日
（水）14:00～
4月26日
（火）14:00～

5月18日
（水）14:00～
5月28日
（土）16:00～

6月4日
（土）16:00～
6月15日
（水）
14:00～

4月14日
（木）14:00～
4月23日
（土）16:00～

5月14日
（土）16:00～
5月26日
（木）14:00～

6月9日
（木）14:00～

CAFÉ DES AMIS

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。
土曜日 16:00～17:30
4月16日、
5月21日、6月18日

土曜日 16:00～17:30
4月16日、
5月28日、6月18日
木曜日 14:00～15:30
4月28日、5月19日、6月2日
受講料：クラブ・フランス会員：500円、一般：800円
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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。
アイアンガーヨガ、
アシュタンヨガ
水曜日 14:00～15:30
4月13日・27日、5月11日・25日、6月8日

時間が
変わりました！

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
4月9日・23日、
5月28日、6月4日・11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

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 16:00～17:30
4月15日、5月13日、6月10日

新しい時間が
追加になりました！

金曜日 19:00～20:30
4月22日、5月20日、6月17日
講師：Mlle Malvina Lecomte
受講料：クラブ・フランス会員：500円、一般：800円

アンスティチュ・フランセ関西
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FESTIVAL
FÊTE DU FRANÇAIS !
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE

フランコフォニーの日
3月20日
（日）12:00～20:00

フランコフォニーとは、世界各地のフランス語圏の
総称であり、文化や地域の多様性をその価値としま
す。
「関西フランコフォニー祭」
では、一ヶ月に渡っ
て、このフランス語を共有する大規模な共同体のさ

アンスティチュ・フランセ関西ー京都

© D.R.

© D.R.

CONTES AFRICAINS

LES CARTES ANIMÉES : FAITES
APPARAÎTRE LE TRAIN POSTAL !

アフリカの物語
13:15～14:00

子供の頃にたくさんの物語を
聞いて育ったラワン・イスフ
は、子供だけではなく大人ま
でも惹き付ける術を身につけ
ています。このニジェール出
身の若き語り部は、伝統を尊
重しつつ、リズムと歌に乗せ
て、昔話を語って聞かせてく
れます。

子供向けワークショップ
「動くカード！」

Nourri par les contes
entendus durant son enfance,
Lawan Issoufou sait susciter
l'émerveillement des petits
comme des grands. Ce jeune
conteur nigérien transmet
les récits anciens dans le
respect de la tradition, tout en
rythme et chants.
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まざまな顔を紹介しています。アンスティチュでは、
3月20 日の国際フランコフォニーの日を祝って、
「フランコフォニーの日」を開催します。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

14:30～15:30

ジュリー・ステフェン・チェンは特別なアプ
リを開発し、それを用いたメディア横断的な
絵本を作成しています。彼女は2016年のヴィ
ラ九条山レジデントの一人です。このアトリ
エでは、さまざまな形の色紙を子供達に自由
に組み合わせてもらいます。出来上がった
カードを、無料アプリを使って電車のように
動かしましょう！
4歳以上対象。逐次通訳付

Julie Stephen Chheng développe des
applications connectées et réalise des
livres transmédias. Elle est résidente de la
Villa Kujoyama à Kyoto en 2016 . Autour de
formes découpées, les enfants reconstituent
des combinaisons qui s'animent via une
application gratuite. À partir de 4 ans. Avec
traduction consécutive.

入場無料

© Julie Gauthier

CONCERT HIP-HOP

WEBSTERの
HIP-HOPライブ＆
トーク
16:30～17:30

Webster はセネガル人の父
とケベック人の母の間に生ま
れケベックで育ちました。彼
はヒップホップの若者への影
響、ケベックにおける多文化
社会の問題について、精力的
に講演も行っています。
Aly Ndiaye, alias Webster,
est né et a grandi à Québec.
D'un père Sénégalais et
d'une mère Québécoise,
il fait régulièrement des
conférences sur l'influence
du hip-hop chez les
jeunes et la question de
l'interculturalisme au Québec.

PROJECTION DU FILM
CAFÉ DE FLORE

『カフェ・ド・フロール』上映
La francophonie rassemble les francophones du monde
entier et met en avant les diversités culturelles et régionales.
Le festival de la francophonie dans le Kansai présente durant
un mois les différents visages de cette grande communauté
qui partage la langue française. Cette année, l'Institut
français de Kyoto vous donne rendez-vous le 20 mars pour
fêter la journée internationale de la francophonie.
Lieu : Institut français, Kyoto

4月17日
（日）13:00～15:00

愛する人に別れを告げるのはたやすいことで
はありません。1960年代のパリで一人息子
を育てる母ジャクリーヌ、そして現在のモン
トリオールで暮らすDJアントワーヌと女性
たち。二人の人生が紡ぐ物語をカナダ人監督
ジャン＝マルク・ヴァレが描きます。
主演：ヴァネッサ・パラディ
日本語字幕付

CONCERT DE GYPSY SOUND SYSTEM
ORKESTRA

ジプシー・サウンド・システム・
オーケストラのライブ
19:00～20:00

DJ オルガと DJ ドクター・シュナップスによる GYPSY
SOUND SYSTEM ORKESTRA がスイスからアンスティ
チュにやってきます！ジャンルや人種を超えてあらゆる
音楽ファンを熱狂させるバルカン・ビーツに、思わず踊
りだしたくなること間違いなし！
Deux musiciens suisses, Dj Olga et Dr.Schnaps, vous
emportent dans des danses effrénées tissées de fusions
contemporaines aux racines folk des quatre coins du monde.

他にも：
ザッハトルテとマナナのライブ、
フランス語の無料体験レッスン、
フランス語で
カラオケとゲーム、
セネガル映画『ラ・ピローグ』上映会など
Et plus encore :
Concerts de Zahatorte et Manana, cours d'essais, karaoké francophone, jeux en français, projection de La Pirogue...

CULTURE

Gypsy Sound System Orkestra

入場無料

Il n'est pas facile de dire adieu à ceux qu'on
aime ; pour y parvenir, il faut parfois toute
une vie - ou deux. Entre le Paris des années
1960 et le Montréal d'aujourd'hui. Café de
Flore raconte les
destins croisés de
Jacqueline une
jeune parisienne
mère d'un
enfant unique,
d'Antoine un DJ
montréalais ainsi
que des femmes
qui l'entourent.

REPAS QUÉBÉCOIS

ケベックの郷土料理
4月17日
（日）11:30～15:00

ケベック州政府在日事務所とアンスティチュ
のコラボレーション。ケベック伝統料理であ
る豚のクランベリーソースがこの日限定でカ
フェに登場します。クレームブリュレやメー
プルティーとあわせてどうぞ。
La Délégation générale du Québec à Tokyo
et l'Institut vous proposent une immersion
dans la cuisine québécoise le temps d'un
déjeuner au Café. Du filet de porc glacé aux
canneberges sera servi en plat du jour,
accompagné de cidre de glace et d'une
crème brûlée et thé à l'érable en dessert.
アンスティチュ・フランセ関西―京都
Lieu : Institut français, Kyoto
後援：ケベック州政府在日事務所

アンスティチュ・フランセ関西
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LIVRE
CONFÉRENCES D'HUBERT HADDAD,
ÉCRIVAIN TUNISIEN

ユベール・アダッド講演会
4月14日
（木）
・15日
（金）
ユベール・アダッドはチュニジア出身のフランス
語の作家、詩人、小説家、美術史家、随筆家です。
常に一瞬一瞬をとらえ、尽きることのない豊かな
想像力で数多くの作品を精力的に執筆していま
す。評価の高い
『Palestine
（パレスチナ）
』
や
『Peintre
d'éventail（扇絵師）
』
、近著
『Mā（間）
』
など、知識人
であり芸術家であるユベール・アダッドが作り上
げる世界は読者を夢中にさせます。

Hubert Haddad est un écrivain, poète, romancier,
historien d'art et essayiste français d'origine
tunisienne. Auteur d'une œuvre immense, il nous
implique magnifiquement dans son engagement
d'intellectuel et d'artiste, avec des titres comme
Palestine , le très remarqué Peintre d'éventail , et
tout récemment Mā .

4月14日
（木）14:40～16:10
関西大学 千里山キャンパス
第1学舎1号館 A301教室（3階）
逐次通訳付 入場無料
共催 : 関西大学仏語仏文学会
4月15日
（金）16:50～18:20
関西学院大学 上ヶ原キャンパス
文学部新館大会議室
逐次通訳付 入場無料
共催：関西学院大学文学部
フランス語フランス文学専修
左：Palestine © Zulma / Hubbert Haddad
右：Mā © Zulma / Hubbert Haddad

Atelier d'écriture avec Hubert Haddad

ユベール・アダッドのアトリエ
4月16日
（土）16:00〜17:30
定員15名 要予約
（B2レベル以上の方を対象）
アトリエはフランス語で行います
（通訳なし）
アンスティチュ・フランセ関西―大阪
一般：800円、
クラブ・フランス会員：無料
ご予約・お問合せ：
アンスティチュ・フランセ関西
kansai.osaka@institutfrancais.jp

LIVRE
RENCONTRES AUTOUR DU LIVRE DE HAÏKUS
MONTAGNES FLOTTANTES DE PIERRE TURLUR

© Zulma / Nemo
Pierier Stefanovitch

sb

Pierre Turlur

Les haïkus de Pierre
Turlur, de facture
contemporaine,
sont, dans leur forme
vagabonde, à l’image
de la vie
même. Loin d’être
le fruit de la trituration
du visible
et du langage ou
l’expression d’un
jeu savant, ils sont
un exercice de
dépouillement où
l’éphémère est
précieusement recueilli.

Pierre Turlur

Venu du Japon, le
haïku est une des
formes poétiques
les plus appréciées
. S’inspirant d’objets
familiers et de
situations anodines
dont il s’émerveill
e, il lui suffit de
trois vers pour dire
tout un univers.
Le déplier, l’écrire
ou le respirer, c’est
s’ouvrir à l’extraordin
aire simplicité
du monde, car
ici le présent parvient
à son point
d’incandescence.

フランス語句集の著者 チュルルールを囲んで
Afin de mieux appréhend
er leur saveur, ils
sont précédés
d’une introductio
n et accompagnés
de commentaires.

Montagnes

flottantes

4月16日
（土）14:30～15:30 アンスティチュ・フランセ関西―大阪
4月17日
（日）11:00～12:00 アンスティチュ・フランセ関西―京都

Montagnes flottantes

Pierre Taïgu Turlur
pratique le zen
depuis 1978. Prêtre
dans l’école zen,
il a reçu la transmissio
n du Dharma
dans la lignée de
Nishijima et Renpo
Niwa. Passionné
de théâtre, de musique,
écrivain et japonophil
e, il vit et travaille
à Osaka depuis de
nombreuses années
et y enseigne la langue
française,
la littérature et la
philosophie.

Montagnes
flottantes
Haïkus d’un moine
d’Occident au Japon

ISBN : 978-2-343-0
7767-3
14,50 euros

Montagnes_couv

souffle

.indd 1

bouddhique

23/10/2015 09:48
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ピエール大愚チュルルール
は、禅の曹洞宗の僧侶であ
り、演劇、音楽に魅せられ
た日本通の作家でもありま
す。数年前より大阪に暮ら
し、フランス語、フランス文学、
哲学を教えています。二つの国の
文化を行き来する、日本に精通した彼が執筆した
句集
『Montagnes Flottantes』
を朗読し、紹介します。

Pierre Taïgu Turlur est prêtre dans l'école Soto du
Zen. Passionné de théâtre, de musique, écrivain
et japonophile, il vit et travaille à Osaka depuis
de nombreuses années et y enseigne la langue
française, la littérature et la philosophie. C'est avec
cette connaissance fine du Japon et de passeur entre
les deux cultures qu'il viendra présenter son livre de
haïkus écrits en français Montagnes Flottantes , le lire
et partager avec vous sa passion.

入場無料

Lieu: Institut français, Osaka / Kyoto

通訳なし
（B1レベル以上対象）
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LIVRE / BANDE DESSINÉE
RENCONTRE AVEC ALEX BALADI, DESSINATEUR SUISSE

アレックス・バラディを囲んで
4月23日
（土）16:00～17:30

Cosy © Baladi / L'Association

Alex Baladi est un auteur de
bandes dessinées suisse,
Il a réalisé une soixantaine
de bandes dessinées,
principalement chez des
éditeurs indépendants
(L'Association, Atrabile, The
Hoochie Coochie). Alex Baladi
a aussi travaillé dans la presse
suisse, réalisé des affiches,
illustrations publicitaires,
couvertures de CD et participé
à plusieurs expositions. Il est
un des membre de l' Oubapo
et un des fondateurs de La
Fabrique Gomez de Fanzines .
I l e s t l a u r é a t e n 2000 e t
2015 du prix Töpffer de la ville
de Genève.

アンスティチュ・フランセ関西―大阪
逐次通訳付 入場無料
後援：在日スイス大使館

Lieu: Institut français, Osaka

CULTURE

アレックス・バラディはスイ
スのBD（バンド・デシネ）
作家
です。彼が出版したり、関わっ
た作品の数はおよそ60作にの
ぼります。その多くは、イン
ディペンデント系出版社（アソ
シアシオン、アトラビル、ザ・
ホッチー・クッチーなど）
から
発表されています。アレック
ス・バラディはスイスの雑誌
業界でも活躍しており、数多
くのポスターや広告イラスト、
CDジャケットなどをデザイン。
彼はウバポ（実験BD工房）
のメ
ンバーであり、同人誌のゴメ
ス製作所の創設メンバーでも
あります。2000年と2015年に
は、ジュネーヴ市のテプファー
賞を受賞しています。

FESTIVAL DE LA FRANCOPHONIE DANS LE KANSAI 2016
À KOBE

関西フランコフォニー・フェスティバルin神戸2016
3月19日
（土）13:00 - 20:00
兵庫県立美術館ミュージアムホール及び館内レストラン
「ピエール・ミュゼ」
第1･2･3部：無料／第4部：6000円
主催・お問合せ・お申込み：関西フランコフォニー・フェスティバル
in神戸実行委員会
francophoniekobe@gmail.com Fax. 078-271-4964

【第1部】フランコフォニーの部：
第二回世界フランス語フォーラムへ日本の若者を
派遣するプロジェクトの紹介。神戸からの参加
者からの報告。同フォーラム・ドキュメント映画
（フランス語）
【第2部】スイスの部：
スイス人小説家デビット・ゾペティ氏講演会
（要訳あり）
【第3部】ケベックの部：
映画『カフェ・ド・フロール』
（フランス語/日本語字幕）
上映会
【第4部】交流レセプション

アンスティチュ・フランセ関西
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MUSIQUE
26e ACADÉMIE DE MUSIQUE FRANÇAISE DE KYOTO

第26回 京都フランス音楽アカデミー
3月22日
（火）～4月3日
（日）
1989 年に創設された日仏音楽交流事業
「京都フラン
ス音楽アカデミー」
は、今年もマスタークラスの他、
公開レッスンや教授陣によるコンサートを通して、
フランス音楽の素晴らしさをご紹介します。
主催・お問合せ：京都フランス音楽アカデミー実行委員会
（アンスティチュ・フランセ関西ー京都内）
Tel. 075-761-2114
academie@institutfrancais.jp
academie.institutfrancais.jp

L'Académie de musique française de Kyoto, créée en
1989, accueillera ce printemps aussi des professeurs
de musique français renommés venus enseigner
avec étudiants japonais les plus prometteurs. Les
cours publics et les concerts seront une occasion
pour les amateurs d'apprécier le meilleur de la
musique française.

開講クラス
（教授）
：

Classes (professeurs) :

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

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 Heau
Direction d'orchestre : Yannick Paget

CONFÉRENCES D'YVES CHAURIS
- LA MUSIQUE CONTEMPORAINE FRANÇAISE
作曲家イヴ・ショリスによる現代音楽特別公開講座

3月28日
（月）～30日
（水）15:00～17:00
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
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

COURS PUBLICS (90 MIN / CLASSE)
公開レッスン（各クラス約90分）

3月26日
（土）11:30～ クラリネット、
ピアノ、
フルート
3月27日
（日）11:30～ ヴィオラ、
ヴァイオリン
4月 2日
（土） 15:30～ 声楽、
チェロ
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）
逐次通訳付
Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata
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CONCERT DES ÉLÈVES
受講生コンサート

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
Lieu : Lycée municipal de musique de Kyoto Horikawa

CONCERT DES PROFESSEURS
教授陣によるコンサート

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
3月31日
（木）19:00

京都

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
主催：京都フランス音楽アカデミー実行委員会 Tel. 075-761-2114
Lieu : Kyoto Alti Hall

プログラム

Programme

マスネ：オペラ
「マノン」
より
第3幕 心だての正しい娘と結婚しなさい
ジャン＝フィリップ・クルティス
（バリトン）
ジャン＝マルク・ルイサダ
（ピアノ）

Massenet : Epouse quelque brave fille , Manon

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）
ドビュッシー：クラリネットのための第1狂詩曲
フローラン・エオー
（クラリネット）
ジョルジュ・プルーデルマッハー
（ピアノ）
ドビュッシー：ヴァイオリン・ソナタ

レジス・パスキエ
（ヴァイオリン）
ジョルジュ・プルーデルマッハー
（ピアノ）
ショリス：チェロとピアノのためのモノローグ
ロラン・ピドゥ
（チェロ）
イヴ・ショリス
（ピアノ）
パジェ：Sakura no Namida
シルヴィー・ガゾー
（ヴァイオリン）
ピエール・レアク
（ピアノ）
フランク：ピアノ五重奏曲 へ短調
ピエール・レアク
（ピアノ）
オリヴィエ・シャルリエ
（ヴァイオリン）
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）
ロラン・ピドゥ
（チェロ）

CULTURE

プーランク：フルート･ソナタ

Jean-Philippe Courtis (baryton)
Jean-Marc Luisada (piano)
Poulenc : Sonate pour flûte et piano
Jean Ferrandis (flûte)
Jean-Marc Luisada (piano)
Debussy : Première Rhapsodie pour clarinette
et piano
Florent Héau (clarinette)
Georges Pludermacher (piano)
Debussy : Sonate pour violon et piano
Régis Pasquier (violon)
Georges Pludermacher (piano)
Y.Chauris : Monologue pour violoncelle et piano
Roland Pidoux (violoncelle)
Yves Chauris (piano)
Y.Paget : Tears of Sakura / Sakura no Namida
Sylvie Gazeau (violon), Pierre Réach (piano)
Franck : Quintette pour piano et cordes en fa mineur
Pierre Réach (piano)
Olivier Charlier (violon)
Sylvie Gazeau (violon)
Bruno Pasquier (alto)
Roland Pidoux (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。* sous réserve de modifications

4月5日
（火）19:00
宗次ホール
主催：宗次ホール Tel. 052-265-1718
共催：アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会
Lieu : Munetsugu Hall

名古屋

4月5日
（火）19:15
川棚の杜・コルトーホール
（下関市川棚温泉交流センター）
主催：コルトー音楽祭実行委員会、
川棚温泉まちづくり株式会社 Tel. 083-774-3855

下関

Lieu : Cortot Hall
※名古屋、下関は上記プログラムと出演者が異なります。
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

4月17日
（日）、5月8日
（日）10:00～16:00
毎月アンスティチュの庭とテラスを開放し、本場フ
ランスさながらのマルシェを開催します。旬の食材
や手作りの雑貨などが並ぶほか、飲食物のテイクア
ウトやイートインも。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：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

À Kyoto, le jardin et la terrasse de l'Institut se
transforment chaque mois en marché du dimanche
où vous trouverez une grande variété de produits
alimentaires ou faits main, à emporter ou consommer
sur place. Dans une ambiance musicale, venez passer
un dimanche « à la française » !
En cas de forte intempérie, l'événement sera annulé.
Lieu : Institut français, Kyoto, jardin

ル・マルシェと同じ日、
フランス語初心者無料体験レッスン
（P4）
も行います

6月19日
（日）
「フェット・ド・ラ・ミュージック」
と同時開催予定。
出演者を募集します。応募の詳細は、
サイトにて発表します。

DANSE
LE PETIT BAL DU SAMEDI

土曜日のプチ・バル

4月16日
（土）、5月7日
（土）、6月11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：1,200円、
クラブ・フランス会員：1,000円

Lieu : Institut français, Kyoto, salle Inabata

LE CAFÉ

Ta

rte

au choco

l
at

ル･カフェ

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.

1階 ル･カフェ

ご予約・お問合せ：Tel. 075-761-2180
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pa

アンスティチュ・フランセ関西ー京都

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

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。

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。

4月9日
（土） 16:00～18:00

Pour le plus
grand bonheur de
vos proches !

クレオール

5月21日
（土）16:00～18:00

ブルゴーニュ地方

6月11日
（土）16:00～18:00

プロヴァンス地方

アンスティチュ・フランセ関西―大阪

9F会議室

CULTURE

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。

ATELIER VINS ET FROMAGES

ワインとチーズのテイスティング
このアトリエでは美食の国フランスが誇る二大製品、ワインとチーズ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。ご用意するのは厳選された質の高い 3種類のワインに3種類のチーズ。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。

5月14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：3500円、
クラブ・フランス会員：3000円

要予約
8名〜30名様
限定

6月4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：3500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
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EXPOSITION

“THE KYOTO PLAYGROUNDS PROJECT”

KG+のパートナーズプログラム
4月22日
（金）～5月22日
（日） 火曜～土曜：10:00～19:00 日曜：10:00～15:00

※ GW期間中のオープン時間はサイトをご確認下さい。

「子供時代を過ぎてから、児童公園のことを気に留
める人などいないだろうが、なぜ今更こうして関心
を寄せるのか。クロード・レヴィ＝ストロースが新
世界の都市について言及したように、児童公園とい
うものも、
「みずみずしさから老朽へ、古めかしさ
という段階には立ち止まらずに移っている」
とは言
えないだろうか。まさしくそんな理由から、これ
ら京都の児童公園にも、その日本庭園と同じよう
に視線をそそがれる価値があるように思えるのだ。
」
−ヴァンサン・ロマニー
キュレーター：ヴァンサン・ロマニー、小野規
アンスティチュ・フランセ関西 ―京都 サロン

"Qui prête attention aux aires de jeux des villes
japonaises une fois l'enfance passée ? Pourquoi
encore les regarder ? Ne pourrait-on pas, comme
Claude Lévi-Strauss le disait des villes du Nouveau
monde, considérer qu'elles "vont de la fraîcheur à
la décrépitude sans s'arrêter à l'ancienneté" ? C'est
précisément les raisons pour lesquelles elles nous
semblent digne d'une attention au même titre que les
autres jardins de Kyoto." – Vincent Romagny
Commissaires d'exposition : Vincent Romagny & Tadashi Ono
Lieu: Institut français, Kyoto, salon

© Soni Takeura

ATELIER
ATELIER DE MAQUILLAGE

メナードMHMAPSパリ流メイクセミナー
5月7日
（土）、8日
（日）

独自のおしゃれを楽しみ、自身の魅力を把握して個性を主張するのがパリスタ
イル。メイクにおいても、自分の魅力を分析し、それを強調するのがパリ風メ
イクです。パリコレのバックステージで活躍するメイクアップアーティスト本橋
拓也があなたの魅力を分析、あなた自身が輝くようなメイクアップをアドバイス
します。
講師：本橋拓也 メイクアップアーティスト MHMAPS International リーダー
5月7日
（土）16:00〜18:00 アンスティチュ・フランセ関西―大阪 9F会議室
5月8日
（日）11:00〜13:00 アンスティチュ・フランセ関西―京都 稲畑ホール
一般：3500円、
クラブ・フランス会員：3000円
5月6日
（金）
までに会場へ直接お申込み下さい。定員になり次第締め切ります。

40

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI

Dany Atrache Spring/Summer 2015

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！

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

詳細はパンフレットかサイトでご確認下さい。

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

新パンフレット
作成中！

※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。

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. Nouvel horaire à partir du 5 avril
entre parenthèses.
* 4月5日
（火）
より

火曜日〜金曜日

9:30 - 19:00

* 21:30まで

Mardi - vendredi

9h30 - 19h（21h30）

土曜日

9:30 - 18:30

* 19:00まで

Samedi

9h30 - 18h30（19h）

日曜日

9:30 - 15:00

* 16:00まで

Dimanche

9h30 - 15h（16h）

火曜日〜金曜日

9:30 - 19:30

* 21:30まで

Mardi - vendredi

9h30 - 19h30（21h30）

土曜日

9:30 - 19:30

Samedi

9h30 -19h30

日曜日

10:30 - 16:00 * 9:30開始

Dimanche

10h30（9h30）- 16h

* 4月5日
（火）
より

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

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

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

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

Nicolas DASSONVILLE
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。

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

Emilie DEVAUX
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。

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

Nicolas TAJAN

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。

精神病理学博士。現在は京都大学人文科学
研究所思想史研究者。書道歴２年。

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。

Marc PETIT
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。
アンスティチュ・フランセ関西
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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。
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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）

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（* 21:30まで）
土曜：
9:30 – 18:30（* 19:00まで）
日曜：
9:30 – 15:00（* 16:00まで）
* 4月5日
（火）
より
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）

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

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

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

受付時間
火曜〜金曜：9:30 – 19:30（* 21:30まで）
土曜：
9:30 – 19:30
日曜：
10:30 – 16:00（* 9:30開始）
* 4月5日
（火）
より
休館：月・祝

www.institutfrancais.jp
アンスティチュ・フランセ関西 GW休館日のお知らせ

Fermeture de l'Institut français du Japon – Kansai

4月29日
（金）～5月5日
（木）

du vendredi 29 avril au jeudi 5 mai 2016 inclus

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

