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Chers amis,

Le 19 janvier, l'Institut français du Japon – Kyushu 
organise la Nuit de la Lecture. Enseignants, 
apprenants, public extérieur, vous êtes tous conviés à 
lire le texte de votre choix, en français ou en japonais, 
tous les espaces de l'Institut vous seront ouverts. Vous 
trouverez plus de détails et l'appel à participation 
en page 24.

Cet hiver, quatre musées et galeries de la région 
consacrent simultanément de grandes expositions à 
des artistes français ou japonais travaillant en France :  
les projets futuristes du jeune architecte Tsuyoshi 
Tane à Fukuoka, l'œuvre de Georges Rouault, 
figure de l'art sacré du XXe siècle, à Kitakyushu, 
celles de Charles-François Daubigny, pionnier de 
l'impressionnisme, et de Raymond Savignac, maître 
de l'affiche publicitaire, à Hiroshima.

Les grandes compétitions sportives qu'accueillera le 
Japon les deux années qui viennent entraîneront un 
fort afflux de visiteurs francophones dans le Kyushu. 
Dans cette perspective, nous ouvrons les cours  
« Omotenashi en français – Rugby 2019 / JO 2020 »,  
que vous pourrez essayer lors de notre Journée 
Découverte du 15 décembre. Le même jour auront 
lieu une performance d'un danseur français dans la 
médiathèque et la Fête de Noël de l'Institut. 

A très bientôt, et notez d'ores-et-déjà dans vos 
agendas la date du dimanche 24 mars pour notre 
Journée Portes ouvertes 2019 !

フランス語講座
COURS DE FRANÇAIS

2 冬期講座のご案内
 SESSION D'HIVER

3 登録手続きと受講料
 INSCRIPTIONS ET TARIFS

4 講師紹介
 ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

5 クラスの選択
 CHOISIR SA CLASSE

6 A1 入門
 A1 DÉBUTANT

8 A2 初級
 A2 ÉLÉMENTAIRE

10 B1 中級
 B1 INTERMÉDIAIRE

12 B2 中上級
 B2 AVANCÉ

14 C1 -C2 上級
 C1 / C2 SUPÉRIEUR

15 集中講座
 COURS INTENSIFS

16 資格試験
 CERTIFICATIONS

こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS

18  こどものためのフランス語
  COURS POUR ENFANTS

19  こどものためのアトリエ
 ATELIERS POUR ENFANTS

フランス文化
CULTURE

20 アトリエ・セミナー
 ATELIERS ET SÉMINAIRES
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アンスティチュ・フランセ九州館長
ダヴィッド・テュルズ

David Tursz
Directeur de l'Institut français du Japon – Kyushu

親愛なる皆様
アンスティチュ・フランセ九州は、1月19日に「読書の
夕べ」を開催します。館内を開放し、講師、受講生
の皆さん、一般の方、どなたでもご参加いただける
イベントです。フランス語あるいは日本語でお好きな
文章の朗読を一緒に楽しみませんか。詳細は、P24
の応募方法をご覧ください。

この冬は、西日本の美術館とギャラリーでフランス
人画家の展覧会とフランスを拠点に活躍する日本
人建築家の展覧会を観ることができます。福岡では
田根剛展。未来を見据えた仕事をする若い建築家
です。そして、20世紀を代表する宗教画家ジョル
ジュ・ルオー展が北九州で、印象派の先駆者と言わ
れるシャルル＝フランソワ・ドービニー展とフランスの
商業ポスター会の重鎮とされた作家のレイモン・サ
ヴィニャック展がともに広島で開催されます。

また、来る2年間で日本では大きなスポーツイベン
トが開催されます。九州にはフランス語圏からたくさ
んの人が訪れることになるでしょう。この機会に、ア
ンスティチュ・フランセ九州は新講座「フランス語でお
もてなし-ラグビー 2019 / オリンピック2020」を
開講します。この授業は、12月15日の入門デーや
20日の無料体験レッスンでお試しいただけます。ま
た入門デーと同日には、メディアテークでフランス人
ダンサーによるパフォーマンス、そして毎年恒例の
フェット・ド・ノエルが開催されます。

それでは、近いうちにお目にかかりましょう。最後
に、3月24日のフレンチオープンデー 2019のため
にスケジュールを空けておくことをお忘れなく！

24  読書の夕べ
 NUIT DE LA LECTURE

25 絵画
 PEINTURE

26 ポスター
 AFFICHE

26 建築
 ARCHITECTURE

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

27  カフェ・メディアテーク 
  CAFÉS MÉDIATHÈQUE 

27 カフェ・デ・ザミ
 CAFÉ DES AMIS



入門者のためのフランス語無
料体験レッスン

冬期講座のご案内
SESSION D'HIVER 

1月 7日（月）～ 3月 23日（土）

12月 10日（月）～ 12月 22日（土）

2019年冬期講座

登録受付

祝日（1 /14、2/11、3/21）も授業は行われます。

全館休館：12月23日（日）～ 1月3日（木）
※ 建物内にお入りになれません。

12月19日（水）
19:00–20:00

当日登録の方は年会費が無料！初めての方から既に学んだことのある方まで。アンスティチュ
のフランス語レッスンをお試しできるまたとない機会です。 
体験レッスンは前日までにお申し込みください。

レベルチェックと面談
12 :30 -14 :30

所要時間約10分
講師が面談し、クラス選択のアドバイスを行います。

入門者向けフランス語
1 1 :00

「フランス語でおもてなし」*

初級者向けフランス語
12 :00

少しだけフランス語を勉強した経験のある方対象

入門者向けフランス語
13 :00

全くフランス語が初めての方対象

12月15日（土） 11 :00-14:30 

*「フランス語でおもてなし」詳細はP7、P8の講座紹介をご覧ください。

※ 別の日にレベルチェックや講座説明をご希望の方は、個別に面談を受け付けます。ご希望の方はお電話にてご予約ください。

12月20日（木）
11:00–12:00 
19:00–20:00 「フランス語でおもてなし」*

フランス語入門デー

12月22日（土）までに登録されると、受講料半額券や各種招待券など素敵なプレゼントが
当たる抽選会に参加できます。また、先着 100名様にオリジナルグッズをプレゼント。上記
受付期間に手続きができない方は、12月22日（土）までに必ずご連絡ください。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU2
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登録手続きと受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

お申し込みの際の注意事項
 ╚ 受講料未納のまま無断で受講することは固くお断りい
たします。

 ╚ 第一回の授業後、申し込み人数が規定に満たないク
ラスは中止される場合があります。その場合、同等の
クラスをご案内いたします。変更するクラスがない場合
は、返金いたします。

 ╚ 一度お支払いいただいた年会費、受講料は上記以外
の理由による返金はできません。クラス選択について
は、充分に受付で相談されご納得の上、決定してくだ
さい。

 ╚ 祝祭日も授業は行われます。受付・メディアテーク業
務はお休みとなります。

 ╚ 講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合、
受講をお断りすることがあります。

 ╚ 台風などの自然災害やその他の理由で公共交通機
関が停止した場合、授業は行われません。

 ╚ その他の事項については登録時にお渡ししている受
講要綱をお読みください。必要な場合は受付にお尋
ねください。

  登録方法
初めて登録される方
写真 1枚（4×3cm）、年会費、受講料（テキストを使用する講
座に登録される方はテキスト代）を窓口にお持ちください。

引き続いて登録手続きをされる方
受講生カードと受講料を窓口にお持ちください。なお、年会費
の期限が過ぎている方は更新料が必要となります。

  年会費
初回 継続2年目以降

一般 ￥4 ,000 ￥2 ,000

学生* （学生証提示）・子供 無料 * 無料 *

家族2人以上 ￥6 ,000 ￥3 ,000

* 学割で通学定期券が購入できる学生に限ります。

年会費は、プライベートレッスン・集中講座・アトリエ・セミナー
を除くすべての講座の受講者が対象となり、クラブ・フランスの
会員となります。有効期間は4学期間。

  クラブ・フランス会員特典
 ╚ メディアテーク会員資格、デジタル図書館Culturethèque
利用

 ╚ アトリエ・セミナー、イベント割引料金

 ╚ 外部パートナーの特典（詳細はプログラム最終ページ）

 ╚ 4期連続して受講された方は二つ目のフランス語講座50％
割引（低料金の方の受講料を割引）。ただし、フレックス講
座、集中講座を除く。

  フランス語講座受講料
（一学期 11週分）

時間数 受講料 時間数 受講料

1 1時間 ￥2 1 ,730 22時間 ￥43 ,450

16 .5時間 ￥32 ,590

※  表に該当しないクラスの受講料もございますので、講座の該当ページをご参
照ください。

※  プログラム内に提示したフランス語講座の料金は、冬期講座の総額です。 
別途年会費やテキスト代が必要となります。

年会費・受講料のお支払いは全額、前納していただくことに 
なっております。

現金の他、銀行振込＊1、クレジットカード＊2 でお支払いいただ
けます。 
＊1  ご希望の方にはメールにて請求書を送付いたします。
＊2  VISA、MASTER、DC（5,000円以上でご利用可能、1回払い）。

  サービス
ネットサービス
欠席講座振替制度 （一学期3回まで、開講初日除く）

授業を欠席された方に、代わりの講義を受講していただけ
るサービス。2日前までにお電話か受付にて希望の振替先
をお知らせ下さい。メールでのお問い合わせ、お申し込み、
振替手続き後の変更はお受けしておりません。

フランス語講座の見学 （一部の講座除く）
登録前に2回まで授業の見学ができます。1クラスにつき
1,000円で、登録の際に受講料の一部とみなします。前日
までにご予約ください。短期間のクラスの見学はできませ
ん。入門クラスは3週目以降に1回のみ見学可能です。

受講料10％割引 
（フレックス講座・集中講座・アトリエ・セミナーを除く）

複数のクラスを受講される方（低料金の方の受講料を
10％割引）。ただし、他の割引との併用はできません。

ご予約・お問い合わせ

092-712-0904
www.institutfrancais.jp/kyushu
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講師紹介
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Johan ALTIERI-LECA

二コラ・ブービエの『L'usage du monde』。
20世紀の旅について書かれた素晴らしい本
です。

Stéphane CLAIR

アメリー・ノートンの『畏れ慄いて』がおすすめ。
日本を舞台に、面白おかしく描かれています。
1999年の小説ですが、今読んでも楽しいです。

Frédéric CHARRUAULT

私のおすすめはミシェル・ウエルベックの『闘争
領域の拡大』。シンプルでありながら、とても衝
撃的な話です。

Hélène DE GROOTE

モーパッサンの短編小説。笑いと涙の中に人間
の心を探って行く。何回読んでも尽きぬ作品。 
『 脂肪の塊』『初雪』『首飾り』 など。

Yoann DIOT

ミシェル・トゥルニエの『フライデーあるいは太
平洋の冥界』。ダニエル・デフォーの『ロビンソ
ン・クルーソー』から影響を受けた素晴らしい
作品です。

Laurence FUJISHIMA-SUTRA

ジール・ルガルディニエの『Demain j'arrête』
は、読みやすいラブコメディー。この小説を読ん
だ時はたくさん笑いました！

Fabien GANDRILLON

経済学者トマ・ピケティの『2 1 世紀の資本』は
大ヒットをした著書。世界 10数カ国で累計
100万部を突破し、ピケティは一躍、世界で有
名なフランス人となりました。

Régis LACIAK

文法、大嫌い！と思う方へ、エリック・オルセナの
『La grammaire est une chanson douce』
がおすすめ。文法が大好きになるかも。

Vincent LEFRANÇOIS

よく読む「本」は『ラルース図解辞典』です。読む
たびに知識が豊富になって、世界をもっと理解
できるようになります！

Xavier MICHEL-TANAKA

私の愛読書はクレティアン・ド・トロワの『イヴァ
ンまたは獅子の騎士』。シャンパーニュ地方出身
の作家が書いたフランス最古物語の一つです。

Sébastien PLAUT

SFの父と呼ばれるジュール・ヴェルヌの本はど
れも面白いけど、おすすめは『神秘の島』。子供
の時に読んだら外国を冒険する大人になりたく
なった！

Jean-Marc PORTALES

絵本作品のシリーズ『リサとガスパール』は子供
だけではなくて大人が読んでも楽しい作品です。
皆さんもぜひ読んでみましょう！

Bernard TORRES

ミシェル・オンフレの『コスモス』という作品を読
むと、人間と自然環境の関係を再認識します。

Audrey VERGNES

シャルル・ボードレールの『悪の華』をおすすめ
します。高校生の時に初めて読んで、今でも何度
も読んでいます。

好きな本を尋ねました！
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講座の種類
TYPES DE COURS

講座レベル
NIVEAUX 

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL
フランス語を体系的に学ぶ講座です。テキスト
『Spirale』『Le nouveaux taxi !』『Saison』を使用
し、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つの能力を
総合的に身につけることができます。

資格試験準備 
PRÉPARATION AUX EXAMENS
DELFの試験対策講座。内容は試験を目指す方向け
ですが、聴解・読解・文書作成・口頭表現力を同時に
高めたい方にもおすすめです。

補足強化 
APPROFONDISSEMENT 
LINGUISTIQUE
会話や発音など、強化したい項目に的を絞って学ぶ講
座。総合フランス語の補足にもなります。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES
ニュースやポエムなど具体的なテーマを題材に学ぶ
講座。フランス文化にアプローチしながらフランス語力
を鍛えます。

 

A1 入門  DÉBUTANT
フランス語の基礎レベル。日常生活の単純で具体的な状況
やごく簡単な言い回しを理解できる。

A2 初級  ÉLÉMENTAIRE
フランス語の初歩をマスター。身近で日常的な話題を理解
でき、自分に関する問題を単純な手段で表現できる。

B1 中級  INTERMÉDIAIRE
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。

B2 中上級  AVANCÉ
フランス語を全般に渡り自主的に運用できる。複雑な文章
の要点を理解し、専門的な内容の会話でも参加し、筋道の
通った意見を明確かつ詳細に述べることができる。

C1-C2 上級  SUPÉRIEUR
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
文の殆どを理解し、複雑なテーマについて、自然に、流暢か
つ理論的に述べることができる。

 

アンスティチュ・フランセ九州なら 
ご要望に応じて様々なスタイルでフランス語が学べます。

• プライベートレッスン
目的や都合に合わせたオーダーメイドの授業。
 1時間：7,000円 
  授業料 5回分：33,750円 
 10回分：65,000円  
 ※ 2019年3月末まで有効

• セミプライベートレッスン
2名以上集まれば、仲間だけのクラスが可能。
  授業料 2名で1時間8,000円  
 3名で1時間9,000円

• 特別パッケージ
プライベートレッスンとグループレッスン、特別講座等を 
ミックスしたオリジナルプログラム。

•  ご自宅や企業への 
講師派遣 

ご要望に応じてフランス語講師を派遣。

企業向け研修のパンフレットをご希望 
の方は、お知らせください。　
092-712-0904 
kyushu@institutfrancais.jp

クラスの選択
CHOISIR SA CLASSE 

フランス語教育のパートナー
フランス政府公式機関アンスティチュ・フランセ九州

L’Institut français du Japon – Kyushu
Votre partenairepour former vos employés

企業・官公庁向けフランス語研修FRENCH FOR BUSINESS

LE FRANÇAIS, UN ATOUT
PROFESSIONNEL

メールマガジン
http://www.institutfrancais.jp/kyushu/ご登録いただくと、フランス語講座をはじめ、文化イベントに関するご案内を定期的にお送りいたします。

〒810-0041 福岡市中央区大名2-12-6 092-712-0904（代表） http://www.institutfrancais.jp/kyushu/ 
 IFJKyushu
 IFJ_Kyushu
 ifj.kyushu

アンスティチュ・フランセ九州

1975年に設立されたアンスティチュ・フランセ九州（旧九州日仏学館）は、フランス政府公式の文化機関です。日本では、東京、横浜、大阪、京都、福岡の支部と、名古屋、札幌、仙台、徳島のアリアンス･フランセーズとともに、アジアにおける最大のフランス文化機関ネットワークとなっています。アンスティチュ・フランセ九州のミッションは、フランス語の教育とフランス及びフランス語圏の文化の発信です。フランス語の教育機関、試験センターであると同時に、フランスの文化センターとしての役割も担っており、メディアテーク（図書室）、ギャラリー、そして映画や講演会を行うホールを併設しています。このように、さまざまなかたちでフランスを知っていただけるのがアンスティチュ・フランセの大きな特徴です。

アンスティチュ・フランセ九州について

東京

愛知

札幌

仙台

横浜

京都
大阪

徳島

福岡

● アンスティチュ・フランセ
◆ アリアンス・フランセーズ

参　　考▲

オンラインレベルチェック　www.institutfrancais.jp/kyushu/test/

▲

フランス国民教育省認定DELF・DALF/TCF試験　www.delfdalf.jp

▲

デジタル図書館 Culturethèque　www.culturetheque.com▲

フランス語学留学サポート　www.institutfrancais.jp/kyushu/presentation-des-cours/sejours-linguistiques/
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総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

スピラル
Spirale

使用するテキスト『Spirale』は、初
めてフランス語を学ぶ日本人のため
に編集された教材。練習問題や文
法解説に日本語訳がついているの
で、初心者が安心して学ぶことがで
きます。

A1  入門  DÉBUTANT  
－少しだけ学んだことのある方対象－

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DELF A1フレックス   
2 ~4名までの少人数制クラスでDELF試験の対策を効
果的に行います。受講可能な時間帯を選び、受付にお知
らせください。2名揃った時点でスタート。試験についての
各レベル・詳細は、 P16 -17をご覧ください。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

発音 
Prononciation

正しい発音抜きにフランス語を理解してもらうことはでき
ません。この講座は学期毎に設定される様々な課題に
沿ってトレーニングしていきます。今期は母音 « ai », « é »,  
« è », « on », « an », « on »...などの発音練習をしましょう。
総合フランス語の補足としておすすめのクラスです！総合フランス語

A1-1
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
1 G16SPI1 1 a Spirale nouvelle édition 1 J. ALTIERI-LECA 水 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI1 1 b Spirale nouvelle édition 1 F. GANDRILLON 土 15:30-17:00 16.5h ¥32,590

1 G22SPI1 1 c Spirale nouvelle édition 1 J.M. PORTALES 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI12a Spirale nouvelle édition 3 X. MICHEL-TANAKA 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI12b Spirale nouvelle édition 3 F. CHARRUAULT 土 14:00-15:30 16.5h ¥32,590

1 G22SPI12c Spirale nouvelle édition 3 F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI13a Spirale nouvelle édition 6 R. LACIAK 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI14a Spirale nouvelle édition 10 V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI14b Spirale nouvelle édition 10 J.M. PORTALES 火 14:30-16:30 22h ¥43,450

A1-2
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

1 G22SPI21 a Spirale nouvelle édition 13 X. MICHEL-TANAKA 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI21 b Spirale nouvelle édition 13 A. VERGNES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI24a Spirale nouvelle édition 18 F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G22SPI23a Spirale nouvelle édition 19 J.M. PORTALES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

資格試験準備 
クラスコード 講座名 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

1 S1 1 DDFx DELF A1 フレックス* 月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15 
土曜 16:15-17:15/17:30-18:30 1 1 h ¥33,000*

＊  フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

補足強化 
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料
1 S7PROa 発音* X. MICHEL-TANAKA 土 10:30-12:00 7.5h ¥14,810

＊  1 /12 , 26 , 2 /9, 23 , 3 /9   隔週土曜全5回
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A
1  入
門

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

1 T16OMa フランス語でおもてなし 
－ラグビー2019/オリンピック2020 J. ALTIERI-LECA 火 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1 T7EXPRESa フランス・エクスプレス* Y. DIOT 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
＊  2 /20, 27, 3 /6 , 13 , 20  毎週水曜全5回

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

フランス語でおもてなし  
－ラグビー 2019 /オリンピック2020 
Omotenashi en français  
– Rugby 2019/JO 2020

2019-2020年は、日本での大きなスポーツイベントが
目白押し。フランス語圏からも多くの方が応援にやって来
ます。本講座でフランス語の基礎に触れ、送迎や簡単な
コミュニケーションが出来るよう今から準備しましょう。

フランス・エクスプレス 
France express

フランス語をかじってみたい方・フランス旅行に備えたい
方のためのクラス。様 な々シチュエーションを設定し、よく
使われる表現を実践する形で覚えます。質問は日本語で
構いません。楽しくフランス語とフランス文化に触れてみ
ませんか？
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A2  初級  ÉLÉMENTAIRE  
－フランス語の基礎を学習したことのある方対象－

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

Le nouveau taxi ! 1

『Spirale』終了者や既学習者の次のス
テップとして、総合的なコミュニケーショ
ン力をつけることができる講座。

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DELF A2フレックス  

2 ~4名までの少人数制クラスでDELF試験の対策を効
果的に行います。受講可能な時間帯を選び、受付にお知
らせください。2名揃った時点でスタート。試験についての
各レベル・詳細は、 P16 -17をご覧ください。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

Le nouveau taxi ! 1 復習 révisions

『taxi ! 1』をベースに文法や会話を復習し、しっかり使いこ
なせるようにしましょう。扱うテーマはテキストに留まらず、
話題のニュースも盛り込みます。口頭表現力、コミュニケー
ション力アップにも役立つクラスです。

発音 
Prononciation

正しい発音抜きにフランス語を理解してもらうことはでき
ません。学期毎に設定される様々な課題に沿ってトレーニ
ングしていきます。今期は主にフレーズのリズムを練習しま
しょう。総合フランス語の補足としておすすめ！

聞き取り
Compréhension orale

え、今何て言った？聴解力を完璧にするのが、実は一番難
しいのではないでしょうか。このクラスではシャンソン、広
告、番組など、ごくシンプルな資料を通してフランス語会話
がより理解できるための手助けをします。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

フランス語でおもてなし  
－ラグビー 2019 /オリンピック2020
Omotenashi en français 
– Rugby 2019/JO 2020

2019-2020年は、日本での大きなスポーツイベントが目
白押し。フランス語圏からも多くの方が応援にやって来ま
す。本講座で観光案内や情報提供、また簡単な質問に対
応できるよう、今から備えましょう。

料理レシピで学ぶフランス語 
Le français par les recettes de cuisine

フランス語で5つの料理レシピを読み、理解して作れるよう
になりましょう。料理の専門用語や文法ポイントと同時に、
食文化も学べる講座です。

詩から学ぶフランス語
Poésie et expression

フランス語のやさしい詩を通して、文法とボキャブラリーを
身につけましょう。また発音の基礎を学び、短い作文を通
じて書く力も養います。

会話プラス フレックス 
Kaiwa Plus FLEX

2～ 4名の少人数クラスで1時間、思う存分会話してみ
ましょう。受講可能な時間帯を選び、受付にお知らせくだ
さい。2名揃った時点でスタートします。

DR
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A
2  初

級

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

2G22TAX14a Le nouveau taxi ! 1 16 B. TORRES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

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

2G22TAX21 a Le nouveau taxi ! 1 17 X. MICHEL-TANAKA 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

2G22TAX22a Le nouveau taxi ! 1 19 R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX22b Le nouveau taxi ! 1 21 F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

2G22TAX23a Le nouveau taxi ! 1 27 J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX24a Le nouveau taxi ! 1 27 B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX24b Le nouveau taxi ! 1 27 B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

2G22TAX24c Le nouveau taxi ! 1 30 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX24d Le nouveau taxi ! 1 32 F. GANDRILLON 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX25a Le nouveau taxi ! 1 36 F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

資格試験準備 
クラスコード 講座名 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

2S1 1 DDFx DELF A2 フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
1 1 h ¥33,000*

＊ フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

補足強化 
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

2S22REV 15a Le nouveau taxi ! 1 復習 J.M. PORTALES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2S7PROa 発音＊ 1 X. MICHEL-TANAKA 土 10:30-12:00 7.5h ¥14,810

2S7ORALa 聞き取り＊2 R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810
＊1   1 /19, 2 /2 , 16 , 3 /2 , 16  隔週土曜全5回 
＊2  1 /9, 23 , 2 /6 , 20, 3 /6   隔週水曜全5回

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

2T16OMa フランス語でおもてなし 
－ラグビー 2019/オリンピック2020 A. VERGNES 水 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

2T7RECa 料理レシピで学ぶフランス語 ＊ 1 R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

2T16PPa 詩から学ぶフランス語 J. ALTIERI-LECA 金 15:00-16:30 16.5h ¥32,590

2T1 1 KPFx 会話プラス フレックス ＊2 月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15
土曜 16:15-17:15/17:30-18:30

1 1 h ¥33,000*

＊1   1 /16 , 30, 2 /13 , 27, 3 /13   隔週水曜全5回 
＊2  フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます
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B1  中級  INTERMÉDIAIRE  
－フランス語の初歩をマスターした方対象－

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

Le nouveau taxi ! 2

文法はもちろんのこと、4つのス
キル（読む・書く・聞く・話す）を
磨くタスクも多数。さらにワーク
ブックや、DVD-ROMを活用す
れば、総合力のアップに役立ち
ます。

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

DELF B1フレックス   

2 ~4名までの少人数制クラスでDELF試験の対策を効
果的に行います。受講可能な時間帯を選び、受付にお知
らせください。2名揃った時点でスタート。試験についての
各レベル・詳細は、 P16 -17をご覧ください。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

Le nouveau taxi ! 2 – révisions  1 / 2

『taxi ! 2』をベースに文法や会話を復習し、しっかり使い
こなせるようにしましょう。扱うテーマはテキストに留まら
ず、話題のニュースも盛り込みます。口頭表現力、コミュニ
ケーション力アップにも役立つクラスです。

Communiquer : comprendre et parler 1 / 2 / 3

日常に密着したテーマを題材に、会話力と文章力を鍛え、
総合的なレベルアップを図ります。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

フランス語でおもてなし  
－ラグビー 2019 /オリンピック2020 
Omotenashi en français  
– Rugby 2019/JO 2020

2019-2020年は、日本での大きなスポーツイベントが目
白押し。フランス語圏からも多くの方が応援にやって来ま
す。本講座では観光客をスマートに送迎出来るように、実
践的に学習します。

Culture et conversation

日常会話を練習したり、記事を読んでディスカッションす
ることで、フランス語の書き言葉と話し言葉にあらゆる角
度からアプローチします。

France actu 1

毎週一つのニュースを取り上げます。新聞記事やTVのル
ポルタージュに慣れるうちに、語彙が豊かになり、与えら
れたテーマについて積極的にディスカッションできるよう
になるでしょう。

Clés pour la France

中級のテキストを終了し、中上級へ移行する前段階のク
ラス。前半 1時間は日常会話と書き取りの練習、後半 1時
間はフランス文化 (料理、映画、歴史など)を紹介するテ
キスト『Clés pour la France』を使います。

会話プラス フレックス 
Kaiwa Plus FLEX

2～ 4名の少人数クラスで1時間、思う存分会話してみ
ましょう。受講可能な時間帯を選び、受付にお知らせくだ
さい。2名揃った時点でスタートします。

DR
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B
1  中
級

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

3G22TAX13a Le nouveau taxi ! 2 9 F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX15a Le nouveau taxi ! 2 16 S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX16a Le nouveau taxi ! 2 19 F. CHARRUAULT 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX15b Le nouveau taxi ! 2 19 F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX16b Le nouveau taxi ! 2 19 J.M. PORTALES  
F. CHARRUAULT 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX20a Le nouveau taxi ! 2 28 S. CLAIR 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX21 a Le nouveau taxi ! 2 32 J.M. PORTALES 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

資格試験準備
クラスコード 講座名 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

3S1 1 DDFx DELF B1 フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/ 14:45-15:45/ 16:00-17:00/ 17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/ 17:30-18:30
1 1 h ¥33,000*

＊  フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

補足強化
クラスコード 講座名 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

3S22REV 1 1 a Le nouveau taxi ! 2 - révisions 1 J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22REV 1 1 b Le nouveau taxi ! 2 - révisions 2 F. CHARRUAULT 
J.M. PORTALES 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3S22COM1 Communiquer : comprendre et parler 1 B. TORRES 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3S22COM2 Communiquer : comprendre et parler 2 B. TORRES 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22COM3 Communiquer : comprendre et parler 3 B. TORRES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

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

3T16OMa
フランス語でおもてなし

－ラグビー 2019/オリンピック2020 
Y. DIOT 土 16:00-17:30 16.5h ¥32,590

3T22CONV 1 Culture et conversation S. CLAIR 木 14:00-16:00 22h ¥43,450

3T22ACTU1 France actu 1 F. CHARRUAULT 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3T22CLE1 Clés pour la France S. PLAUT 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3T22CLE2 Clés pour la France R. LACIAK 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

3T22CLE3 Clés pour la France S. PLAUT 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

3T22CLE4 Clés pour la France V. LEFRANÇOIS 土 13:30-15:30 22h ¥43,450

3T1 1 KPFx 会話プラス フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/14:45-15:45/16:00-17:00/17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/17:30-18:30
1 1 h ¥33,000*

＊  フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます
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B2  中上級  AVANCÉ  
－フランス語を効果的にマスターし標準的な表現が理解できる方対象－

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

Saison 3

中上級レベルへの橋渡し。語学
練習に加え社会的テーマも盛り
込まれたテキストで、学習者がど
のような場面でも困ることのない
よう考慮されています。 

資格試験対策
PRÉPARATION AUX EXAMENS 

DELF B2フレックス   

2 ~4名までの少人数制クラス
でDELF試験の対策を効果的
に行います。受講可能な時間帯
を選び、受付にお知らせくださ
い。2名揃った時点でスタート。
試験についての各レベル・詳細
は、 P16 -17をご覧ください。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

Communiquer : comprendre et parler 4 / 5

日常に密着したテーマを題材に、会話力と文章力を鍛
え、総合的なレベルアップを図ります。

Lire et s'exprimer

ニュースについてプレゼンテーションしたり記事を読んだ
りしながら、表現方法を身につけ会話力をブラッシュアッ
プしていきます。

Traduction et expression

口頭表現の基礎を習得し、翻訳の練習によって筆記能力
もスキルアップしたい方のためのクラス。教材は文化、社
会、時事など多岐にわたる分野の記事を用います。

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

Conversation dirigée

記事、ビデオ、シャンソンなどを通してフランス文化を発見
しながら、口頭表現力を強化したい方向けのクラス。講師
のポイントを抑えた語彙・文法の説明により、より自然な
話し方を身につけます。

France actu 2 / 3

毎週一つのニュースを取り上げます。新聞記事やTVの
ルポルタージュに慣れるうちに、語彙が豊かになり、与え
られたテーマについてディスカッションできるようになるで
しょう。

Rédaction et actualité

フランスや日本、また世界の時事問題をテーマに、作文を
書きます。その週に話題となったニュースを振り返りなが
ら、文書作成能力を鍛えることが出来るクラスです。

Le français qui bouge

記事、ビデオ、ソングなどを教材にして、現代的なテーマに
ついて学ぶクラス。「書く」「聴く」「読む」「話す」を良いバ
ランスで頑張りましょう。

Culture en vidéos 1 / 2 / 3

動画を使い、中級レベルの文法やリスニングの勉強をしま
しょう。テーマは映画、料理、歴史など。

Poésie

ようこそポエジーの世界へ。愛と美をうたい、時には世界
の危機に激しい感情をぶつけ、人生に指針を与える
古典 /現代、有名 /無名の詩人たちを発見しましょう。 
言葉や韻律の芸術を探求し、心の旅にお連れします。

会話プラス フレックス 
Kaiwa Plus FLEX

2～ 4名の少人数クラスで1時間、思う存分会話してみ
ましょう。受講可能な時間帯を選び、受付にお知らせくだ
さい。2名揃った時点でスタートします。
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2  中

上
級

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

4G22SAI14a Saison 3 3 F. GANDRILLON 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

資格試験準備 
クラスコード 講座名 曜日 / 時間 全学習時間 受講料

4S1 1 DDFx DELF B2 フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/ 14:45-15:45/ 16:00-17:00/ 17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/ 17:30-18:30
1 1 h ¥33,000*

＊  フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます

補足強化
クラスコード テキスト 担当講師 曜日 時間 全学習時間 受講料

4S22COM4 Communiquer : comprendre et parler 4 B. TORRES 月 10:00-12:00 22h ¥43,450

4S22COM5 Communiquer : comprendre et parler 5 B. TORRES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

4S16LIR 1 Lire et s'exprimer S. CLAIR 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

4S22TRAD1 Traduction et expression S. CLAIR 木 18:15-19:45 16.5h ¥32,590

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

4T22CONV 1 Conversation dirigée J.M. PORTALES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

4T22ACTU2a France actu 2 S. PLAUT 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

4T16ACTU3a France actu 3 F. CHARRUAULT 木 21 :00-22:30 16.5h ¥32,590

4T16ACTU4a Rédaction et actualité S. CLAIR 金 1 1 :30-13:00 16.5h ¥32,590

4T22FCS1 Le français qui bouge S. PLAUT 火 1 1 :00-13:00 22h ¥43,450

4T22CULTVID1 Culture en vidéos 1 S. PLAUT 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

4T22CULTVID2 Culture en vidéos 2 S. PLAUT 木 10:00-12:00 22h ¥43,450

4T22CULTVID3 Culture en vidéos 3 S. PLAUT 土 10:00-12:00 22h ¥43,450

4T16POES1 Poésie H. DE GROOTE 水 13:45-15:15 16.5h ¥32,590

4T1 1 KPFx 会話プラス フレックス*
月～金曜 13:30-14:30/ 14:45-15:45/ 16:00-17:00/ 17:15-18:15

土曜 16:15-17:15/ 17:30-18:30
1 1 h ¥33,000*

＊  フレックス講座は2～ 4名の少人数制 / 受講料は開始日から最終日までの回数に準じます
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C1/C2  上級  SUPÉRIEUR  
－フランス語を全般にわたって自主的に運用できる方対象－

テーマ別
COURS THÉMATIQUES

Lisons les journaux !

フランスでは何が起こり、世界のニュースをフランス人は
どのように見ているのでしょう？日本についてフランス人
が思うところは？新聞・雑誌の記事が全て教えてくれるで
しょう。「フランス」「日本」「世界」「読解」「コミュニケー
ション」をキーワードに、語彙力と会話力を高めていき
ます。

Comprendre le journal TV5

短い報道番組を見ながら、フランス語のニュースを正しく
迅速に理解できるよう訓練します。聴力・語彙力の両方
を高めることを目的としたクラス。世界のニュースについて
ディスカッションする機会でもあります。

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
5S16LIRE1 Lisons les journaux ! H. DE GROOTE 水 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

5T16TV 1 Comprendre le journal TV5 Y. DIOT 水 19:30-21 :00 16.5h ¥32,590

5T16CONV 1 Conversation et presse B. TORRES 土 14:15-15:45 16.5h ¥32,590

5T10LITT1 Littérature et expression J. ALTIERI-LECA 木 19:00-21 :00 10h ¥19,750
＊  1 /17, 31 , 2 /14, 28, 3 /14  隔週木曜全5回

Conversation et presse

政治、経済、社会、文化、環境 ... フランスの新聞で取り上
げられるあらゆるテーマについて解説や分析をし、意見を
交わします。討論のメカニズムを習得しましょう。

Littérature et expression   

20世紀の有名なフランスの作家の作品を通して読解力
と発信力を高めるアクティブ・リーディングのクラスです。 
読むことだけでなくボキャブラリーの幅を広げながら、 
表現力を磨き、発話する力もつけています。 
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座

集中講座 
COURS INTENSIFS

来るスポーツイベントでの「おもてなし」に特化した集中講座。 
ボランティアでの活躍のチャンスを広げましょう！

フランス語でおもてなし－ラグビー2019/オリンピック2020
OMOTENASHI EN FRANÇAIS - RUGBY 2019/JO 2020

申し込み方法：必ずご予約ください。予約は1週間前に締め切ります。
期間：3月26日（火）～ 3月29日（金）

クラスコード 日程 テーマ 担当講師 時間 全学習時間 1週 （4日分）の受講料

6CIOMH19

3/26（火） フランス語圏ビジターへの応対： 
要望を聞き理解する

S.PLAUT 19:00-21 :00 8h ￥16,000
3/27（水） 場所の案内： 

位置や道のりなど

3/28（木） 料理や飲食店の案内： 
ジャンルや予算など

3/29（金） レジャーや観光案内： 
アドバイスや推薦など

※ 年会費は必要ありません。

フランスの大学・大学院への応募申請スタート！

みなさん、申請に関する情報収集は進んでいますか？
大学・大学院への応募申請が12月に開始！
詳しい日程と手続きの手順に関しては

Campus FranceのHPをチェックしてください。

www.japon.campusfrance.org

内容：フランスの大学・大学院への応募申請、交換留学プログラム
 での渡仏、語学留学、それぞれの計画に合った手続きの方法
 や流れなど。
日程：福岡会場　12月1日11:00～　東京会場　12月3日17:30～
　　　京都会場　12月5日17:30～
対象：2019年にフランス留学を計画している学生・社会人の方々
詳細・お申し込みは下記HPまで（席に限りがありますので、事前お申し込みを推奨します。）
→www.japon.campusfrance.org

フランス留学手続き説明会2018

hiver2014_A6_IMP.pdf   1   2018/11/08   9:18

IMMERSION 大学生のためのフランス語短期研修
バラエティに富んだ8日間（計48時間）でレベルＵＰ！
2019年3月18日（月）～3月29日（金）※3/21（木・祝）と3/27（水）は休み 
対象レベル： A2初級～ 
受講料：84,000円（朝・昼食、飲み物付き） 
※ 詳細はサイトをご覧いただくか、メール・電話にお問い合わせください。
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20 19年度の募集は締め切りました。 
沢山のご応募どうもありがとうございました。

資格試験
CERTIFICATIONS
言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・
フランセ九州の
授業のレベル

※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)

A1 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 A1 + ～ 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 A2+～ B1 レベル3
300～399点 DELF 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 中上級 B1 +～ B2 レベル4
400～499点 DELF 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

上級 B2+

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。

※ コンピュータのレベルチェックは、アンスティチュ・フランセ九州HP（フランス語・文化講座ページ）より行っていただけます。
※ 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制度（文系）
BOURSES DU GOUVERNEMENT 
FRANÇAIS (CULTURELLES)
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。

www.science-japon.org/bgf/
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DELF・DALFとは？
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 199 1年より実
地されています。言語に関する欧州共通基準（CECRL）の
6段階に対応しており、聴解・読解・文書作成・口頭表現の
4つの力が評価されます。アンスティチュ・フランセ九州の授
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。

TCF-DAP (Demande d'Admission Préalable)は、フラ
ンスの大学の第一段階に登録する場合必要な語学試験で
す。詳細はCampus Franceのサイトをご覧ください。
www.japon-campusfrance.org

願書（DELF・DALF公式HPよりダウンロード可）をご
記入の上、受験料を添えて直接受付にてお申し込み下
さい。遠方にお住まいの方に限り、現金書留による出願
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）。

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＠institutfrancais.jp

試験準備講座をご用意しています。
詳細は講座案内ページをご覧ください

2019年度 春季試験日程 出願受付期間：    
3月16 日（土）～4月20日（土）17時まで

筆記試験 口述試験 受験料

DELF A1 6月 1日 （土） 6月 1日 （土） ¥9 ,900

DELF A2 6月2日 （日） 6月2日 （日） ¥1 1 ,000

DELF B1 6月 1日 （土） 6月 1日 （土） ¥13 ,000

DELF B2 6月2日 （日） 6月2日 （日） ¥15 ,000

DALF C1 * 6月 1日 （土） 6月3日 （月） ¥20 ,000

DALF C2 * 6月2日 （日） 6月3日 （月） ¥22 ,000

TCF （一般）
試験日 出願締切 受験料

必須試験

7月26日 （金）6月26日 （水）

￥12 ,000

補足試験
口頭表現・文書作成 

両方とも
￥12 ,000

口頭表現・文書作成 
いずれか一つ ￥8 ,000

TCF SO：TCF （一般）の試験をオンラインで受験できます
試験日 出願締切 受験料

必須試験

希望日に 
受験可能 

（まずはお尋ねください）

受験希望日の 
10日前まで

￥13 ,000

補足試験
口頭表現・文書作成 

両方とも
￥12 ,000

口頭表現・文書作成 
いずれか一つ ￥8 ,000

願書（受付にて配布、またはアンスティチュ・フランセ九
州のHPよりダウンロード可）をご記入の上、受験料を
添えて直接受付にてお申し込み下さい。遠方にお住ま
いの方に限り、現金書留による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）。

TCF フランス語能力テスト 

TCF DAP 予備登録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計ることを望む、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、ご希望の日程にオンラインで受験で
きるTCF SO（必須試験と補足試験）も実施します。詳しく
はお問合せください。

出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

DELF・DALF フランス国民教育省フランス語資格試験

* DALF C 1 /C2試験の実施は年 1回となります。秋季は予定しておりませんのでご
注意ください

出
願
方
法

出
願
方
法

2019年度 試験日程

試験日 試験時間 出願締切 受験料
2月 1日 （金） 18:00-20:30 1月5日 （土） ¥20 ,000

資
格
試
験

P6 P 13
A1 B2
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クラスコード
Code

講座名
Cours

講師
Professeur

曜日
Jour

時間
Heure

全学習時間
Total

受講料
Tarif

7 E0 1 デビュークラス
Classe de découverte J. ALTIERI-LECA 土

Samedi 14:00-15:00 1 1 h ¥2 1 ,730

7 E02 小学生初級クラス 
Les Loustics 1 : Classe pour écoliers - cours débutant J. ALTIERI-LECA 土

Samedi 15 :15 -16 :15 1 1 h ¥2 1 ,730

7 E03 小学生中級クラス
 Les Loustics 2 : Classe pour écoliers - cours intermédiaire J. ALTIERI-LECA 土

Samedi 16 :30 -17:30 1 1 h ¥2 1 ,730

こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS

フランス語に初めて触れる小さな子どもたちのためのクラ
スです。歌や遊び、お話などたくさんのアクティビティを通し
て、フランス語の日常会話やボキャブラリーの基礎を無理
なく楽しく学びます。

Pour faire ses premiers pas en classe de français. 
Grâce à des activités variées (chansons, jeux, 
histoires), les enfants apprennent les bases de la 
communication orale et du vocabulaire quotidien dans 
un cadre ludique et rassurant. 

日本人とフランス語圏の子どものためのクラスです。どの講
座も楽しみながらフランス語を学べます。

Tous les cours sont destinés aussi bien aux enfants 
japonais qu'aux enfants francophones.
Ils privilégient une approche ludique de la langue.

こどものためのフランス語
COURS POUR ENFANTS

デビュークラス（対象：4～6歳） 
Classe de découverte (de 4 à 6 ans)

初級Cours débutant – テキスト『レ・ルスティック 1』
フランス語の勉強を始めたい、あるいはフランス語圏への滞
在経験があり、フランス語力を維持したいお子様に最適なク
ラスです。テキスト『レ・ルスティック１』を使いながら、理解し
やすいアクティビティを通じ、会話から筆記までの橋渡しを
していきます。アルファベットの基礎があるお子様向けです。

小学生クラス（対象：6～12歳） 
Classes pour écoliers (de 6 à 12 ans)

中級Cours intermédiaire – テキスト『レ・ルスティック２』
初級『レ・ルスティック１』を終了したお子様、またはフラン
ス語圏への滞在経験があり、中級以上のフランス語力を
持つお子様に最適なクラスです。テキスト『レ・ルスティック
２』を使って授業を進め、会話や読み書きの力をさらに付
けていきます。アルファベットの読み書きのできるお子様向
けです。

Basé sur le manuel « Les Loustics 1 », ce cours est 
destiné aux enfants débutant l'apprentissage du 
français ou ayant été scolarisés en milieu francophone 
(maternelle ou école élémentaire). Les enfants sont 
amenés à progresser en douceur de l'oral vers l'écrit,  
à travers des activités faciles à appréhender. Ils doivent 
avoir un minimum d'autonomie en écriture et lecture.

Basé sur le manuel « Les Loustics 2 », ce cours 
s'adresse aux enfants ayant déjà complété le niveau 1 
de la méthode « Les Loustics » ou ayant été scolarisés 
en milieu francophone et dont le niveau de français est 
estimé suffisant pour suivre le cours. Les enfants sont 
amenés à développer en parallèle leurs compétences 
orales et écrites. Il est attendu qu'ils sachent lire et 
écrire de manière autonome.

* 初級・中級クラスでは、フランスの小学生との手紙・ビデオ交流を 1年を通じ実施しています。
*  Les enfants inscrits à ces deux cours participent à un programme d'échange par correspondance avec des écoliers français.

講師は 
ジョアン
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«Méli-Mélo»（メリメロ）とは、フランス語でいろいろな
ものがたくさん！という意味。子ども向けフランスのゲーム
（カードやドミノ、ボードゲームなど）を用いるこのアトリ
エは、初めてのフランス語体験にぴったりです。遊びやア
クティビティを通じて、子どもたちは注意力と集中力を高
め、周りと協力することも学びます。
日本語とフランス語によるアトリエ　定員：各回12名

Cet atelier propose une première expérience du 
français par le jeu (jeux de cartes style Memory, 
jeux de société, jeux de manipulation...). Tout en 
s’amusant, les enfants apprennent à être attentifs, à 
se concentrer et à interagir. 
Atelier en japonais et en français.

シニャック、ピカソ、村上隆。これら偉大な芸術家たちに
絵をならってみよう！筆やクレヨン、パステル、紙、はさみ
などを使って、アーティストたちのテクニックを再現しま
す。材料はシンプルですが、アーティストの作品にインスピ
レーションを受けながら、こどもたちは思い思いに自分だ
けの「傑作」を創り出します。
日本語とフランス語によるアトリエ　定員：各回12名　 
※ 汚れてもいい服装でお越しください

Signac, Picasso, Murakami. Apprenons à dessiner 
comme les grands artistes ! Différentes techniques 
(peinture, dessin, pastel, collage...) sont enseignées 
afin de permettre aux enfants de développer leurs 
capacités artistiques. Tout en s'inspirant d'œuvres 
célèbres, les enfants produisent leurs propres 
travaux. 
Atelier en japonais et en français.

クラスコード 
Code

テーマ
Thème

講師 
Professeur

日程 
Date

時間 
Heure

全学習時間
Total

受講料 
Tarif

AE0 1 点描法：シニャック
Pointillisme (Signac) J. ALTIERI-LECA 1 /26（土）

Samedi 26 janvier 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

AE02 キュービズム：ピカソ
Cubisme (Picasso) J. ALTIERI-LECA 2 /23（土）

Samedi 23 février 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

AE03 ポップ・アート：村上隆
Pop art (Murakami) J. ALTIERI-LECA 3 /23（土）

Samedi 23 mars 10 :30 -12 :00 1 .5 h ¥3 ,000 *

 * 画材費込み　Matériaux compris

こどものためのアトリエ
ATELIERS POUR ENFANTS

遊びのアトリエ《Méli-Mélo》（対象：3～6歳） 
Atelier jeux « Méli-Mélo » (de 3 à 6 ans)

アート・アトリエ（対象：5～12歳） 
Atelier d'art  (de 5 à 12 ans)

クラスコード 
Code

講師  
Professeur

日程  
Date

時間  
Heure

全学習時間  
Total

受講料  
Tarif

AJ0 1 J. ALTIERI-LECA 1 / 12 （土）
Samedi 12 janvier 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

AJ02 J. ALTIERI-LECA 2 /9 （土）
Samedi 9 février 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

AJ03 J. ALTIERI-LECA 3 /9 （土）
Samedi 9 mars 10 :30 -1 1 :30 1 h ¥2 ,000

アトリエは3日前までにご予約ください。

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
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※  予約は特に記載がない場合、3日前に締め切ります。 
締め切り後のキャンセルはできませんのでご了承ください。

※ 年会費は必要ありません。

アトリエ ・ セミナー
ATELIERS ET SÉMINAIRES

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ロワール地方とアルザス地方
Vins d'Alsace et de Loire

1 /8（火）
Mardi 8 janvier

19:00-20:30

￥5,000*

￥21 ,000* ￥23,500*

ブルゴーニュ地方とジュラ・サヴォア地方
Vins de Bourgogne, du Jura et de Savoie

2 /12（火）
Mardi 12 février

￥5,000*

コート・デュ・ローヌとプロバンス地方
Côtes-du-Rhône et vins de Provence

2 /26（火）
Mardi 26 février

￥5,000*

ボルドー地方と南西地方
Vins de Bordeaux et du Sud-Ouest

3/12（火）
Mardi 12 mars

￥5,000*

フランス全土のワイン、酒精強化ワインとロゼワイン
Vins mutés et rosés de France

3/19（火）
Mardi 19 mars

￥5,000*

AS01-H19

講師：吉村智美  Tomomi Yoshimura

「ラタフィア」（薬院）オーナーソムリエ
「ソムリエ協会主催・第 1 回全国ブラインドコ
ンテスト」ファイナリスト

フランスワイン巡り
ŒNOLOGIE
各国のワイン産地への滞在経験を重ねるシニアソムリエによるワイン講座。 
毎回4～ 5種類のワインを、ブラインドテイスティングで楽しんでいただきます。
フランスワインの基本品種にスポットを当て、フランスを旅するように、様々な
地域のワインを楽しみましょう。初めてワインを学ばれる方も是非ご参加く
ださい。
Tomomi Yoshimura est une sommelière professionnelle ayant séjourné dans 
plusieurs pays producteurs. Elle mettra en avant à chaque séance des vins français 
emblématiques et vous fera voyager en France avec la dégustation de vins de 
régions diverses. Ce séminaire s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux initiés.

講師： 
セバスティアン・プロー  Sébastien Plaut

LOVE FMのDJ
アンスティチュ・フランセ九州講師

フレンチ・ポップス
FRENCH POPS
今のフランス＆フランス語圏の音楽シーンについて、いろいろ知りたいですか？
LOVE FMのフランス人DJとして有名なセボことセバスティアン・プローが、毎
月テーマに沿って選んだ12曲のPVを紹介します。アーティストにまつわる逸話
を聞きミュージック・ビデオを鑑賞、そして自由にディスカッションしましょう。
日本語によるアトリエ
Vous voulez tout savoir sur l'actualité de la scène musicale française et francophone ?  
Sébastien Plaut, célèbre animateur de LOVE FM, vous présentera une sélection de 
12 titres autour d'un thème mensuel : anecdotes sur les artistes, projection de clips 
et discussions libres. 
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

新人特集
Nouveaux venus 

1 /18（金）
Vendredi 18 janvier

19:00-21 :00 ¥1 ,000

バレンタイン特集 
Saint Valentin

2 /15（金）
Vendredi 15 février

19:00-21 :00 ¥1 ,000

2019年フランス音楽賞
Victoires de la Musique 2019

3/15（金）
Vendredi 15 mars

19:00-21 :00 ¥1 ,000

AS02-H19

※ 一回毎の受講も可能です　* ワイン代込み　Vin compris
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美術史
HISTOIRE DE L'ART

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

西洋美術史：パルミジャニーノとジュリオ・ロマーノ
Histoire de l'art occidental : Parmigianino et Giulio Romano

毎週土曜：1 /12、19、26、2 /2
Samedis 12, 19, 26 janvier et 2 février

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

フランス美術史：ガスパール・デュゲ
Histoire de l'art français : Gaspard Duguet

毎週木曜：2 /7、14、21、28
Jeudis 7 , 14,  21 et 28 février

19:00-20:00 ¥8,000 ¥8,700

AS03-H19

講師：小栁由紀子  Yukiko Koyanagi 

2015年フランス教育功労賞受賞　 
エコール・ド・ルーヴル出身

西洋美術史
HISTOIRE DE L'ART OCCIDENTAL

「パルミジャニーノ」と「ジュリオ・ロマーノ」
16世紀イタリアで活躍した、二人のマニエリスムの芸術家の作品を観てい
きます。北イタリアのエミリオ・ロマーニャ州で活躍したパルミジャニーノの優美
な様式と、マントヴァ宮廷お抱えの芸術家ジュリオ・ロマーノの、より幻想的で
官能的な様式を鑑賞します。
Nous poursuivrons l'exploration de l'œuvre de deux peintres maniéristes italiens 
du XVIe siècle aux styles bien tranchés : l'élégance de Parmigianino, établi dans 
la province d'Emilie-Romagne, et la sensualité et le goût du fantastique de Giulio 
Romano (connu en France sous le nom de Jules Romain), installé à la cour ducale 
de Mantoue.

フランス美術史
HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS

「ガスパール・デュゲ」 
17世紀フランス最大の画家プッサンの義理の弟で、ローマで活躍した、ガス
パール・デュゲの風景画について観ていきます。彼の作品は、18世紀イギリス
の風景画にも大きな影響を与えました。
Nous nous intéresserons à Gaspard Duguet, établi à Rome et beau-frère du 
peintre français majeur du XVIIe siècle, Nicolas Poussin. Son œuvre a eu une grande 
influence sur la peinture paysagiste anglaise au XVIIIe siècle.

ジュリオ・ロマーノ「化粧をする女性」

ガスパール・デュゲ 「ローマの田園風景」

DR

DR

講師： 
オドレー・ヴェルニュ　Audrey Vergnes

アンスティチュ・フランセ九州講師

アトリエ・フロマージュ
FROMAGES DE FRANCE

フランス北東部へチーズの旅を続けましょう！冬に美味しいチーズを求めて、
オー＝ド＝フランス 、グラン・テストとブルゴーニュ＝フランシュ＝コンテ地域圏
を訪れます。各チーズの生まれ故郷を観光し、そのチーズに合う、理想的なワイ
ンやパンの種類を紹介。最後に、各地域を代表する5種類のチーズを試食し
ていただきます。
日本語によるアトリエ
Continuons notre voyage avec les fromages du Nord-Est de la France. Nous 
visiterons les régions Hauts-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté 
à la découverte des fromages d'hiver. Nous parlerons aussi des régions berceaux 
de ces fromages et proposerons une sélection de vins et de pains idéale pour 
les accompagner. Vous pourrez ensuite déguster cinq fromages typiques de 
ces régions. 
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

フランス北東部のチーズ
Fromages du Nord-Est

1 /29（火）
Mardi 29 janvier

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS04-H19 * チーズ付き  Fromages compris

DR
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フランスの世界文化遺産めぐり
LES SITES FRANÇAIS CLASSÉS À L'UNESCO

観光と歴史を融合したセミナー 5回シリーズ。ユネスコの世界遺産に登録
されている、フランス文化遺産を巡ります。中世とは騎士やお城、城塞、教会
の時代。また約 1000年続き、フランス語が誕生するとても重要な時代でもあ
ります。その時期のフランス世界遺産の数は多く、有名なモン＝サン＝ミシェ
ル、アヴィニオンの教皇庁、ランス大聖堂、アルビやカルカソンヌの城塞、プロ
ヴァンなどの場所も含まれます。この素晴らしい中世フランスにタイムスリップし
ましょう。講師が身に着けた13世紀の盾や鎧など…当時の日用品（オリジナ
ル・レプリカ）も身近にご覧いただけます。
日本語によるセミナー

Le Moyen-Âge, temps des chevaliers, avec ses châteaux forts, ses citadelles, ses 
églises… Il s'agit d'une période de presque 1000 ans, au cours de laquelle apparaît la 
langue française. Le nombre de sites médiévaux classés à l'UNESCO est important, 
parmi lesquels le Mont-Saint-Michel, le Palais des Papes à Avignon, la cathédrale 
de Reims, la citadelle de Carcassonne, Albi ou encore Provins.
Venez découvrir ces lieux extraordinaires, avec à l'appui la présentation d'objets 
d'époque tels que l'armure et le bouclier du XIIIe siècle portés par le professeur...
Séminaire en japonais

講師：グザヴィエ・ミシェル田中   
Xavier Michel-Tanaka

ソルボンヌ大学考古学博士
アンスティチュ・フランセ九州講師

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

2. 中世フランス：教会とお城
La France médiévale : églises et châteaux

2 /22（金）
Vendredi 22 février

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS06-H19 * 飲み物・おつまみ付き  Boisson et amuse-bouches compris

DRモン＝サン＝ミシェル、 
アヴィニオン教皇庁とランス大聖堂

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

クロヴィス1世
Clovis Ier

2 /7（木)
Jeudi 7 février

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS05-H19 * 飲み物・おつまみ付き  Boisson et amuse-bouches compris

フランス史 － フランスの国王 
HISTOIRE DE FRANCE – ROI DE FRANCE  

時は5世紀、ローマ帝国は分裂し、崩壊の道へと進んでいきます。暗黒の時代
を迎え、ヨーロッパは徐々に中世へと入っていきます。481年、クロヴィス1世
がトゥルネーでフランク王に即位した時、彼はまだ15歳の少年でした。彼の統
治期間こそ、フランスの歴史的基盤を理解するのに避けて通ることのできない
期間です。フランス国王に焦点をあてたこの新セミナーでは、国家と近代国家
の長い道のりを構成する人物・事象・場所について、考察の手がかりとなる情
報をレクチャーします。  
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Nous sommes au Ve siècle, l'Empire romain s'émiette avant de s'effondrer, la 
période est sombre et énigmatique et l'Europe entre progressivement dans le 
Moyen-Âge. Clovis n'a que 15 ans lorsqu'il est sacré Roi des Francs à Tournai en 481. 
Son règne constitue une période incontournable pour comprendre les fondements 
de l'histoire de France. C'est l'objectif de ce nouveau séminaire historique consacré 
aux Rois : vous donner les connaissances-clés sur les personnages, les événements 
et les lieux qui ont marqué la lente construction d'une Nation et d'un Etat moderne. 
Séminaire en japonais

新講座

クロヴィス1世の洗礼 DR

講師：ヨアン・ディオ  Yoann Diot

歴史に造詣が深い
アンスティチュ・フランセ九州講師

13世紀の騎士 （講師）
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講師：ヨアン・ディオ  Yoann Diot

歴史に造詣が深い 
アンスティチュ・フランセ九州講師

ゲスト：アレキサンドル＆アイコ・デルソー 
Alexandre et Aiko Delsaux

現地で5年間滞在経験のある日仏カップル

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ニューカレドニア
La Nouvelle-Calédonie

3/16（土）
Samedi 16 mars

16:30-18:00 ¥2,800* ¥3,500*

AS08-H19 * 飲み物・スペシャリテ付き　Boisson et nourriture comprises

DR

講師：小栁由紀子  Yukiko Koyanagi

2015年フランス教育功労賞受賞、エコー
ル・ド・ルーヴル出身

『肖像を観る』 シリーズ第三弾
レンブラントは55点、ゴッホは37点の自画像を生涯に残したと言われて
います。画家自身のナルシシズムを満足させるため、きらびやかな衣装や勲章
を身に着けた、誇らしげな自画像。その一方で、経済的に困窮しモデルを雇う
ことができなかった画家が、最も身近な対象である自分自身を通して、人間の
内面まで描き出そうとした、冷徹で客観的な観察に基づく、迫真の自画像もあ
ります。「肖像画を観る」シリーズ第3回目は、15世紀における自画像の誕生か
ら、ルネサンス、バロック時代の代表作までを、時代を追ってご紹介します。

Série « Portraits – Observation et décryptage »
Rembrandt nous a laissé 55 autoportraits et Van Gogh 37. Pour satisfaire leur 
narcissisme, certains artistes réalisaient des autoportraits dans lesquels ils 
posaient d'un air fier, parés de vêtements resplendissants et de décorations. On 
trouvait également des peintres qui, trop pauvres pour payer des modèles, se 
représentaient avec des objets plus familiers et parvenaient à représenter l'âme 
humaine de manière plus réaliste et objective. La troisième série de portraits 
présente les peintres autoportraitistes majeurs depuis le début du XVe siècle 
jusqu'à la Renaissance et le baroque.

アルブレヒト・デューラー「自画像」  DR

ソフォニスバ・アングイッソラ 「自画像」 DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

自画像（15～ 17世紀）
L'autoportrait  (XVe-XVIIe siècles)

3/2（土）
Samedi 2 mars

14:30-16:00 ¥3,300 * ¥3,800 *

AS07-H19

芸術サロン － 自画像（15世紀～17世紀） 
SALON DES BEAUX-ARTS

* 飲み物・デザート付き  Boisson et dessert compris

ツール・ド・フランス － ニューカレドニア
TOUR DE FRANCE  -  LA NOUVELLE-CALÉDONIE

フランス地方の魅力を講師陣がガイドするツール・ド・フランス。今期は南太平
洋に位置するフランス海外領土、ニューカレドニアを訪ねます。11月4日、独立
の是非を問う住民投票では過半数の住民がフランスにとどまることを選択し
ました。この特別版ツール・ド・フランスでは、原住民カナック族やフランス人、
日系移民について言及。また地の果てにあるフランス領土の歴史や文化を理
解し、サンゴ礁に囲まれた素晴らしい島の料理や観光の魅力を存分に見つけ
出していただくため、様 な々テーマを取り上げて紹介していきます。
La Nouvelle-Calédonie est un Territoire d'Outre-Mer français situé dans le Pacifique 
Sud. Le 4 novembre dernier, un référendum sur l'accession à l'indépendance y a été 
organisé et la majorité de la population a choisi le maintien de la souveraineté 
française. Le peuple autochtone kanak, la présence française, l'immigration 
japonaise, autant de thèmes qui seront abordés dans cette nouvelle étape du Tour 
de France pour vous permettre de comprendre l'histoire et la culture de ce territoire 
du bout du monde, et vous faire découvrir les charmes culinaires et touristiques de 
cette île superbe entourée d'une barrière de corail.

23アンスティチュ・フランセ九州



「読書の夕べ」NUIT DE LA LECTURE   

朗読であなたのお気に入りの文章をみんなで共有しませんか？アンスティ
チュ・フランセ九州では、皆さんと一緒に朗読を楽しむ「読書の夕べ」を初開
催します。おひとりでもグループでも、フランス語でも日本語でも、シンプルな朗
読でも演出付きでも、表現方法は自由です。自分も朗読してみたい！という方、 
ぜひご応募ください。また、朗読して欲しい作品があったらリクエストもどうぞ。
もちろん朗読を聴くだけの参加も歓迎です。プログラム詳細は 、1月10日より
アンスティチュのサイトでお知らせします。
応募方法：kyushu.nuit.lecture@institutfrancais.jp までお申込み下さい。
応募締め切り：12月 21 日（金）までにお申し込みください。
言語：日本語、フランス語
会場：アンスティチュ・フランセ九州
参加・入場無料 
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州（Tel : 092-712-0904）
Vous aimez lire à voix haute ? Vous souhaitez faire partager votre texte favori ? Tous 
les espaces de l'Institut vous seront ouverts pour cette première édition de la Nuit de la 
Lecture à Fukuoka. A une ou plusieurs voix, en français ou en japonais, simple lecture 
ou avec mise en scène, le choix est libre, tout comme celui du texte. Si vous souhaitez 
participer en tant que lecteur ou nous proposer un texte, n'hésitez pas à répondre à 
l'appel à contributions. Et pour les spectateurs, le programme détaillé sera disponible 
sur notre site à partir du 10 janvier.
Contributions : kyushu.nuit.lecture@institutfrancais.jp
Date de clôture de l’appel à contributions : le 21 décembre
Langues : français, japonais
Lieu : Institut
Entrée libre
Renseignements : Institut (Tél. : 092-712-0904)

DR

講師：グザヴィエ・ミシェル田中  
 Xavier Michel-Tanaka

ソルボンヌ大学考古学博士 
アンスティチュ・フランセ九州講師

フランスの古代エジプト学
L'ÉGYPTOLOGIE FRANÇAISE

考古学を専門とする講師による、古代エジプト学4回シリーズ。第3回目で
は19世紀末～ 20世紀半ばのエジプトでのフランスの考古学の成果を紹介
します。ツタンカーメンの墓が発見された時期でもありますが、当時、フランスの
考古学者達もツタンカーメンの栄華と比肩する遺跡や墓を発見したのをご存
知でしたか？タニス遺跡、カルナック神殿のカシェットの中庭、ダハシュールの
墓地、トトメス3世の墓…これらの探検に出かけて、彼らが発見した宝物につ
いて楽しく学びましょう。
日本語によるセミナー

Ce troisième volet portera sur les résultats de l'archéologie française en Egypte de 
la fin du XIXe au siècle au milieu du XXe siècle, période durant laquelle fut découverte 
la tombe de Toutânkhamon. Savez-vous que les archéologues français ont mis 
au jour des tombes et d'autres vestiges qui rivalisent avec la splendeur de cette 
dernière ? Partez à la découverte de la ville de Tanis, la cachette de Karnak, la 
nécropole de Dahchour, la tombe de Touthmosis III… et des inestimables trésors 
qu'elles ont révélés.
Séminaire en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

3. ツタンカーメンが発見された時期
Période de la découverte de Toutânkhamon

3/22（金）
Vendredi 22 mars

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS09-H19

プスセンネス 1世の墓の宝物と考古学者
のピエール・モンテ

1月19日（土）17:30-21:00    Samedi 19 janvier, 17h30-21h
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ジョルジュ･ルオー 
聖なる芸術とモデルニテ
GEORGES ROUAULT 
L'ŒUVRE MAGNIFIÉ : L'ART SACRÉ ET LA 
MODERNITÉ

2018年 12月16日（日）～ 2019年2月17日（日） 
Du dimanche 16 décembre 2018 au dimanche 17 février 2019

20世紀フランスを代表する宗教画家、ジョルジュ・ルオー（1871 -1958）。 
本展は、宗教主題を数多く描いたルオーの聖なる芸術の意味と現代性（モデル
ニテ）について、あらためて問います。日本初出品の作品群のほか、パリから来日
するルオー晩年の傑作、国内外の名品をあわせ、画家が目指した美しい愛のか
たちをご覧いただきます。
Cette exposition consacrée à l'œuvre du peintre religieux français Georges Rouault 
(1871-1956) apporte un éclairage sur la question de la pertinence de l'art sacré face 
à la modernité. Le visiteur y découvrira de nombreuses pièces présentées au Japon 
pour la première fois, telles que des peintures à l'huile prêtées par les musées du 
Vatican, ainsi que les chefs d'œuvres des dernières années de sa carrière venus de 
Paris. L'ensemble offre un regard sur « la plus belle forme d'amour », qu'a explorée 
l'artiste à travers toute sa vie. 

シャルル＝フランソワ・ドービニー展
ゴッホが愛した風景画家
CHARLES-FRANÇOIS DAUBIGNY 
LES PEINTRES PAYSAGISTES QUE VAN GOGH A AIMÉS

1月3日（木）～ 3月24日（日） 
Du jeudi 3 janvier au dimanche 24 mars

シャルル＝フランソワ・ドービニー（1817-78）は、ひろしま美術館の所蔵作品
を代表するゴッホ「ドービニーの庭」に描かれた邸宅と庭の主であり、ゴッホが
敬愛したバルビゾン派の風景画家です。実際にはバルビゾン村以外にもノルマ
ンディー地方やオワ―ズ川の周辺を数多く描いており、ゴッホが最期を迎えた
オーヴェール＝シュル＝オワーズを拠点に活動しました。印象派の先駆者と言
われ、船で旅をしながら描いたという穏やかな川辺の風景画で知られています。
本展は、ドービニーの日本ではじめての本格的な展覧会で、国内外の所蔵の
ドービニー作品を中心に紹介します。
Le manoir et le jardin peints par Van Gogh dans « Jardin de Daubigny » appartenaient 
à Charles-François Daubigny (1817-1878). D'abord affilié à l'école de Barbizon, 
mouvement cher à Van Gogh de jeunes peintres paysagistes désireux de travailler 
« en plein air et d'après nature », Daubigny s'est installé à Auvers-sur-Oise et son 
œuvre est largement consacrée aux environs de ce fleuve. Il est connu comme un 
des pionniers de l'impressionnisme et pour avoir peint depuis un bateau transformé 
en atelier. Cette grande exposition rassemble pour la première fois au Japon des 
œuvres de Daubigny venant du monde entier.

会場：北九州市立美術館本館 
（北九州市戸畑区西鞘ケ谷町 21-1）
料金：一般 1,200円（1,000円）、高大生
800円（600円）、小中生 600円（400円）
※（  ）内は前売り、団体料金（入場者が20名以上）
主催：ルオー展実行委員会 
（北九州市立美術館、毎日新聞社、RKB毎日放送）
お問い合わせ：北九州市立美術館本館 
（Tel : 093-882-7777）
Lieu : Kitakyushu Municipal Museum of Art  
(21-1 Nishisayagatani-machi, Tobata-ku, 
Kitakyushu)

会場：ひろしま美術館（広島市中区基町 3-2）
料金：一般 1,300（1,100）円、高大生 1,000
（800）円、小中生 600（400）円
※（  ）内は、前売りまたは 20名以上の団体
料金。
お問い合わせ：ひろしま美術館 
（Tel: 082-223-2530）
Lieu : Hiroshima Museum of Art  
(3-2 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima)

《サラ》1956年  ジョルジュ・ルオー財団蔵 
DR

シャルル＝フランソワ・ドービニー《ボッタン号》
1869年頃 フランス、個人蔵 
© Archives Musées de Pontoise
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ポスター
AFFICHE 

建築
ARCHITECTURE 

サヴィニャック 
パリにかけたポスターの魔法
SAVIGNAC L'ENCHANTEUR 

1月5日（土）～ 2月11日（月祝） 
Du samedi 5 janvier au lundi 11 février

本展は戦後フランスの大企業 (エールフランス航空、ビック、ミシュラン、ロレアル
…)のポスターを手掛けたフランスを代表するポスター作家、レイモン・サヴィ
ニャックの作品約200点をご紹介します。3メートルに及ぶ迫力の大型ポス
ターから、創造のプロセスに光をあてる原画、ポスターが並ぶ当時の風景写真
まで、ユーモアとエスプリ溢れる作風でパリの街角を彩ったサヴィニャックの世
界を日本でご覧いただける特別な機会です。
Cette exposition présente 200 pièces de l'œuvre de Raymond Savignac, célèbre 
affichiste de l'après-guerre ayant travaillé pour les plus grandes entreprises 
françaises (Air France, Bic, Danone, Michelin, L'Oréal…). On y verra une 
impressionnante affiche de 3 mètres de haut, des maquettes originales permettant 
de comprendre le processus créatif et les enjeux de communication d'un message 
publicitaire, ainsi que des photos d'époque montrant les affiches dans les rues de 
Paris. Une occasion unique au Japon de découvrir l'univers de Savignac, qui a coloré 
l'espace public de la capitale avec son humour et ses traits d'esprit.  

田根剛｜未来の記憶
TSUYOSHI TANE 
ARCHAEOLOGY OF THE FUTURE

1月19日（土）～ 3月10日（日） 
Du samedi 19 janvier au dimanche 10 mars

フランスを拠点に世界各地でプロジェクトを進め、現在幅広い注目を集める気
鋭の建築家・田根剛。エストニア国立博物館やファイナリストに選出された新国
立競技場案、現在進行中の（仮称）弘前市芸術文化施設を手がけるなど国内
外で活躍しています。本展では、田根の密度の高いこれまでの活動と、建築は記
憶を通じていかに未来をつくりうるかという挑戦を紹介します。
Tsuyoshi Tane, architecte japonais installé à Paris, travaille sur de multiples projets à 
travers le monde. Il a notamment conçu le Musée national d'Estonie, été finaliste du 
concours international organisé en 2012 pour le Nouveau Stade Olympique National 
du Japon et remporté le Premier Prix pour la réhabilitation de deux bâtiments 
industriels de l'ère Meiji en musée d'art contemporain à Hirosaki. L'exposition 
présentée à Artium s'intéressera au défi majeur qui caractérise son travail : comment 
l'architecture peut-elle contribuer à créer le futur à partir de la mémoire d'un lieu.

会場：広島県立美術館 
（広島市中区上幟町 2-22）
料金：一般　1,200円 / 高・大学生 800円 / 
 小・中学生 500円
主催：広島県立美術館、イズミテクノ、中国放送、
読売新聞社、美術館連絡協議会
お問い合わせ：広島県立美術館 
（Tel : 082-221-6246）
Lieu : Hiroshima Prefectural Museum 
of Art (2-22 Kaminoborichô, Naka-ku, 
Hiroshima)

会場：三菱地所アルティアム 
（福岡市中央区天神 1-7-11 イムズ 8F）
料金：一般 400（300）円、学生 300（200）
円、 高校生以下無料、 再入場可
※（ ）は前売料金 / チケットぴあ・10名以上の
団体料金、
アルティアムカード会員・三菱地所グループ
CARD（イムズカード）会員無料
主催：三菱地所、三菱地所アルティアム、 
西日本新聞社
お問い合わせ：三菱地所アルティアム 
（Tel: 092-733-2050）
Lieu : Art Gallery Artium  (8e étage d'IMS, 
1-7-11 Tenjin, Chuô-ku, Fukuoka)

《ドップ：清潔な子どもの日》1954年  
パリ市フォルネー図書館蔵 
© Annie Charpentier

エストニア国立博物館 (2006 -16年 ) 
© Propapanda / image courtesy of DGT.
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* Culturethèqueはアンスティチュ・フランセ日本の 
デジタル図書館。受講生は、利用することができます。

www.culturetheque.com

カフェ・フィロ Café philo

クロード＝レヴィ・ストロース：構造主義の祖
CLAUDE LÉVI-STRAUSS - LE PAPE DU STRUCTURALISME

1月25日（金）19:00-20:00
Vendredi 25 janvier, 19h00-20h00

構造主義の祖と呼ばれ、著書『悲しき熱
帯』で知られる人類学者クロード＝レヴィ・
ストロースは、私たちの時代の倫理、環
境、社会問題に大きな影響を及ぼした20
世紀の代表的な思想家です。
L'anthropologue Claude Lévi-Strauss, auteur de Tristes Tropiques, est une 
figure essentielle de la pensée française du XXe siècle. Son influence sur les 
problématiques éthiques, écologiques et sociales que soulève notre époque 
est manifeste.

進行役：ヨアン　Animé par Yoann M-1

文学カフェ 特別編 Café littéraire : édition spéciale

ジュール・ヴェルヌ：「SFの父」の誕生日
JULES VERNE : JOYEUX ANNIVERSAIRE !

2月8日（金） 19:00-20:30
Vendredi 8 février, 19h00-20h30

2月8日はフランスの小説家ジュール・ヴェルヌ
（1828-1905）の誕生日です。2019年で生誕

191年、「SFの父」とも呼ばれ今も世界中で愛さ
れるヴェルヌの作品を、日本ジュール・ヴェルヌ
研究会会員の倉方健作が紹介します（『八十日
間世界一周』、『海底二万里』、『地底旅行』な
ど）。誕生日に合わせて世界中でおこなわれる朗
読イベントも、日本ではここ福岡の文学カフェで
実施されます！ 
Le 8 février, c'est l'anniversaire de Jules Verne (1828-1905). Les lecteurs du 
monde entier adorent toujours ses « voyages extraordinaires » : Le Tour du 
monde en quatre-vingt jours, Vingt mille lieues sous les mers, Voyage au 
centre de la terre... Kensaku Kurakata, membre de la Société japonaise des 
études verniennes, fait découvrir l'univers du « père de la science-fiction ». À 
cette occasion, vous sera également proposée une lecture à haute voix par des 
comédiens professionnels !

進行役：倉方健作（九州大学言語文化研究院准教授） 
Animé par Kensaku, maître de conférences à l'Université de Kyushu
会場：多目的ホール  Lieu : Espace conférences, 5e étage de l'Institut M-3

文学カフェ Café littéraire

フランス語圏の小説
ROMANS FRANCOPHONES

3月1日（金）19:00-20:00
Vendredi 1er mars, 19h00-20h00

メディアテークやデジタル図書館キュル
チュールテックで閲覧できる書籍の中か
ら、最新情報をお届けします。また、毎学期
テーマを決めて、セレクトした本を紹介。今回のテーマはフランス語圏
の小説です。
À chaque trimestre, nous vous présentons l'actualité littéraire de la 
médiathèque de l'Institut et de la plateforme Culturethèque. Une sélection 
d'ouvrages basée sur un thème particulier est également proposée. Pour cette 
session : les romans francophones. 

進行役：ジョアン　Animé par Johan M-4

カフェ・シャンソン Café Chanson

フランスと外国
LA FRANCE ET LE MONDE

2月1日（金）19:00-20:00
Vendredi 1er février 19h00-20h00

外国からフランスを歌ったシャンソン、あ
るいはフランスから外国を歌ったシャン
ソンを紹介します。地球の歌を一緒に楽しみませんか。
Venez découvrir des chansons du monde entier ! Nous vous présenterons une 
large sélection de chansons étrangères sur la France et de chansons françaises 
sur le reste du monde.

進行役：れいら　Animé par Layla M-2

カフェ・メディアテーク
CAFÉS MÉDIATHÈQUE

会場：メディアテーク
料金：各回 1,500円（飲み物付き）・要予約
※ 一度お支払いいただいた料金は返金できません。

Lieu : Médiathèque de l'Institut
Tarif : 1.500 yens (par séance avec une boisson)
* Aucun remboursement ne sera effectué.

メディアテーク MÉDIATHÈQUE

書籍　Livres

映画　DVD

雑誌　Magazines

音楽　CD

学習者のための本棚
Bibliothèque de l'apprenant

デジタル図書館* 
Culturethèque*

各月2回土曜 15:00-16:00
1月19日、2月2日、16日、3月9日、23日
会場：メディアテーク　　参加料：500円（5枚綴り券2 ,000円）

Les samedis 19 janvier , 2 et 16 février, 9 et 23 mars, 15h00-16h00
Lieu : Médiathèque de l'Institut 
Pour les francophones natifs, la participation au café est gratuite. AS10-H19

カフェ・デ・ザミ CAFÉ DES AMIS

日本語によるアトリエ  Atelier en japonais フランス語によるアトリエ  Atelier en français

                    要予約 / Réservation nécessaire お問い合わせ・ご予約 / Renseignements et réservations Tel : 092-712-0904

文学カフェ Café littéraire

ヴィクトル・ユゴー：呪われた作品？
VICTOR HUGO - L'OEUVRE MAUDITE ?

3月8日（金） 19:00-20:00
Vendredi 8 mars, 19h00-20h00

世界中の誰もが知る小説『レ・ミゼラブ
ル』。しかし、ヴィクトル・ユゴーの作品
や思想は途方もないスケールです。フラ
ンス文学の巨人は一体どんな遺産を私
たちに残したのでしょう？
Il est connu dans le monde entier pour avoir 
écrit Les Misérables mais l'oeuvre et la 
pensée de Victor Hugo sont gigantesques. 
Quel héritage romanesque, poétique et 
politique laisse derrière lui ce titan de la 
littérature française ?

進行役：ヨアン　Animé par Yoann M-5

DR

DR

DR

DR

DR
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カレンダー
CALENDRIER 冬学期：2019年1月7日（月）～3月23日（土）

フランス語 . . . . . . . . . P2～ 17

こどもプログラム . . P18～ 19

フランス文化. . . . .P20～26

メディアテーク . . . . . . . . . P27

カフェ・デ・ザミ . . . . . . . . P27

文

12月 DÉCEMBRE

1

語   フランス留学手続き説明会2018
文   芸術サロン
文   カイエ・デュ・シネマ週間 
（山口12/1-12/2）

 
2

3
4
5
6 文   フランス美術史

7
文   フランスの古代エジプト学

 カフェ・シャンソン

8   こどものためのアトリエ（遊び）
文   2018年下半期のフランス映画

9

10 語   冬期講座登録受付 
（12/10-12/22）

11 文   フランスワイン巡り
12
13 文   フランス美術史
14  歴史カフェ

15

語   フランス語入門デー
文   フランク・ミケレッティ
「ShoshO」
文   フェット・ド・ノエル

 

16 文   ジョルジュ・ルオー展（北九州市
立美術館：12/16-2/17）

17
18
19 語   フランス語無料体験レッスン

20
語   フランス語無料体験レッスン
文  フレンチ・ポップス

21
22   こどものためのアトリエ（アート）
23 12/23（日）～1/3（木）全館休館
24

25

26
27
28
29
30
31

1月 JANVIER
1

2

3 文   シャルル＝フランソワ・ドービニー展 
（ひろしま美術館：1/3-3/24）

4

5

文   サヴィニャック展 
（広島県立美術館：1/5-2/11）
語   TCF DAP 冬季試験 
出願受付締切

6
7

8 文   フランスワイン巡り

9
10
11

12
文   西洋美術史

  こどものためのアトリエ（遊び）
13
14
15
16
17
18 文  フレンチ・ポップス

19

文   読書の夕べ
文   西洋美術史
文   田根剛展 
（三菱地所アルティアム：1/19-

3/10）
 

20
21

22

23
24

25  カフェ・フィロ

26
 こどものためのアトリエ（アート）

文   西洋美術史
27
28
29 文   アトリエ・フロマージュ
30
31

2月 FÉVRIER
1

 カフェ・シャンソン
語   TCF DAP 冬季試験

2
文   西洋美術史

 
3
4
5
6

7
文   フランス美術史
文   フランス史

8  文学カフェ 特別編

9    こどものためのアトリエ（遊び）
10
11
12 文   フランスワイン巡り
13
14 文   フランス美術史
15 文  フレンチ・ポップス
16  
17
18
19
20
21 文   フランス美術史
22 文   フランスの世界文化遺産めぐり
23   こどものためのアトリエ（アート）
24

25

26 文   フランスワイン巡り
27
28 文   フランス美術史

3月 MARS
1  文学カフェ

2 文   芸術サロン

3
4
5
6
7

8  文学カフェ

9   こどものためのアトリエ（遊び）
 

10
11
12 文   フランスワイン巡り
13
14
15 文  フレンチ・ポップス

16
文  ツール・ド・フランス
語   DELF・DALF春季試験出願 
受付開始（3/16-4/20）

17

18 語   大学生のためのフランス語 
短期研修（3/18-3/29）

19 文   フランスワイン巡り
20
21
22 文   フランスの古代エジプト学

23
  こどものためのアトリエ（アート）
 

24 文   フレンチ・オープンデー

25

26 語   集中講座（3/26-3/29）
27
28
29
30
31

語土曜日
Samedi
日曜日・祝日
Dimanche / Jour férié
休館
Fermeture



カフェ パンデロー（大名・アンスティチュ同ビル1階奥） 

デザートプレゼント L  
飲み物テイクアウト100円引き 

Nico Appartement（大名） 
お会計 10% OFF

ル シュバリエ（大名）  
ワインカラフェ（500 ml）プレゼント 赤または白

オー・バカナル（大丸パサージュ広場）  
ドリンク料金をテーブルでもカウンター料金で
（50円引き）

カフェ・ジャック・モノー（天神） 
料金20 %割引

ル・ブルトン（今泉）  
1 ,000円以上ご利用の方は100円引

ビストロ・ラ・ポーレ（警固）  
グラスワイン1杯プレゼント L  D

パスタ・エ・ピッツァ・クリスティーズ（警固）  
デザート（バニラのジェラート）サービス

アンスティチュ・フランセ九州
〒810 -0041　福岡市中央区大名2 -12 -6 BLD F

Institut français du Japon – Kyushu
2 -12 -6 , Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka 810 -0041

Tel. 092-712-0904  Fax. 092-712-0916
kyushu@institutfrancais.jp

アクセス
MÉTRO :  ［地下鉄空港線］赤坂駅3番出口を出てすぐ 
BUS :  ［西鉄バス］赤坂門（明治通）、赤坂門（大正通り）から 
徒歩3分

※  1階にカステラ本舗福砂屋さんが店鋪を構えているビルの3～ 5階。 
受付は3階です。

※  駐車場はありません。 
（自転車でお越しの方は、地下 1階の駐輪場をご利用ください。）

www.institutfrancais.jp

開館時間
【 受付・メディアテーク 】
月～金 10 :00 -13 :00 / 14 :00 -19 :00
土 10 :00 -13 :00 / 14 :00 -18 :00

【 ギャラリー 】
月～金 10 :00 -19 :00　土 10 :00 -18 :00
※ 日・祝は受付、メディアテーク、及びギャラリーはお休みです。

アンスティチュ・フランセ九州のおすすめ
PARTENAIRES DE L'INSTITUT

L

D

ランチご注文の方限定
ディナーご注文の方限定

たくさんのお店や施設のご協力を得て、クラブ・フランス会員向け特典をご提供頂きました。ご注文の際にクラブ・フランス会員
カードをご提示ください。

表紙：読書の夕べ
Couverture : Nuit de la Lecture

デザイン / Conception graphique : Nicolas Portnoï

仏蘭西家庭料理花むら（舞鶴） 
グラスシャンパン1杯プレゼント D

ビストロ・シェ・ラパン（舞鶴）  
グラスワイン1杯プレゼント L  D

クロマニョン（大手門） 
食前酒 1杯プレゼント

ラタフィア（薬院） 
小さなおつまみプレゼント

レストラン ヴェル・フォンセ（平尾） 
ソフトドリンク1杯サービス L  
グラスワイン1杯サービス D

ビストロ・ブーレ（平尾）  
コーヒー 1杯あるいはワイン1杯プレゼント D

ビストロ クワバラ（渡辺通り） 
2名様よりワイン500mlを1本ご提供 L  D

オマール家プートリエー（高砂） 
グラスワイン1杯サービス

ピサンリ（春吉） 
グラスワイン1杯あるいはアニス酒 1杯 
プレゼント L  D

ビストロ エズ（中州） 
グラスワイン1杯プレゼント D

オ・ボルドー・フクオカ（西中洲） 
グラスワイン1杯サービス

ビストロ バビロン（室見） 
コーヒー 1杯プレゼント D

ア・マ・マニエール（西新） 
10 %割引 L  D

フレンチレストランMORI（東油山） 
乾杯用アペリティフサービス D

スイス料理シャレー（東油山） 
ドリンク1杯サービス

IFJKyushu　　　IFJ_Kyushu　　　ifj.kyushu






