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高浜 寛
Kan TAKAHAMA

1977年、熊本県天草市生まれ。

筑波大学芸術専門学群卒業。

「モン・サン・ミッシェル」で講談社『モーニング』の「MANGA 

OPEN」佳作受賞。2001年に 第1回ガロ大賞佳作受賞。すぐに 

ヨーロッパの複数の国で翻訳が出版される。フランスでは

Casterman社がフレリック・ボワレとの共著『まり子パラード』、 

他に『泡日』、『トゥー・エスプレッソ』、『SAD GiRL』 を出版。 

続いてGlénat社が『蝶のみちゆき』、『四谷区花園町』、  

『ニュクスの角灯（ランタン）』（全6巻）を出版。

2018年には（日本では2017年）元ミシュランの調査員であった 

エマニュエル・メゾンヌーヴとジュリア・パヴロヴィッチの原作 

を元に、『エマは星の夢を見る』をLes Arènes社から出版。 

2020年にはデュラスの『愛人 ラマン』を漫画化、日本と 

フランスで同時期に出版された。

数々の受賞歴があるが、2018年には『ニュクスの角灯』で文化

庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞、そして栄えある手塚治虫 

文化賞マンガ大賞を受賞(2020年)。

2021年3月にはフランスのMassot出版よりソフィア・ストリル= 

ルヴェとの共著となる新作『Invincibles - au pays du Dalaï 

Lama』を出版予定。

万国博覧会を開催中の19
世紀のパリに、突如現れた
21世紀の日本人旅行者！



感染予防のガイドライン
アンスティチュ・フランセ関西では、皆様に安心して 
ご利用いただけるように、新型コロナウイルスの 
感染防止対策を講じております。
詳細はWEBサイトをご覧ください。

昨年に引き続き、2021年も懸念が拭えない感染症の影響によって、私達は未だ不安定な要素に大きく支配され
ています。この前代未聞の危機は、私達の日常を吹き飛ばし、自由を奪い、その振る舞いをしばしば内向的にして
しまいます。
しかし、未来に希望を持たねばなりません。フランス語では「雨の後には青空が広がる」という言葉があるからです。未来を準備し、他者に心を
開いて、新しいページをめくる手助けとなる文化や創造を支えることで、ウイルスに抵抗するのです！
アンスティチュ・フランセは、そのためにあります！最も古い仏政府系のフランス語学校であり、関西で最も名高い（そして最も価格が良心的な）
アンスティチュは1927年、貴族院議員であった稲畑勝太郎を筆頭とする関西の実業家達の支援により、日仏交流を促進するために創設され
ました。関西の中の小さなフランスであり、北海道から沖縄まで広がる在日フランス大使館の文化ネットワークの一員でもあります。
なぜアンスティチュとなら、ウイルスのもたらす様々な悪影響に立ち向かえる、と申し上げるのでしょう。それは、言語を学ぶことはすなわち、他
の文化や歴史、異なる考え方や議論の仕方に自らが繋がる事を意味するからです。言語は、言葉の羅列にとどまりません。それは開かれたエ
スプリなのです。
長らく国際的な言語として位置付けられるフランス語は、五大陸88カ国において3億人を超える人々が話す言葉です。国連の作業言語の一
つであり、英語とともにオリンピックの公用語の一つです。知識人や哲学者の言葉であるのみならず、科学者や起業家（entrepreneursはフラ
ンス語！）の言葉でもあります。
昨年、ヤマザキマリ先生にお願いした表紙は今回、フランスと大変関わりの深い高浜寛先生にお願いしました。日本人のファッショニスタが、
万国博覧会が開かれた1900年のパリに出現！ここにも文化と交流が見られますね！

À bientôt !



あなたはなぜ、フランス語を勉強しようと思われましたか？世界的な文化にアクセスできる言語だからでしょうか。
88 カ国で 3 億人を超える人々が話す国際的な言語だからでしょうか。英語とともに国連の作業言語であり、
オリンピックの公用語だから？それとも、偉大な作家や知識人（過去15 年で8名のノーベル医学賞、物理学賞、
化学賞の受賞者を輩出）の言語だから？もしくはシンプルに、勉強してみたかったからでしょうか。フランス語を
勉強しようと思われた皆さん、Bravo!
アンスティチュ・フランセ関西は、語学だけの学校ではありません。約100年の歴史を持ち、他に類を見ない
ネットワークによって、皆さんとフランスをつなぐ場所です。アンスティチュを選ぶ10の理由をご紹介！ 

アンスティチュ • フランセ関西は 1927 年、日本
で初めてのフランス政府公式の語学学校として、
京都に誕生しました。フランス大使館に属するフ
ランス政府公式機関として今日、大阪と京都に
拠点を持ち、日本全国に広がるフランス文化
ネットワークの一員として活動して
います。

アンスティチュは創立以来、多彩な文化活動を行う文化
センターとしても活動しています。現代アートでは「ニュイ・
ブランシュ KYOTO」、音楽では「京都フランス音楽アカデ
ミー」や「フェット・ド・ラ・ミュージック」。討論では「ア
イデアナイト」や、現代的なテーマにおける日仏両国の見
解を交差する講演会の数々。文学では「読書の秋」。映
画関連も様々な企画があります。勿論、マルシェも忘れて
はなりません！

フランス語はただの言語に留まらないのです。フランス語は、
芸術において特別な位置を占める豊かな世界にアクセスし、私

達を取り巻く世界を批判的精神とともに考察するための言語でも
あるのです。

アンスティチュ・フランセ関西は、西日本の小さ
なフランスです。今のフランスを知ることができ、
フランス語を話す仲間と出会うことができる場所
です。仲間ができたら、京都館内のル・カフェ
でランチはいかがでしょう。

予期せぬ出会いがあったり、これまで意識してい
なかった使命に気付いたり。元受講生の中には、 

アンスティチュで人生が変わったとおっしゃる方がたくさ
んおられます！

フランス語講座に話を戻しましょう。バラエティに富んだフランス語講座には、
グループレッスンとプライベートレッスン、通学クラスとオンラインクラスがあります。
講座は主に 5 つのカテゴリーに分かれています。初めての方から上級者までを対象とし、
教材を用いて学ぶ「総合フランス語講座」。強化したい項目を集中的に学習する「補足
強化講座」。関心のあるテーマを深めるための「文化講座」。DELF DALF 試験の合格
を目指す「試験対策講座」、そして仕事で実践的に使えるフランス語を学ぶ「ビジネス
フランス語講座」です。お子様や中高生を対象としたクラスもあります。
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フランス語講座を担当する教師は、外国人向けのフランス
語教授法を身に付けたプロフェッショナル。日本に暮らし、
日本が大好きな教師陣は皆、文化交流と相互理解を重要
視しています。教師のご紹介は 6p へ！

教師のプロフェッショナリズム、講座のクオリティから、自信を持っ
ておすすめするフランス語講座。その体験レッスンや、教師と一対
一で行うレベルチェックは無料で行っています。
クラスの見学も可能です！受講しているクラスをお休みしてしまっ
た方もご心配なく。アンスティチュには、無料の振替制度で講
座を受けられるフレキシブルな体制が整っています。I 学期につ
き 3 回まで、Al レベルの総合フランス語は何度でも、振替可能
です！どんな時も、解決策を模索するのがアンスティチュ！

授業時間以外も皆さんをサポートできる
よう、アンスティチュでは学習に最適
な環境を整えています。講師の「学
習相談」や、欠席した授業の内容
を確認できる「ネットサービス」、
自習にもぴったりな館内のメディア
テーク（図書）。良心的な価格で、
楽しみながらフランス語に触れられる

「アトリエ」も多数 (11p 参照）。暗
唱やスケッチ等のコンクールも開催し
ています。モチベーションを上げるため
に出場してみては？

総合的なフランス語学習のために、アンスティチュは
皆さんの次なる目標までサポートします。フランスで
フランス語を勉強されたい方には、大学付属語
学学校など 20 校の留学先を提携校とする「語
学留学サポート〜アラカルト」がお手伝い。登
録手続きから学生ビザ取得まで、お任せくださ
い！

フランスの大学へ正規留学をお考えの方は、同じく 
アンスティチュ内（京都）の「Campus France ー

フランス政府留学局・日本支局」の関西オフィスヘ、
どうぞお気軽にご相談ください！

時には語学レベルをチェックすることも大切です。アンスティチュ
はここでもお役に立ちます！アンスティチュは世界中で通用し、フ

ランス国民教育省が公認する仏語資格試験「DELF DALF」の日本
フランス語試験管理センターでもあるのです。他に TCF（Test de 
connaissance du français）やオンライン試験の ev@lang も実施して
います。

フランス語講座にご登録された方には、たくさんの会
員特典があります。アンスティチュ • フランセだけの会
員制度「クラブ・フランス」の会員として、受講生
には外部のパートナーより提供されるプレゼントや割
引、アンスティチュ（京都）内ル・カフェの割引など、
素敵な特典があります！



アンスティチュ・フランセの教師陣は、高等教育を修了し、
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。
＊フランス語を母国語としない人にフランス語を教えるための教授法

各教師の出身地をフランスの地図に表してみました！
日本生まれの教師は、留学先や滞在経験のある地方を記し
ています。

Normandie

Bretagne

Pays de la Loire

Occitanie

Nouvelle-Aquitaine

Centre-Val de Loire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いただくことが目標。

Nord

寒いけど暮らしやすいリール出身。映画愛好男子。
日本の５０〜７０年代の作品が特に好き。

Corentin PIETERS

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。

フランス語と美術が専門。外国の言葉や文化に興味津々。
「みなさんが異文化に出会うお手伝いがしたいです！」

Lucie STROOBANDT

日本の文化や文学には深く感動。
三島、谷崎、川端の熱烈なファンもある。



Auvergne / Rhône Alpes

Alsace

Ile de France

Bourgogne
Franche-Comté

Lorraine

ブザンソン出身。５年間ベトナム住まいの後来日。
趣味は語学と歴史。

Romain CHAULET

Wallonie (Belgique)

フランス語の教科書や参考書の作成、
そしてシャンソン研究に勤しんでいる。
自らも歌うのが好き。ストラスブールは第二の故郷。

★ 常勤教師。フランス語講座の高いクオリティを
確保するべく努めています！

パリ近郊のアルジャトゥーユ出身。歴史・文学などを
学ぶのが大好き。バスケットボールが得意。

36年間東京在住。日本や中国の伝統芸能、19世紀
フランス絵画や文学、そして友人とお酒が好き。

日本文化大好き！フランスと日本の高校で12年間に
わたり教鞭を執っている。



フランス文化に関心がある方、旅行に備えたい方、環境を変えたい方、キャリアアップを目指したい方。
アンスティチュでは、皆様のニーズに応えるフランス語講座をご用意しております。教師陣は、外国人のためのフラン
ス語教授の有資格者、または専門分野のエキスパートです。専門知識や経験と共に、皆様の学習をサポートします。
講座はいずれも確かなレベルアップを図るべく構成されており、フランス語資格試験「DELF DALF」の受験準備として
も役立つものです。
通学講座の他、Zoom を使ったオンライン講座もご用意しております。

1. 基本のフランス語講座

年間 4 学期制で講座を開講しています（1 学期は 10 週間）。
冬学期（1 月〜 3 月）、春学期（4 月〜 6 月）、夏学期（6 月〜 9 月）、秋学期（10 月〜 12 月）。

講座の種類 グループレッスン 少人数制クラス キッズ・ジュニア

講座名 ・総合フランス語講座
・補足強化講座
・文化講座
・試験対策講座
・ビジネスフランス語講座

・会話フレックス
・DELF DALF フレックス
・読解
・口頭表現、他

・子どものためのフランス語
・中高生のためのフランス語

備考 毎学期、全く初めての方から上級の方まで
ご登録いただける、最もベーシックな講座。
レベルや目的に合わせたクラス選択が可能。

少人数（2 〜 4 名様）で
集中的に行うレッスン。

小学生（6 〜 12 歳）、
中高生（13 〜 18 歳）を対象と
したグループレッスン

オンライン講座 あり（一部） あり（一部） あり（中高生 1 クラス）

2. 目的別のレッスン ※学期制ではありません

講座の種類 プライベートレッスン 集中講座 企業向け研修

内容 フレキシブルに学べる個人レッスン。
お子様のご利用も可能。
オンライン開催可。

短期集中でレベルアップ ご要望に合わせてご提案



■ グループレッスン
総合フランス語講座
A1レベル（入門）からC1レベル（準マスター）
効果的にコミュニケーションができるように、教材を使用しながら、「話
す、読む、書く、聞く」の 4 つのスキルを身につけていきます。発音・
語彙・文法に重点を置き、楽しみながら学習できる様々なレッスンを
通じて、知識の定着をはかり、上達をサポートします。

授業時間： 週2時間、週2 時間30分、週4時間
（期間：1学期10週間）
受講料： 37,000 円〜

補足強化講座
A1レベル（入門）からC2レベル（マスター）
補足強化講座は、フランス語の特定の言語スキル（文法、語彙、発音・
音声学）をより強化したい方のための講座です。授業で使う学習教
材は、語学の上達はもちろんのこと、よりナチュラルな会話、微妙なニュ
アンスの理解などに役立ちます。フランスやフランス語圏の文化・美食、
ニュースに触れながら、フランス語を習得することができます。C1/C2 
レベルでは、和文仏訳講座もご用意しています（大阪のみ）。

授業時間：週1 時問、週1 時問30分、週2時間、週2時間30分（期間：1学期10週間）
受講料： 19,500 円〜

文化講座
A2レベル（初級）からC2レベル（マスター）
テーマ別の講座では様 な々教材（雑誌、ラジオ、デジタルコンテンツ
など）を使い、実践的にフランス語を学習します。ニュース、政治、
哲学、文学、映画、シャンソン、造形芸術といった豊富なテーマの
中から最適な講座をお選びいただけます。

授業時間：週1 時問30分、週2 時問、週2時間30分、週3時間（期間： 1学期10週間）
受講料：27,750 円〜

試験対策講座
DELF DALF は、フランス国民教育省が認定した唯一の公式フラン
ス語資格（ディプロム）です。
世界で広く認知されたディプロムは、海外留学やビジネスにも大変有
利な資格です。対策講座は、聴解、読解、文書作成、口頭表現といっ
た試験で求められるさまざまなスキルを身につける実践的なグル—プ
レッスン。試験に精通している担当教師が的確なアドバイスを行いま
す。合格をより確実なものにしましょう！

授業時間：週2時間（期間：1学期10週間）
受講料： 37,000 円〜

ビジネスフランス語講座
ビジネスシーンにおいて、フランス語圏の同僚や取引先、顧客とコミュ
ニケーションを取ることができるよう、フランス語のスキルアップを図り
たい方に向けたビジネスフランス語のクラスは、あなたの目標達成の
ための重要な手がかりとなるでしょう。

授業時間：週1時間30分、週2時間（期間：1学期10週間）
受講料：27,750 円〜

■ 少人数制クラス
2~4 名までの少人数制クラスには、「会話フレックス」および「DELF 
DALF フレックス」があります。「DELF DALF フレックス」では、口
頭表現試験対策を効果的に行います。

授業時間：週1時問（期間： 1学期10週間）
受講料： 29,500円

■ キッズ・ジュニアのための
      フランス語
子どものためのフランス語

外国語を学びながら、子どもたちの可能性を広げてみてはいかがで
しょうか。フランス語は、グローバルな現代世界において、今後も重
要な役割を果たすこととなる言語です。6歳から12歳のお子様向けに
用意された当講座は、フランス国民教育省推奨のカリキュラムに沿っ
ており、若年層の外国語習得を可能とします。
モンテッソーリ教育に基づいた楽しいアプローチで、経験豊富なアン
スティチュの教師陣が専用の教材を使用し、多彩かつ系統だった授
業を行います。フランス語資格試験「DELF プリム」の準備としても
役立ちます。

授業時間：週1 時間（期間：1学期10週間）
受講料： 19,500 円〜
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アンスティチュ・フランセ関西

中高生のためのフランス語

中高生を対象としたこのクラスでは、いつもと違った方法で、発音や
口頭表現をネイティヴで経験豊かな教師と楽しく学ぶことができます。
全く初めての方の他、中学校・高校ですでに学んでいる方も対象と
しています。DELF ジュニア試験の準備にもなります。

授業時間：週1時間30分（期間：1学期15時間）
受講料：27,750円

■ プライベートレッスン
1 名〜 3 名まで、1 時間〜 30 分単位で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。弱点を集中的に克
服したい方、留学や旅行前に会話の練習をしたい方、DELF DALF
や仏検の面接対策をしたい方等におすすめです。オンラインでも実施
しています。

受講料：1時間7,200 円〜
2名から3名の場合、割引があります。
お得な10時間分のカルネもご利用下さい。

■ 集中講座
スピーディーに上達されたい方には、集中講座をご用意しております。

大学生のためのフランス語短期研修

大学の休講期間に実施する講座。将来、フランス留学を予定・検
討されている方も対象です。参加者に合わせたフレキシブルな内容で
集中的に学習します。留学直前の時期にも開催されます。

授業料、日程についてはお問い合わせください。

■ 企業向けフランス語研修
（全レベル、全分野）

ビジネスでフランス語を使われる皆様、フランス語研修（対面、 
オンライン）を受けてみられませんか？ 研修では、会議やアポイント、
ランチミーティンク、営業や交渉といった様々なビジネスシーンにおけ
るやりとりを想定し、実践に活かせる語学力の向上を目指します。
競争の激しい世界において、外国語力はビジネスパーソンのキャリア
アップに大いに役立ちます。
企業向けフランス語研修をご希望の方は、ぜひお問い合わせください。
ご要望とニーズにあわせたご提案をさせていただきます。

受講生の声　大原千明さん

使うアプリはZoomで、
使い方はとても簡単です。

オンラインだと家で授業を受けられるので、
移動時間ゼロというのがとても良いなと

思いました。画面上で、動画を見てクイズに
答えたり、他の受講生の方と会話をしたり、
いつもの教室と変わらなかったので、

リラックスして受けることができましたし、
とても楽しかったです。

Zoomを使ったオンライン講座の様子

オンライン講座 Zoomを使ってご参加いただけるオンライン講座も開講しています。
ご自宅で受講されたい方にぴったりの講座です。



・テーマ別アトリエ（シネマ、書き方、ワインなど）

Frantastiqueは、あなたのニーズに合わせてパーソナラ
イズしたフランス語レッスンをオンラインで提供します。
楽しいコンテンツで、学習した内容がどんどん身に付き
ます。 7日間の無料お試しも！

50 を超えるコース数で、入門レベルから準マスターレベル
まで対応。レベル・内容ともにバラエティに富んだアンスティ
チュ・フランセ日本の通信講座は、日本最大です。
充実のサポートにより、自宅学習でもアウトプットとコミュニ
ケーションの機会をご用意しています。

・受講生対象のネットサービスおよび授業振替制度のご利用
・メディアテークの書籍、CD、DVDの貸出
・９万件以上の資料を閲覧できるデジタル図書館Culturethèqueの 
 ご利用
・ 館内ル・カフェ（京都）にて、総額500円以下は50円割引、
 501円以上は100円割引
・アンスティチュ・フランセ関西主催イベント等の割引
・DELF DALF、TCF受験料の1,000円割引

※ フランス語講座を受験されない方も、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：6,200円、学生の方は1,000円割引）

フランス語や文化に興味のある仲間と、リラックスした雰囲気の中、
授業で学んだことを実践してみませんか。幅広い分野のアトリエをご用意
しており、受講生以外の方もご参加いだけます。

日程・時間：WEB サイトでご確認ください。1 時間 30 分〜 2 時間（各アトリエ）
受講費：800円〜 3,000円（各アトリエ）　クラブ会員割引あり



DELF DALF
Diplôme d'études en langue française / Diplôme approfondi de langue française

DELF DALFとは、フランス国民教育省認定の公式フランス語資格試験です。年に2回、春と秋に実施しています。聴解・読解・文書作成・口頭
表現の4つの能力が評価される試験です。一度取得すれば生涯有効であり、更新の必要はありません。日本では1991年から実施されており、世界
175ヶ国、1,200 以上の試験センターで行われています。
DELF B2以上を取得すると、フランスの大学に登録するために必要な語学試験が免除されます。
DELF DALFはどなたでも受験できます。中高生対象のDELFジュニアも実施しています（大阪のみ）。

受験料
  

DELF プリム DELF（ジュニア、一般） DALF

資格 A1.1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

受験料 9,500 円 9,900 円 11,000 円 13,000 円 15,000 円 20,000 円 22,000 円

・ 願書にご記入の上、受験料を添えて受付にてお申し込みください。現金書留による郵送も受け付けます。アンスティチュのオンラインブティックでの
お手続きも可能です。
・クラブ・フランスカードのご提示により、1,000円の割引があります。
※ 2017 年に ISO9001 取得

アンスティチュ・フランセ関西では、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を複数実施して
います。試験は、年齢や語学レベルによって分かれており、レベルは「言語に関する欧州共適基準」(CECRL) で 
規定されています (A1、A2、B1、B2、C1、C2) 。国際的にも広く認められた資格であり、フランスの大学に入学する際や、
一部の滞在許可書の申請等に求められることがあります。
アンスティチュで実施している試験には、フランス政府が公式に認定する「DELF DALF」、フランス語レベル測定試験

「TCF」、オンラインでレベル評価を可能とする新しいツール「ev@lang」の 3 つがあります。

各試験の出願は、出願期間受付中、京都・大阪の受付にて承ります。
新たなオンライン登録システム「オンラインブティック」からもご出願できるようになりました！
　　京都 : https://kansai-kyoto.extranet-aec.com 
　　大阪 : https://kansai-osaka.extranet-aec.com
試験に関する詳細は、アンスティチュ・フランセ関西（www.institutfrancais.jp）、日本フランス語試験管理センター

（www.delfdalf.jp）のウェブサイトをご覧ください。

＊「出願規定」が変更になりました。詳細は、日本フランス語試験管理センターウェブサイト（www.delfdalf.jp）と DELFDALF出願願書裏面を、
ご出願前に必ずご確認ください。



TCF 

Test de connaissance du français

TCF はフランス国民教育省が認定した試験です。英語の TOEIC のように素早く確実にフランス語能力を測ります。対象は16歳以上。必須試験と
補足試験（口頭表現・文書作成）があり、必須試験は解答選択方式です。受験生には、成績を記載した証明書（有効期間2年）が発行されます。
ビジネスや留学など、フランス語のレベル証明が必要な方にお薦めです。
・TCF （一般）
・TCF SO：TCF（一般）を試験会場のパソコンで実施。受験希望日の 10 日前まで希望日の申請ができ（要調整）、1 名から受験可能

受験料
  

試験 TCF 必須試験 TCF SO TCF 補足試験
（口頭表現または文書作成のみ）

TCF 補足試験
（口頭表現・文書作成とも）　

受験料 12,000 円 13,000 円 各 8,000 円 12,000 円

・一度ご出願された後、新たに出願される場合は、30日間の間隔を置く必要があります。
・願書にご記入の上、受験料を添えて受付にてお申し込みください。現金書留による郵送も受け付けます。
   アンスティチュのオンラインブティックでのお手続きも可能です。
・クラブ・フランスカードのご提示により、1,000円の割引があります。

ev@lang
ev@lang はご自宅で受けていただけるオンラインテストです。パソコン、タブレット、スマートフォンでアクセスが可能。 
試験時間は約45分。結果はCECRL（言語に関する欧州共通基準）の6つのレベルで判定され、試験終了後すぐにわか

ります（試験結果は公式資格ではありません）。資格試験の出願前など、自分のレベルを確認したい時に、スピーディーかつ正確にフランス語レベ
ルを評価することができます。

ev@langの受験を体験できるデモンストレーションビデオも是非ご覧ください : www.youtube.com/watch?v=0ETz6psaFvs

受験料：3,000 円

・出願手続きも簡単！まずはメールで受験ご希望の旨をお知らせください。
　アンスティチュのオンラインブティックでのお手続きも可能です。

アンスティチュ・フランセ関西は、在日フランス大使館指定しの翻訳機関として、
日本語からフランス語、フランス語から日本語への翻訳サービスを行っております。

戸籍と在学証明書等、留学やビザの取得等に必要となる、公的書類の法定翻訳
も承ります。

詳細は帆ホームページをご覧ください。
www.institutfrancais.jp/kansai/ 総合案内→翻訳サービス
お問合せ：kansai.traduction@institutfrancais.jp



春学期： 4月3日（土）〜6月20日（日）
夏学期： 6月29日（火）〜9月26日（日）
 ※8月3日（火）〜23日（月）は休講

秋学期： 10月9日（土）〜12月19日（日）
冬学期： 2022年1月〜3月

トライアル～トライアル～
フランス語がフランス語が
初めての方に初めての方に  
実際のクラスに参加して、
無料でレッスンを受けてみましょう。

各学期の前にオープンデーを設け、無料体験レッスンや説明会、 
カウンセリングを行います。この日にご来館いただけると、スムーズ
にクラス選びができます。あなたにぴったりのクラスを見つけましょう！

オープンデイへのご参加 ( 無料体験レッスン、カウンセリング・受講
相談）は事前にご予約下さい。



※ DAPF
（仏検定）

3級

準2級

2級

準1級

1級

総合フランス語、試験対策、補足強化、文化講座、ビジネスフランス語、そしてプライベートレッスンや
オンライン講座といった多彩な講座の中から、学習の目的やペースに合ったベストなクラスを選びましょう！

フランス語が初めての方
初心者クラス（クラス一覧は各学期のプログラム参照）の中から、 
ご都合に合うクラスをお選びください。

フランス語を学んだことがある方
フランス語をすでに学習されたことがある方で、初めて当校で受講さ
れる方、あるいは 1 年以上休学された方は、カウンセリング（約 30
分）を受けてください。
カウンセリングご希望の方は受付にてご予約ください。当校までお
越しいただけない場合は、スカイプや Zoom でのカウンセリングも
お受けしています。

クラスの無料体験
フランス語オープンデーや、授業のトライアルに是非ご参加下さい（14p）。

クラスの見学
学期の第一週目に、グループレッスンをご見学いただけます。ご見
学前に、カウンセリングを受けていただき、クラスをお選びください。
お一人様、京都・大阪とも 2 クラスまでとさせていただきます。
ご見学後、登録のご希望の有無を必ずご連絡ください。キャンセル
待ちが発生するクラスヘのご見学後のお返事がない場合、お待ちの
方にお席をお譲りいただくことになります。
第二週以降の見学は、最初の 1 時間の聴講のみで、新規ご登録の
方に限らせていただきます。
定員に達しているクラス、初心者クラス、会話プラス等の少人数制
クラスヘの見学はお受けしておりません。

ご登録のご意思がない等、ご見学の目的が明らかでない場合は、お
断りする場合があります。

フランス語講座・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

TCF
DELF
DALF

運用レベル

A1
 DÉBUTANT 入門 レベル 1

100 〜 199点 DELF A1
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 レベル２

200 〜 299点 DELF A2
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 レベル 3

300 〜 399点 DELF B1

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 レベル 4

400 〜 499点 DELF B2
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 レベル 5

500 〜 599点 DALF C1

フランス語の優れた運用能力を持つ。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 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 な々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。

※ 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。



受付時間
学期開講期間：
火曜日〜土曜日　9:30-21:00 （土曜日は 19:00まで）
日曜日　I0:00 -15:30 ※ OSAKAのみ（授業がある時のみ開館。受付にご確認下さい）

学期開講期間外：
火曜日〜土曜日　I0：00-18:30

登録方法

年会費 *と受講料をお支払いただいた時点で登録受付となります。
初回以降のお手続きの際には、クラブ・フランスカードをご提示下さい。

お支払方法：
・大阪・京都受付カウンターにて（現金またはクレジットカード）
・銀行振込または現金書留にて
・アンスティチュ・フランセ関西の「オンラインブティック」にて
  （24 時間、クレジットカード）

新しいオンライン登録システム「オンラインブティック」
クラスのご登録とお支払いが同時にできる、アンスティチュ・フランセ
の新しいオンラインブティックが出来ました！

* 講座（プライベートレッスンやアトリエ以外）ご登録時には年会費が必要です。
年会費をお支払いいただくと、自動的にクラブ・フランスのメンバーとなり、ク
ラブ・フランスカードを用いて様 な々特典をご利用頂けます。（11p 参照）

年会費：
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
（25 歳以下）。 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）2021 年春学期に登録された場合、5 学期目となる 2022 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。

お申し込みの際の注意事項
すべてのご登録は、受講に関する規定・規則に同意をいただいてい
るものとみなします。サイトに「受講に関する規定・規則」の全てを
掲載しておりますので必ずご覧下さい。

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。その場合はサイトでお知らせいたします。不明
な場合やサイトをご覧いただけない方は、お電話でお尋ね下さい。





講演・シンポジウム、展覧会、映画上映、コンサート、グルメイベント、ワークショップ……
文学作品、絵本、料理、バンドデシネ、映画、フレンチ・ポップス……
語学学校であるとともに、文化施設でもあるアンスティチュには、フランス文化に触れる機会が数多くあります。
あなたの好きなフランスを見つけよう！

マルシェ＆グルメイベント

ガーデンにお店が並ぶ人気のマル
シェ。12月はマルシェ・ド・ノエル（クリ
スマス・マーケット）に！
ル･カフェでは、ガレット・デ・ロワなど、
フランスの食を楽しむイベントも。

展覧会

日仏の刺激的なアートをご紹介！

読書の夕べ

お好きな本や詩を朗読してみませんか？

フェット・ド・ラ・ミュージック

フランスで始まった音楽の祭典、2020年は
オンラインで開催しました！

フランコフォニー

スイス、ベルギー、アフリカ諸国、ケベック州など、
フランス語圏の多様な文化を紹介します。

読書の秋

フランス語で創作された文芸
作品を紹介する「読書の秋」。
文学賞の受賞作家や人気の
バンドデシネ作家など、話題の
作家をフランス語圏より招い
て、講演会やワークショップを
開催しています。

京都フランス音楽アカデミー

1990 年より毎春、フランスより一流の音楽家を招き、
クラシック音楽のマスタークラスを約２週間開講する
日仏音楽交流事業。一般の方もお聴きいただける公
開レッスンやコンサートも♪

ニュイ・ブランシュ KYOTO

京都市とアンスティチュ・フランセ関西が主
催する、パリ発のアートイベント。京都市内
各所でパフォーマンスや展覧会等が行わ
れる現代アートの祭典です。2020年は京
都市内42会場で開催され、大成功を収め
ました！

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

文化イベント

パリ祭

7月14日の革命記念日に合わせ
て行うパリ祭は、コンサートや抽
選会を皆で賑やかに楽しみます！



MÉDIATÈQUE PAUL CLAUDEL

メディアテーク（図書）

豊富な資料・マルチメディア

書籍に雑誌、DVD、CD、バンドデシネ、絵本など、多様な蔵書
を取り揃えています。フランス語国際放送局 (TV5 Monde) を視聴
できるテレビ、パソコンや iPad もご利用下さい。 

デジタル図書館 Culturethèque

受講生の方は無料でご登録いただける Culturethèque。9万件
以上のフランス語の資料、ビデオ、雑誌、バンドデシネをオンライ
ンでお楽しみください！

フランス語学習スペース

入門から上級まで、難易度に応じた資料をご用意。イラスト付き
の単語帳やストーリ—ブック、CD 付きオーディオブックも。

他館からの貸出

国内のフランス文化ネットワークと共有するオンライン・カタログ
から、蔵書を借りることができます。

19
Institut français du Japon - Kansai

フランスやフランス語に関する資料（仏語／日本語）をお楽しみいただけるポール・
クローデルメディアテーク。勉強や息抜きに、ぜひ活用して下さい。
※閲覧は無料。貸出にはクラブ・フランスの会員登録が必要です。




