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Chers amis,

A l’occasion de la rentrée d’avril, nous avons 
profondément remanié la maquette des pages 
consacrées aux cours de français dans cette 
brochure. La nouvelle présentation par type de cours 
vous offrira une lecture plus claire de notre offre et 
vous permettra de choisir plus facilement en fonction 
de vos attentes, de vos contraintes d’emploi du temps 
et de votre niveau. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos commentaires afin que nous puissions encore 
l’améliorer.

Cette session de printemps est marquée par la 
reprise de notre séminaire gastronomique, interrompu 
pendant un an, dans le nouveau restaurant de 
Monsieur Yoshida inauguré en mai prochain. 

Egalement au programme, un débat d’idées franco-
japonais à Fukuoka consacré à l’innovation sociale, 
en écho à la projection du documentaire Dekiru, 
c’est possible sur les initiatives prises au Japon pour 
imaginer un monde plus durable et solidaire, et une 
rencontre publique à Hiroshima avec le célèbre 
cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh.

Et d’ici-là, je vous invite à nous rejoindre le dimanche 
24 mars pour notre Journée Portes ouvertes 2019 : 
cours d’essai gratuits pour tous niveaux, programme 
spécial pour les enfants, séminaires sur la culture 
française (histoire, Bordeaux, BD, gastronomie) et 
9 stands pour déguster des produits du monde 
francophone !
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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
新学期が始まる4月を機に、本プログラム冊子
のフランス語講座ページのデザインを刷新しま
した。講座の種類ごとにクラスが紹介されている
ので見やすくなり、ご希望、スケジュール、レベル
を考慮しながらクラスを選ぶことができるでしょ
う。より使い勝手の良い冊子にするため皆様の
感想をお寄せください。
春期講座では、一年間お休みとなっていたムッ
シュヨシダの料理講座が再開。5月にオープン
する新しいレストランで行われます。
イベントプログラムでは、福岡でソーシャル・イノ
ベーションをテーマにした第三回日仏討論会が
行われます。今回は、連帯と持続可能な世界を
日本国内で率先する人々を描いたドキュメンタ
リー映画『できる セ・ポシブル』を上映し、討論
会へと続きます。また、広島では、フランスとカン
ボジアの映画監督リティ・パンを迎えて上映会と
交流会が開かれます。
最後になりましたが、3月24日（日）の「2019
年フレンチオープンデー」をご案内します。全レベ
ルに応じたフランス語体験レッスン、こどもプロ
グラム、フランス文化セミナー（歴史、ボルドー
案内、バンド・デシネ、美食）、そしてフランス語圏
の食品を楽しめる9つのスタンドをご用意して
皆様をお迎えします！

フランス文化
CULTURE

22 アトリエ・セミナー
 ATELIERS ET SÉMINAIRES

27  討論会
 DÉBAT D’IDÉES

28 映画
 CINÉMA

29 講演会
 CONFÉRENCE

29 シンポジウム
 COLLOQUE

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

30 利用案内 
  GUIDE DE L'USAGER

31 カフェ・メディアテーク
 CAFÉS MÉDIATHÈQUE



受講手続きと受講料
INSCRIPTIONS ET TARIFS

2019年春学期

4月6日（土）～ 6月29日（土）

4 /28（日）～ 5 /5（日）は全館休館となり、 建物内にお入りになれません。
5 /6（月・祝）は授業を行います。
6 /1（土）はDELF・DALF試験実施のため、全講座休講となります。

登録受付

3月18日（月）～3月30日（土）

授業開始後でも、空席のあるクラスにはご登録いただけ
ます。受講料の割引はございませんが、振替制度をご利用
いただけます。申し込み人数が少ないクラスは閉講となる
場合がありますので、お早めにご登録ください。

受付執務時間

月～金 10:00-13:00 / 14:00-19:00 
土 10:00-13:00 / 14:00-18:00

ご登録、ご相談は執務終了30分前迄にお越し下さい。

3月30日（土）までに登録されると、次回受
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、3月30日（土）ま
でに必ずご連絡ください。

年会費

初回 継続2年目以降

学生*（学生証提示）・子供 無料 無料

一般 4,000円 2 ,000円

家族2人以上 6 ,000円 3 ,000円

*学割で通学定期券が購入できる学生に限ります。

 ╚ 年会費をお支払いいただいた方は自動的にクラブ・フラ
ンスの会員となり、カードが渡されます。

 ╚ 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。

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。

 ╚ 第一回の授業前あるいは授業後、申し込み人数が規定
に満たないクラスは閉講となる場合があります（新講座
は3名、既存の講座は4名）。その場合、同等のクラス、 
あるいはプライベートレッスン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、または特別警報や避難指示が発令さ
れた場合、授業は中止となります。

 ╚ 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。

受講料

フランス語講座
グループレッスン受講料

1時間あたり
1 ,975円 ～

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

初めて登録される方
写真 1枚（4×3 cm）、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所定の更新料が必要とな
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）。
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サービス
AVANTAGES

クラブ・フランス会員特典
年会費をお支払いいただいた方は、自動的にクラブ・フランスの会員となり、カードが渡されます。
  メディアテークでの書籍やDVD等の貸し出し、デジタル図書館（キュルチュールテック）へのアクセスが可能
  アトリエ・セミナー、イベントの割引
  提携レストランなどのサービス（詳細はプログラム最終ページ）

レベルチェックと 
面談 11 :00 -17:30 簡単なテスト（約10分）の後、 

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

11 :00 -11 :45

全くフランス語が初めての方対象
13 :00 -13 :45
15 :00 -15 :45
17:00 -17:45

受講生サービス
  2つ目講座割引：同学期に二つのフランス語講座を
受講すると、 低料金の方を10％割引

  4学期連続割引：4学期目か翌学期に二つのフラン
ス語講座を受講すると、低料金の方を50％割引

  集中講座・特別選択講座：フランス語講座を受講中
の方は10％割引

  フレンチオープンデー /フランス語入門デー 当日登
録、お知り合いのご紹介で、年会費無料（新規登録さ
れたお知り合いの方と、紹介者お二人の年会費が一
年分免除となります）

  DELF・DALF、TCF 受験料：出願時フランス語講
座を受講中の方は、受験料1000円割引

  仏検1級合格者の会（ALFI）、日本フランス語教育学
会（SJDF）、日本フランス語フランス文学会（SJLLF）
の会員：フランス語講座の受講料を1500円割引

  ネットサービス：講座日程の確認、授業内容や使用
した補足資料の入手が可能になります。ログイン画面
（http://ifjapon.sokrator.net）で IDとパスワード
を入力してください。なお、各学期の終了後に内容は
すべて消去されます。

  欠席講座振替制度：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。（一学期3回まで、開講初
日除く）

  フランス語講座の見学：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。

ご予約・お問い合わせ　☎ 092-712-0904　www.institutfrancais.jp/kyushu/

3月23日（土）  17 :30 – 18 :30「観光翻訳」*1

3月28日（木）  10 :30 – 11 :30 / 19 :00 -20 :00 「le nouveaux taxi!2」*2

3月29日（金）  19 :00 – 20 :00
3月30 日（土）  10 :30 – 11 :30
講座詳細 : *1はP12、*2はP7をご覧ください。その他のレッスンは入門者向けとなります。
※ 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。

フレンチ 
オープンデー
3月24日（日）

フランス語 
無料体験 
レッスン

当日登録の方は年会費が無料！

当日は他にも中・上級レベルまでの様 な々タイプの体験レッスンをご用意しています。 
詳しくはサイトまたはフレンチオープンデーのフライヤーをご覧ください。
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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。

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。

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。

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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クラスの選択
CHOISIR SA CLASSE

体験レッスン申込
講座プログラムやサイト
等で日時をお確かめの
上、前日迄にご予約下
さい。

フランス語入門デーに 
参加あるいは面談申込
レベルチェックと個別面
談で、クラス選択のアドバ
イスが受けられます。

体験レッスン
実際の授業の縮小版。 
アンスティチュの紹介や講
座の概要、個別の質問に
も対応します。

登　録
登録用紙提出
とお支払いを
済ませたら、そ
の日から会員
特典が受けら
れます。

受講スタート
恵まれた環境
をフルに活用し
てフランス語ス
タート！欠席し
たら他のクラス
で振替を。授業見学

本登録の前にご自身のレ
ベルに合っているか、見学
をおすすめします。
（1000円、登録の際返金）

講座レベル NIVEAUX 
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。

講座の種類 TYPES DE COURS
総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

フランス語を体系的に学ぶ講座。テキスト『Spirale』『Le nouveaux taxi !』『Saison』『Clés pour la 
France』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。

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

発音、翻訳、聴解など、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。

会話
CONVERSATION

各レベルに合わせた内容で、主に会話に重心を置いた講座。いかなる状況の中でも、 
フランス語圏の人たちと上手くコミュニケーションが取れるようテクニックを学びます。 

文化で学ぶフランス語
COURS CULTURELS

料理や映画、文学…多岐にわたるフランス文化を題材に語学を習得。 
フランス語と同時に文化・文明も学ぶことが出来る講座です。

ビジネスフランス語
FRANÇAIS PROFESSIONNEL

フランス語の必要性がビジネスであれ、あるいは2019～2020年のスポーツイベントで来訪する 
大勢のフランス語圏旅行者とのやりとりであれ、この講座は大きなメリットをもたらすでしょう。

プライベートレッスン
COURS A LA CARTE

お好きな日時を選び、ご自身のリズムで、ご希望のテキストや学習方法で学べます。 
お一人の「プライベート」、お二人以上の「セミプライベート」があります。

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。

　   フランス語が初めての方

フランス語を習ったことがある方

1

1

2

3 4

2

※ ①②はあくまでも任意ですが、スムーズな受講のためにお勧めします。
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総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

A1  入門  DÉBUTANT
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。

A1-1
1 G22SPI1 1 a Spirale nouvelle édition 1 J.M. PORTALES 水 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1 G16SPI1 1 b Spirale nouvelle édition 1 F. GANDRILLON 金 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI1 1 c Spirale nouvelle édition 1 X. MICHEL-TANAKA 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI12a Spirale nouvelle édition 3 F. GANDRILLON 土 15:30-17:00 16.5h ¥32,590

1 G16SPI13a Spirale nouvelle édition 6 X. MICHEL-TANAKA 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI13b Spirale nouvelle édition 6 F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI13c Spirale nouvelle édition 6 F. CHARRUAULT 土 14:00-15:30 16.5h ¥32,590

1 G22SPI14a Spirale nouvelle édition 10 R. LACIAK 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI15b Spirale nouvelle édition 1 1 J.M. PORTALES 火 14:30-16:30 22h ¥43,450

A1-2
1 G22SPI21 a Spirale nouvelle édition 14 V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI22a Spirale nouvelle édition 16 X. MICHEL-TANAKA 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI22b Spirale nouvelle édition 16 A. VERGNES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI24a Spirale nouvelle édition 17 J.M. PORTALES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G16SPI25a Spirale nouvelle édition 20 F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

A1
入門

Le nouveau taxi ! 1

『Spirale』修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。

2G22TAX21a Le nouveau taxi ! 1 20 B. TORRES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX22a Le nouveau taxi ! 1 21 X. MICHEL-TANAKA 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

2G22TAX23a Le nouveau taxi ! 1 21 F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

2G22TAX23b Le nouveau taxi ! 1 24 R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX24a Le nouveau taxi ! 1 28 J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX25a Le nouveau taxi ! 1 30 B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX25b Le nouveau taxi ! 1 30 B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

A2  初級  ÉLÉMENTAIRE  
A2
初級
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B1  中級  INTERMÉDIAIRE 
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。
新 3G22TAX11a Le nouveau taxi ! 2 1 J.M. PORTALES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

新 3G22TAX11b Le nouveau taxi ! 2 1 F. GANDRILLON 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

新 3G22TAX11c Le nouveau taxi ! 2 1 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX11d Le nouveau taxi ! 2 3 F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX14a Le nouveau taxi ! 2 13 F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX16a Le nouveau taxi ! 2 19 S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX16b Le nouveau taxi ! 2 21 F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX17a Le nouveau taxi ! 2 22 F. CHARRUAULT 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX17b Le nouveau taxi ! 2 22 J.M. PORTALES 
F. CHARRUAULT 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX21a Le nouveau taxi ! 2 31 S. CLAIR 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX22a Le nouveau taxi ! 2 35 J.M. PORTALES 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

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。

3S22REV11a Le nouveau taxi ! 2 - révisions 1 J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22REV11b Le nouveau taxi ! 2 - révisions 2 F. CHARRUAULT 
J.M. PORTALES 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

Clés pour la France 

中級のテキストを修了し、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。

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

B1
中級

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。

4G22SAI15a Saison 3 3 F. GANDRILLON 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

B2  中上級  AVANCÉ  
B2
中上級

総
合
フ
ラ
ン
ス
語
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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！

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！

新 1 S7PROa 発音 A1 V. LEFRANÇOIS 土 16:00-17:30 7.5h ¥14,810

講座日：4 /13 , 27, 5 /18, 6 /8, 22 毎回土曜全5回

新 2S7PROa 発音 A2 V. LEFRANÇOIS 土 16:00-17:30 7.5h ¥14,810

講座日：4 /20, 5 /11 , 25 , 6 /15 , 29 毎回土曜全5回

文法ア・ラ・カルト  Grammaire à la carte

文法を再確認して、しっかり身に付けておきたいと思われますか？この講座では毎回一つの文法ポイントを選び、それを克
服していきます。具体的なテーマを提示したり、あるいは講師が準備したリストの中から気になる所をお選びください。文法
説明とアクティブ・ライティング、会話での再現を通して学びます。
新 2S7GRAMa 文法ア・ラ・カルト R. LACIAK 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

講座日：4 /24, 5 /15 , 29, 6 /12 , 26 毎回水曜全5回

A2
初級

A2
初級

A1
入門

B1
中級

補足強化
APPROFONDISSEMENT LINGUISTIQUE

B2+

中上級以上
コミュニケーション  Communiquer : 
comprendre et parler 1 / 2 / 3

フランス文化についての簡単な文章を読んで内容を理
解、あるいはフランスの短い報道番組で聴き取りをした
後、そのテーマについて、自分の意見を上手く述べる練
習をします。

コミュニケーション  Communiquer : 
comprendre et parler 4 / 5

新聞の社会面記事を読み理解した後、自分の意見を
述べたり経験を話したりしながら、円滑にディスカッ
ションを進める術を身につけます。

3S22COM1 コミュニケーション 1 B. TORRES 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3S22COM2 コミュニケーション 2 B. TORRES 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22COM3 コミュニケーション 3 B. TORRES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

4S22COM4 コミュニケーション 4 B. TORRES 月 10:00-12:00 22h ¥43,450

4S22COM5 コミュニケーション 5 B. TORRES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

ニュースで学ぶフランス語  France actu 1 / 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
マについて積極的にディスカッションできるようになるでしょう。 

3T22ACTU1 ニュースで学ぶフランス語 1 (B1+) F. CHARRUAULT 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

4T16ACTU3a ニュースで学ぶフランス語 2 (B2+) F. CHARRUAULT 木 21 :00-22:30 16.5h ¥32,590

4T22ACTU2a ニュースで学ぶフランス語 3 (B2+) S. PLAUT 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

B2+

中上級以上

B1+

中級以上
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C2
上級

C2
上級

C1
上級

C1
上級

C1
上級

B2
中上級

B2
中上級

B2+

中上級以上

B2+

中上級以上

B2+

中上級以上

ニュースで鍛える会話力  Lire et sʼexprimer

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。 

4S16LIR 1 ニュースで鍛える会話力 S. CLAIR 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

翻訳と表現  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。  

4S22TRAD1 翻訳と表現 S. CLAIR 木 18:15-19:45 16.5h ¥32,590

ニュースを文章に  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。

4T16ACTU4a ニュースを文章に S. CLAIR 金 1 1 :30-13:00 16.5h ¥32,590

文化とルポルタージュ  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。
4T22CULTVID1 文化とルポルタージュ 1 S. PLAUT 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

4T22CULTVID2 文化とルポルタージュ 2 S. PLAUT 木 10:00-12:00 22h ¥43,450

4T22CULTVID3 文化とルポルタージュ 3 S. PLAUT 土 10:00-12:00 22h ¥43,450

フランスのあれこれ  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。

4T22FCS1 フランスのあれこれ S. PLAUT 火 1 1 :00-13:00 22h ¥43,450

新聞で鍛える会話術  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。

5S16LIRE1 新聞で鍛える会話術 H. DE GROOTE 水 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

報道番組でディスカッション  Discutons de l'actualité télévisée

フランス語学習用のテレビチャンネルTV5を用いた講座。ルポルタージュやドキュメンタリーなど、多彩なプログラムを使い
ながらフランス語の理解力を高め、異なるテーマについても効果的に対応できることを目指します。

5T16TV 1 報道番組でディスカッション Y. DIOT 水 19:30-21 :00 16.5h ¥32,590

補
足
強
化
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B2
中上級

B2
中上級

B1
中級

B1+

中級以上

会話
CONVERSATION

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。
*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。
少人数 2T1 1 KPFx 会話プラス フレックス (A2) 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 *

少人数 3T1 1 KPFx 会話プラス フレックス (B1) 1 1 h ¥33,000 *

少人数 4T1 1 KPFx 会話プラス フレックス (B2) 1 1 h ¥33,000 *

文化と会話  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。

3T22CONV 1 文化と会話 S. CLAIR 木 14:00-16:00 22h ¥43,450

会話演習  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。

4T22CONV 1 会話演習 J.M. PORTALES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

ニュース討論  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。

5T16CONV 1 ニュース討論 B. TORRES 土 14:15-15:45 16.5h ¥32,590

A2
初級

C2
上級

C1
上級

DR
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B2+

中上級以上

B2+

中上級以上

B2
中上級

B2
中上級

B1
中級

B1
中級

文化で学ぶフランス語
COURS CULTURELS

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？

1 T7EXPRESa フランス・エクスプレス Y. DIOT 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

講座日：5 /29, 6 /5 , 12 , 19, 26 毎週水曜全5回

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。コンパクトな隔週5回コースとなります。
4/17タルト生地、5/8キッシュ・ロレーヌ、5/22グリーンアスパラガスのヴルーテ、6/5鶏のワイン煮、6/19イチジクのタルト

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

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。

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

映画で学ぶフランス語   Le français à travers un film

映画を通してフランス語を学んでみませんか？セリフを理解し、作品を紹介し、内容について意見を述べるこの講座では、
様 な々フランス文化と出会いながらフランス語の上達を図ります。今期の映画は「最強のふたり」。
新 3T7FILM1 映画で学ぶフランス語 A. VERGNES 金 19:00-20:30 7.5h ¥14,810

講座日：5 /31 , 6 /7, 14, 21 , 28  毎週金曜全5回

ポエジー  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。

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

アートから生まれる会話  Art et conversation  

ルーヴルやオルセーといったフランスの美術館の作品を題材に、フランス語を身につけています。誰がいつ描いたのか、何が
描かれているのか、また作品の印象や特徴についてフランス語で表現することで語彙力や発話の力を伸ばしていきます。
新 4T16ARTC1 アートから生まれる会話 J. ALTIERI-LECA 火 14:30-16:00 16.5h ¥32,590

文学で学ぶ表現力  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。 

5T10LITT1 文学で学ぶ表現力 J. ALTIERI-LECA 木 19:00-21 :00 10h ¥19,750

講座日：4 /18, 5 /9, 23 , 6 /6 , 20 毎回木曜全5回

A2
初級

A2
初級

A1
入門

会
話

文
化
で
学
ぶ
フ
ラン
ス
語
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ビジネスフランス語
FRANÇAIS PROFESSIONNEL

フランス語でおもてなし－ラグビ−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。  
このまたとない機会に、「おもてなし」に特化したクラスを開設。週一回の【通常講座】と4日間【集中講座】をご用意しました。

【通常講座】
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。 

 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。

2T16OMa フランス語でおもてなし (A2)－ラグビー2019/オリンピック2020 A. VERGNES 水 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

2T16OMb フランス語でおもてなし (A2)－ラグビー2019/オリンピック2020 J. ALTIERI-LECA 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

3T16OMa フランス語でおもてなし (B1)－ラグビー2019/オリンピック2020 Y. DIOT 土 16:00-17:30 16.5h ¥32,590

【集中講座】
フランス語での基本的なやりとりを学びます。日替わりテーマをこなしていくことで、理解力とフランス語での対応力をより高
めていきます。 年会費不要 Sans adhésion

CIOMH19

8/5（月） 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
14:30-16:30 
あるいは 

19:00-21 :00
8h ¥16,000

8/6（火） 場所の案内：位置や道のりなど

8/7（水） 料理や飲食店の案内：ジャンルや予算など

8/8（木） レジャーや観光案内：アドバイスや推薦など

注：受講登録受付は6月17日より

観光翻訳   Traduction tourisme  

ラグビーワールドカップや東京オリンピック•パラリンピックなどで日本を訪れるフランス語圏からの旅行者に、観光、文化
や時事について文章や口頭で日本を紹介出来るように、翻訳の練習をします。

4T16TRAD 観光翻訳 S. CLAIR 土 16:30-18:00 16.5h ¥32,590

通訳案内士試験対策  Préparation au concours de guide/interprète certifié

カスタマイズプログラムで学ぶ、通訳案内士の試験対策。プライベートレッスンで効率よく準備しましょう。
※プライベートレッスンに関してはP13をご覧ください。

B1
中級

B1
中級

A2
初級

A2
初級

B2
中上級

B2+

中上級 以上

新

新
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プライベートレッスン
COURS À LA CARTE

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  
 ※ 2020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

   

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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コンクール
CONCOURS

毎年、アンスティチュ･フランセ九州が開催するスピーチコンクール。参加して、フランス行きのチャンスを掴みましょう！
詳細は当館HPあるいは館内設置のコンクール概要をご覧ください。

1. 初心者向け

第32回 初心者のための九州フランス語コンクール

アンスティチュと九州 ･広島の大学、機関が開催する初心者のためのスピーチコンクール。
優勝者にはパリ行きのチャンスが！

日程：2019年6月30日（日）
応募締切：2019年6月22日（土）
会場：アンスティチュ・フランセ九州
対象： 九州でフランス語を学んでいる全ての方で、学習時間300

時間以内の方
優勝：福岡-パリ往復航空券（時期などの制約あり）
主催： アンスティチュ・フランセ九州、長崎外国語大学、大分日仏協

会、西南学院大学、福岡大学、福岡女子大学、広島大学
後援：在日フランス大使館 /アンスティチュ・フランセ日本

2. 中～上級者向け

第21回 ボルドー・アキテーヌ 福岡・九州 姉妹都市 フランス語スピーチコンテスト

福岡市とボルドー市の姉妹都市交流事業の一環として開催されるコンクール。
優勝者は親善大使に任命され、ボルドー市で1ヶ月の語学研修が贈られます。

日程：2019年5月18日（土）　
応募締切：2019年5月11日（土）
会場：アンスティチュ・フランセ九州
対象：九州在住のフランス語中級（B1）以上の方全て
優勝： 福岡 -ボルドー往復航空券とアリアンス・フランセーズ・ 

ボルドーでの1ヶ月の語学研修（ホームステイ）
主催： アンスティチュ・フランセ九州、福岡市姉妹都市委員会、 

福岡市
後援： 在日フランス大使館 /アンスティチュ・フランセ日本、 

ボルドー市、アリアンス・フランセーズ・ボルドー /アキテーヌ

2018年優勝者 広島大学 梶谷さん

2018年優勝者 西南学院大学 山口さん

A2
初級

A1
入門

B1+

中級 以上
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フレックス講座 - DELF演習   Cours FLEX - Entraînement au DELF　
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。
*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。
少人数 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 *

少人数 2S1 1 DDFx DELF A2 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

少人数 3S1 1 DDFx DELF B1 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

少人数 4S1 1 DDFx DELF B2 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

イントロダクション DELF-DALF  Introduction au DELF-DALF 年会費不要 Sans adhésion

DELF-DALFに合格するために独学で勉強をするのは容易ではありません。春季DELF-DALF合格を目指して短時間で
集中的に合格に必要なテクニックを実践的に学びましょう！ 
新 1 S1 DDA1 DELF A1 J.M. PORTALES 4/20 土 16h30-18h30 2h ¥4,000

新 1 S1 DDA2 DELF A2 J.M. PORTALES 5/ 1 1 土 16h30-18h30 2h ¥4,000

新 1 S1 DDB1 DELF B1 A. VERGNES 4/20 土 16h30-19h30 3h ¥6,000

新 1 S1 DDB2 DELF B2 A. VERGNES 5/ 1 1 土 16h30-19h30 3h ¥6,000

新 1 S1 DDC1 DALF C 1 S. PLAUT 4/20 土 16h30-19h30 3h ¥6,000

新 1 S1 DDC2 DALF C2 S. PLAUT 5/ 1 1 土 16h30-19h30 3h ¥6,000

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

B2
中上級

A2
初級

A1
入門

C2
上級

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
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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。

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/

資格試験
CERTIFICATIONS
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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。

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 (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

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

A1 B2
P15



こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS

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.

A1
入門

A1
入門

A2
初級

A1+

入門以上

歌や遊び、お話などたくさんのアクティビティを通じて、初
めてフランス語に触れるお子さまでも無理なく楽しく会話
や読み書きの基礎を学べます。修了後は小学生クラスに
進むこともできます。

Apprenons nos premiers mots et à communiquer en 
français grâce à des activités de groupe, des histoires, 
des chansons et des jeux adaptés aux jeunes enfants. 
Ce cours met l'accent sur la communication orale mais 
on y apprend aussi les bases de l'écriture en français. Le 
cours prépare à l'entrée dans la classe Loustics 1 .

子どものためのフランス語テキスト『レ・ルスティック』を
使いながら、フランス語の読み書きや会話、コミュニケー
ション力を養います。
ゲームやグループワーク、フランス語のお話やお手紙など
様 な々アクティビティを通じて、「聞く」「話す」ことから「書
く」ことまで橋渡しをしていきます。
なお、このクラスでは、フランスの小学生との手紙交流を
実施しています。各レベル8学期かけて修了します。フラン
ス語を話せるお子さまにも適応して授業を行います。

Spécialement conçue pour un jeune public, la méthode « Les 
Loustics » permet de développer toutes les compétences de 
locuteur francophone : écriture, lecture, communication et 
compréhension orale. Les enfants sont amenés à progresser 
en douceur de l'oral vers l'écrit à travers des activités variées : 
jeux en groupe, histoires, chansons... Dans le cadre des trois 
niveaux, les enfants participeront à un programme d'échange 
par correspondance avec des écoliers français. Chaque 
niveau se complète en huit sessions. Pour les enfants 
francophones, l'enseignant déterminera le cours le 
mieux adapté.

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

 小学生クラス（対象：6～12歳）   Cours de français pour les 6-12 ans

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

講師はジョアン

1 G1 EF0 デビュークラス 　Mes premiers pas en français 土  Samedi 14:00-15:00 1 1 h ¥21 ,730

1 G1 EF1 小学生入門クラス　Les Loustics 1 - cours débutant 土  Samedi 15:10-16:10 1 1 h ¥21 ,730

1 G1 EF2 小学生初級クラス　Les Loustics 2 - cours débutant avancé 土  Samedi 16:20-17:20 1 1 h ¥21 ,730

新 1 G1 EF3 小学生中級クラス　Les Loustics 3 - cours élémentaire 土  Samedi 17:30-18:30 1 1 h ¥21 ,730
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お話と遊びのアトリエ   Contes et jeux en français
フランス語の語彙と音に親しむ物語の読み聞かせと、遊
びを通じてフランス語のやりとりに必要な言葉を自然と
学ぶボードゲーム。二つのアトリエが隔週開講、子どもた
ちは楽しみながらフランス語を身につけていきます。

Des contes, de France et du monde, pour découvrir la 
langue et ses sonorités. Des jeux de société pour 
s'approprier les mots utiles à la communication. Cet 
atelier alternera une semaine sur deux entre les deux 
supports pour découvrir le français en s'amusant.

新 AEJ02 お話アトリエ　Contes en français 木  Jeudi 15:30-16:30 ¥2,000 (1回)

講座日：4 /11 , 25 , 5 /16 , 30, 6 /13 　 

新 AEJ02 遊びのアトリエ　Jeux en français 木  Jeudi 15:30-16:30 ¥2,000 (1回)

講座日：4 /18, 5 /9, 23 , 6 /6 , 20 　 

アトリエ・アーティスティック   Artistes en herbe 

「子どもの遊びはアートである。」（マックス・エルンスト）
世界の有名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、やさしいテクニックを使い作品を創ります。
毎回異なるアーティストを取り上げ、テーマに応じて水彩
画やパステル画、コラージュや彫刻などに取り組みます。

« L’art est un jeu d’enfant ! » (Max Ernst) – Découvrons 
diverses techniques artistiques faciles à apprendre en 
prenant exemple sur les grands artistes. Chaque atelier 
permet de découvrir une technique différente : peinture, 
aquarelle, fusain, pastel, collage, sculpture, etc. Les enfants 
pourront ainsi pleinement explorer leur potentiel artistique.

AEA03

コラージュ：マティス　Papier découpé avec Matisse 4/ 13 (土）  Samedi 13 avril

10:15-1 1 :45

¥3,000 

パステル：ドガ　Dessin au pastel avec Degas 4/27 (土）  Samedi 27 avril ¥3,000 

シルクスクリーン：ウォーホル　Sérigraphie avec Warhol 5/ 1 1 （土）  Samedi 1 1 mai ¥3,000 

模型：草間彌生　Modelage avec Kusama Yayoi 6/8 （土）  Samedi 8 juin ¥3,000 

アトリエ・クリエイティブ  Petits créateurs 

手を使って工作やものづくりに取り組み、子どものクリエ
イティブな力を引き出すアトリエです。やさしいテクニック
を使って、色紙やカートン、毛糸や布などを素敵な作品に
変身させましょう。

Des activités manuelles, faciles et amusantes ! À partir de 
techniques simples, créons nos propres objets, pratiques 
ou décoratifs, en utilisant toutes sortes de matériaux 
(papier, carton, laine, tissu, etc.) et développons nos 
talents créatifs.

AEC04  

デコ : ポンポンの動物たちを作ろう Faire des animaux en pompons 4/6（土）Samedi 6 avril

10:15-1 1 :45

¥3,000 

デコ : イースターエッグを作ろうFaire des œufs de Pâques 4/20（土）Samedi 20 avril ¥3,000 

新 サイエンス : 走る車を作ろうFaire une voiture qui roule toute seule 5/25（土）Samedi 25 mai ¥3,000 

ネイチャー：苔玉を作ろうFaire un kokédama 6/15（土）Samedi 15 juin ¥3,000 

サイエンス：ピンホールカメラを作ろうFaire un sténopé 6/29 (土）Samedi 29 juin ¥3,000 

年会費不要  Sans adhésion
ご予約3日前まで  Réservation nécessaire 3 jours avant.
4名以上で開講  Un atelier ouvre à partir de 4 inscrits.

小さなお子さまの、初めてのフランス語体験にぴったりの
アトリエ。フランス語圏のお子さまも、そうでないお子さま
も対象です。アトリエ中、講師はフランス語を最優先して
話します。保護者の方も一緒にお立合いいただけます。

Ces ateliers proposent une première expérience du 
français aux jeunes enfants. I ls sont conçus pour 
accueillir aussi bien un public non-francophone que 
francophone. La communication en français est 
privilégiée. Les parents peuvent assister aux ateliers 
avec leurs enfants s'ils le souhaitent.

日本語とフランス語で行われます。
受講料は材料費込みの料金です。

Les ateliers sont tenus en japonais et en français.
Le matériel nécessaire est inclus dans le prix.

フランス語への目覚め（対象：3～6歳）   Ａteliers d'éveil au français pour les 3-6 ans

アート・アトリエ（対象：5～12歳）   Ateliers d'art pour les 5-12 ans 

こどものためのアトリエ
ATELIERS POUR ENFANTS

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

フランスワインの基本
Bases du vin français

4/9（火） 
Mardi 9 avril

19:00-20:30

￥5,000*

￥21 ,000* ￥23,500*

自然派ワイン
Les vins nature

4/23（火）
Mardi 23 avril

￥5,000*

ワインとチーズの相性
Mariages du vin et du fromage

5/7（火） 
Mardi 7 mai

￥5,000*

フランスワインと世界のワイン
Les vins français et les vins du monde

5/21（火）
Mardi 21 mai

￥5,000*

フランスワインと日本ワイン
Les vins français et les vins japonais

6/11（火）
Mardi 11 juin

￥5,000*

AS01-P19

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。
様々な視点からフランスワインを見ていきます。毎回4～ 5種類をブラインド
テイスティングで試飲していただくことで、先入観をなくし、ワインと向き合う
ことが出来ます。ワインの表現方法も学べ、初めての方もご参加いただける講
座です。
Tomomi Yoshimura est une sommelière professionnelle ayant séjourné dans 
plusieurs pays producteurs. Elle vous fera apprécier le vin français sous différents 
angles, en faisant appel à tous vos sens. A chaque séance, vous pourrez tester 
à l'aveugle 4 ou 5 vins différents et les redécouvrir en perdant vos a priori. Vous 
apprendrez également à décrire correctement un vin. 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

アコースティック・ライブ特集
Studio RTL

4/12（金） 
Vendredi 12 avril

19:00-21 :00 ¥1 ,000

旅特集
Voyage

5/17（金） 
Vendredi 17 mai

19:00-21 :00 ¥1 ,000

2019年のベスト（1）
Le meilleur de 2019

6/21 （金） 
Vendredi 21 juin

19:00-21 :00 ¥1 ,000

AS02-P19

※ 一回毎の受講も可能です　* ワイン代込み　Vin compris
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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

フランス南東部へチーズの旅を続けましょう！南仏料理と良く合うチーズを求
めて、コルシカ島、ローヌ＝アルプ、プロヴァンス＝アルプ＝コート・ダジュール地
域圏とラングドック＝ルシヨン地域圏を訪れます。各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 Sud-Est de la France. Nous 
visiterons cette fois-ci la Corse et les régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur et Languedoc-Roussillon à la découverte de ces fromages qui se marient si 
bien avec les spécialités du Sud de la France. Nous vous proposerons une sélection 
de vins et de pains idéale pour les accompagner, et 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

フランス南東部のチーズ
Fromages du Sud-Est

4/16（火）
Mardi 16 avril

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS03-P19 * チーズ付き  Fromages compris

DR

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：ジュリオ・ロマーノ
Histoire de l'art occidental : Giulio Romano

毎回土曜：4/20、27、5/11、25
Samedis 20, 27 avril, 1 1 et 25 mai

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

フランス美術史：17世紀風景画、ローマのフランス人画家たち
Histoire de l'art français : Les peintres paysagistes français de Rome 

毎週木曜：5/23、30、6/6、13
Jeudis 23, 30 mai, 6 et 13 juin

19:00-20:00 ¥8,000 ¥8,700

AS04-P19

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

「ジュリオ・ロマーノ」
15世紀末にローマで生まれたジュリオ・ロマーノは、ラファエッロの工房で修業し、
晩年の師の共同制作者として大規模な壁画制作に携わりました。ヴァティカン宮、
ヴィッラ・ファルネジーナなど、彼の初期のフレスコ画を中心に鑑賞していきます。
Giulio Romano, né à Rome à la fin du XVe siècle, était l'apprenti de Raphaël. L'année 
précédant la mort de ce dernier, ils s'étaient lancés dans un projet commun de 
fresques murales de grande ampleur, que l'ont peut admirer notamment au Vatican 
et à la Villa Farnesina. 

フランス美術史 HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS

「17世紀風景画、ローマのフランス人画家たち」 
風景画分野の先達にあたるボローニャ派の影響を受けて、ローマで確立され
た理想的風景画は、17世紀パリの収集家たちを多いに魅了しました。ローマ
を拠点に活躍したニコラ・プッサン、クロード・ロラン、ガスパール・デュゲら、フ
ランス人画家の作品を、イタリア人画家との交流と影響、パトロンとの関わり等
を通して観ていきます。
Nicolas Poussin, Claude Lorrain, Gaspard Duguet... Ces peintres influencés par 
l'école de Bologne, pionnière de l'art paysagiste, et installés à Rome, fascinaient 
les collectionneurs parisiens du XVIIe siècle. Nous étudierons également leurs 
échanges avec les peintres italiens et leurs relations avec leurs mécènes.

ジュリオ・ロマーノ『自画像』  DR

クロード・ロラン『売春の光景が描かれたローマ眺望』 
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。ユネスコ世界遺産に登録されて
いるフランス文化遺産を、講師が当時の服装で紹介します。
ルネサンス期のフランスは、芸術や日常生活においてフィレンツェのメディチ
家から強く影響を受けました。フランス王の招待により、レオナルド・ダ・ヴィン
チもフランスに移住してきます。またルネサンス期といえば、ロワール渓谷の城
の時代。中世の建築様式を大きく変えた王家の住居は、シャンボール、シュノ
ンソー、ブロワ、アゼ＝ル＝リドー、ヴィランドリーやアンボワーズなど、今では
古城巡りの一大観光スポットとなっています。
日本語によるセミナー

Ce séminaire présente, en costume d'époque, les sites culturels français classés 
à l'UNESCO. La Renaissance en France voit notamment l'influence de la famille 
Médicis de Florence imprimer sa marque dans les arts et la vie quotidienne. 
Léonard de Vinci vient aussi s'installer à la demande du roi de France. C'est le 
temps des châteaux de la Loire, demeures royales et princières qui révolutionnent 
le style architectural du Moyen-âge et offrent à la France nombre de sites 
touristiques prestigieux, tels Chambord, Chenonceau, Blois, Azay-le-Rideau, 
Villandry et Amboise.
Séminaire en japonais

家庭で伝統的なフランス料理を作ってみませんか？今春、ムッシュヨシダの料
理講座が場所を新たにリスタートします。欧州各国で食文化を学び、福岡でフ
レンチを始動させたムッシュの話は説得力が違います。食にまつわる様々なエ
ピソード、食卓作法もお聞き逃しなく！講義の後は、「試食」とはかけ離れた豪
華なフルコース。普段ディナーのみ営業のレストランでランチを堪能できる、特
別な機会です。そして本講座を6回連続で受講すると、本格フレンチを学んだ
証として、ムッシュのサインの入った認定書が授与されます！
会場：メゾン･ド･ヨシダ （福岡市博多区中州 4-1）　6名より開講、定員 12名

Vous aimeriez cuisiner des plats français authentiques à la maison ? Bonne 
nouvelle : notre séminaire gastronomique reprend en mai dans le nouveau 
restaurant de M. Yoshida. Celui qui a introduit la cuisine française à Fukuoka 
est l'expert qu'il vous faut ! En plus des recettes incontournables, vous pourrez 
découvrir des anecdotes sur la cuisine et apprendre à maîtriser les bonnes 
manières à table. Après chaque cours, vous vous régalerez d'un repas français 
traditionnel. Et si vous suivez six séances d'affilée, vous recevrez un certificat signé 
par un grand chef.
Lieu : Maison de Yoshida 

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

講師：吉田安政　Yasumasa Yoshida 

2015年フランス農事功労賞受賞
「メゾン・ド・ヨシダ」オーナーシェフ
*  各回、上記メニューともう一品（サラダか 
ス－プ）を習得します。 

*  毎回オードブル・メイン料理・デザートの 
コース料理をいただきます。

*  講義の後に食事で、終了時間は 13:30頃に
なります。

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

3.  ルネサンス期とロワール渓谷
La Renaissance et le Val de Loire

5/24（金）
Vendredi 24 mai

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS05-P19 * 飲み物・おつまみ付き  Boisson et amuse-bouches compris

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ホワイトアスパラガスのオランデーズ・ソース / 牛肉の煮込みブルゴーニュ風
Asperges blanches sauce hollandaise / Bœuf Bourguignon

5/25（土） 
Samedi 25 mai

11 :00-12:30 ￥6,000* ￥6,500*

鶏の赤ワイン煮込み /クレープ・シュゼット
Coq au vin / Crêpe Suzette

6/22（土）
 Samedi 22 juin

11 :00-12:30 ￥6,000* ￥6,500*

AS06-P19 * 料理代込み Repas compris

DR

DRシュノンソー城

ムッシュヨシダのフランス料理とテーブルマナー
CUISINE FRANÇAISE ET SAVOIR-FAIRE DE M. YOSHIDA
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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

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

2019年上半期パリで開催される展覧会の旬な情報と、画家や収集家の熱
い思いが詰まった、邸宅美術館の魅力についてご紹介します。オルセー美術館
で開催の「黒色のモデル、ジェリコからマティスまで」展と、ジャン＝ジャック・エ
ンネル美術館の「赤毛！ジャン＝ジャック・エンネルからソニア・リキエルまで」
展は、身体の色を主題とし、絵画を通して、審美的嗜好の変化、社会的、歴史
的問題などを問いかける大変興味深い展覧会です。また、芸術家や収集家が
暮らした建物を美術館として公開している邸宅美術館（Musée-atelierや
hôtel-musée）は、時として無機質な印象を与える一般の美術館とは異なる
親密さや豪華さが特徴です。パリとロンドンにある邸宅美術館について、建築と室
内装飾、コレクション形成の歴史、展示方法…等 、々それぞれの魅力を探ります。
Au programme de ce trimestre, deux grandes expositions présentées actuellement 
à Paris. « Le modèle noir, de Géricault à Matisse » au Musée d'Orsay et « Roux ! De 
Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel » au Musée national Jean-Jacques Henner se 
consacrent aux couleurs du corps humain et interrogent l'évolution des esthétiques 
et les mutations sociales et politiques en cours. Nous nous intéresserons ensuite 
aux maisons d'artistes ou de collectionneurs, transformées en hôtels-musées 
et dont la splendeur et l'intimité contrastent avec la froideur des musées d'art 
traditionnels.

フランス映画の‘今 'がわかるアトリエ。日本未公開の作品で、フランスで今年上
半期に話題になった作品をピックアップしてお伝えします。
監督や俳優について説明した後に、予告編を鑑賞。コメディー『最高の花
婿2』、人気マンガ『シティーハンター』フランスの実写版、そして2019年5月
第72回カンヌ映画祭ノミネート作品なども紹介します。
日本語によるアトリエ

Cet atelier semestriel dévoile en exclusivité les films qui ont marqué l'actualité 
en France, avant leur sortie en salle au Japon. Une présentation des réalisateurs 
et des acteurs précède le visionnage des bandes-annonces. Venez découvrir les 
nouveautés 2019 avec au programme la suite de la comédie à succès Qu'est-ce 
qu'on a fait au Bon Dieu ?, Nicky Larson, l'adaptation française du célèbre manga 
City Hunter, et les films qui auront fait sensation à la 72e édition du Festival de 
Cannes en mai 2019.
Atelier en japonais

ジャックマール・アンドレ美術館 DR

DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

2019年美術鑑賞の旅
Voyage à travers l'observation de l'art en 2019

6/15（土）
Samedi 15 juin

14:30-16:00 ¥3,300 * ¥3,800 *

AS08-P19

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

『最高の花婿 2』、『シティーハンター』、カンヌ映画祭ノミネート作品など
Les sorties du premier semestre 2019

6/8 （土） 
Samedi 8 juin

16:00-17 :30 ¥1 000

AS07-P19

芸術サロン – 2019年美術鑑賞の旅 
SALON DES BEAUX-ARTS

2019年上半期のフランス映画
LE CINÉMA FRANÇAIS EN 2019

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

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ダゴベルト1世 (603 - 639)：メロヴィング朝最後の王
Dagobert Ier (603 - 639)：Le dernier des grands Mérovingiens 

6/20（木) 
Jeudi 20 juin

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS09-P19

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

4. 最近の大発見
Les découvertes les plus récentes

6/28（金）
 Vendredi 28 juin

19:00-20:30 ¥2 500 ¥3 000

AS10-P19

* 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  

フランスの子供なら誰もが知る民謡「王様ダゴベール」。この歌がなければ、国
王ダゴベルト1世はおそらく忘却の彼方へ消え去っていたことでしょう。ところ
が、わずか 10数年という短い統治期間にも関わらず、彼は祖先クロヴィスの後
を継いで、その時代最も偉大な君主の一人となりました。政治戦略の終焉、彼
は新しい権力の系譜を直ちに理解しました。情熱的（王妃ナンチルドへの熱狂
的な愛）で教養があり、外交家でもあったダゴベルト1世は、とりわけ賢明な内
外政策を導きます。
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Sans la chanson Le bon roi Dagobert, connue de tous les enfants français, le 
roi Dagobert Ier serait probablement tombé dans l'oubli. Pourtant et ce malgré 
un règne de dix années seulement, il fut l'un des plus grands monarques de son 
époque, digne héritier de son aïeul Clovis. Fin stratège politique, il a très vite 
compris quels étaient les nouveaux rapports de force. Dagobert Ier, également 
passionné (fou amoureux de sa reine Nantilde), cultivé et diplomate, aura mené 
une politique intérieure et extérieure particulièrement habile.
Séminaire en japonais

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回シリーズ最終回。20世
紀半ばから現在までの、エジプトにおけるフランス考古学の成果を紹介して
締めくくります。古代世界七不思議の一つ、アレクサンドリアの大灯台や、ツタ
ンカーメンの乳母か姉とされるマヤの墓などの大発見。そしてフランスの研究
が貢献したヌビア水没遺跡救済キャンペーン、王妃の谷からの砂や瓦礫の除
去、そして海中の遺跡ヘラクレイオンとアレクサンドリアの発見についても解説
します。
日本語によるアトリエ

Ce dernier volet portera sur les résultats de l'archéologie française en Egypte du 
milieu du XXe siècle à aujourd'hui. Seront présentées des découvertes majeures 
comme celles du phare d'Alexandrie, une des sept merveilles du monde antique, ou 
encore de la tombe de Maia, nourrice, et probablement sœur, de Toutankhamon. 
Nous évoquerons également les recherches françaises qui ont permis le sauvetage 
des temples de Nubie, le déblaiement de la Vallée des Reines et la mise au jour des 
cités englouties d'Alexandrie et d'Héracléion. 
Atelier en japonais

ダゴベルト1世 DR

マヤの墓の発見 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

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
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© Dekiru

オフィシャル・パートナー：ヴェオリア・ジャパン株式会社　共催：九州大学、九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究センター　協力：九州フランスパートナーズクラブ　後援：福岡市
Partenaire officiel : Veolia Japan　Collaboration : Université du Kyushu / Yunus & Shiiki Social Business Research Center　Soutien : Club des Partenaires de la France dans le Kyushu 
Parrainage : Ville de Fukuoka

討論会
DÉBAT D'IDÉES
「できる セ・ポシブル」

« DEKIRU, C'EST POSSIBLE »

4月6日（土）上映 16 :30 / 討論会 18 :30 
Samedi 6 avril, projection à 16 h30 / débat à 18 h30

第三回目となる討論会では、前回に引き続きソーシャル・イノベーションに関
するテーマを展開していきます。今回は、ドキュメンタリー映画『できる c'est 
possible』を上映し、環境問題を取り上げます。若い二人のフランス人によっ
て撮影された本作品は、新しい生活スタイル 、新しい地域コミュニティのあり
方あるいは生産スタイルの普及につなげるために、日本国内の地方での試みを
紹介しています。上映後は、監督を迎えて日仏討論会を開催。連帯と持続可能
な世界を目指す人々の取り組みについて討論します。
Nous poursuivrons l'exploration du thème de l'innovation sociale avec l'organisation 
d'un troisième débat plus spécialement consacré aux enjeux environnementaux à 
l'occasion de la projection de Dekiru, c'est possible. Ce documentaire réalisé par 
deux jeunes Français présente de nombreuses initiatives locales prises dans tout 
le Japon pour promouvoir de nouveaux modes de vie, d'organisation collective et 
de production. La projection sera suivie d'un débat franco-japonais, en présence 
des réalisateurs, sur ces démarches citoyennes qui visent à rendre le monde plus 
solidaire et durable.

会場：あじびホール 
（福岡市博多区下川端町 3-1リバレインセン
タービル 8F）
入場無料：下記 URLより事前のオンライン
登録をお勧めします
https://www.institutfrancais.jp/kyushu/
agenda/dekiru-fukuoka/
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州 
（Tel : 092-712-0904）

Lieu : Ajibi Hall (8e étage de Riverain, 
2-6-11 Daimyo, Chuo-ku, Fukuoka)
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, inscription recommandée :
https://www.institutfrancais.jp/kyushu/
agenda/dekiru-fukuoka/
Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)

同時通訳付
Avec interprétariat simultané

マチルド･ジュリアンとジョナサン・カレン　映画監督
Mathilde JULIEN et Jonathan CARÈNE, réalisateurs
日本とエコロジーへの情熱に駆られた若いカップルマチルドとジョナサンは、2017年から2018年の8ヶ月をかけて、日本各地を旅しながら、教
育、再生可能エネルギー、農業分野のイニシアティブや新たな暮らし方を実践する人 を々インタビューします。2019年、完成した映画を上映し日
本の観客と対話するため彼らが再来日します。

田口一成　株式会社ボーダレス・ジャパン代表取締役社長  
Kazunari TAGUCHI, président directeur général de Borderless Japan Corporation 
大学2年時に、発展途上国で栄養失調に苦しむ子どもの映像を見て「これぞ自分が人生をかける価値がある」と決意。25歳で創業。現在 は「貧
困」「環境問題」など社会問題を解決する20を超えるソーシャルビジネスを日本・韓国・台湾・中国・バングラデシュ・ミャンマー・グアテマラ・ケ
ニアで展開中。

たいら由以子　LFC理事長、北九州大学マネジメント学科特任教授
Yuiko TAIRA, administratrice générale de l'association LFC, enseignante-chercheuse à l'Université de Kitakyushu
栄養学を学び、証券会社で勤務。大好きな父とのお別れをきっかけに、土の改善と暮らしをつなげ、半径２ｋｍでの資源循環を目指し活動開始。
循生研を立ち上げ、子どもから高齢者、外国人までコンポストでつながる美味しい食の輪をつくるのが生きがい。日本環境保全ボランティアネット
ワーク理事としても活躍。

岡田昌治　九州大学ユヌス＆椎木ソーシャル・ビジネス研究 センター エグゼクティブ・ディレクター、ニューヨーク州弁護士 
Masaharu OKADA, directeur exécutif de Yunus & Shiiki Social Business Research Center, avocat au barreau de New York 
1979年電電公社に入社。NTTグループ、特に米国子会社のNTTアメリカ （NY）、インターネット・ビジネスのNTT-Xなどにおいて国際法務を
中心 に幅広く担当。2008年よりノーベル平和賞受賞者のムハマド・ユヌス氏と ソーシャル・ビジネスの推進のための国内外のプロジェクトを担
当する。

イザベル・ドラノワ　共生経済の概念の提唱者
Isabelle DELANNOY, fondatrice du concept d'économie symbiotique 
農業エンジニア、作家、持続可能な経済と、ニューエコノミーを専門とするアドバイザー、持続可能な生産と新たな経済ロジックの専門家。「共生
経済」の名の下に理論を展開している。彼女の描く世界では、人間は地球と協力して均衡を創造し、技術の目的は、生きるものの知と人間の集団
的知性に仕えることである。Do Green-Economie Symbiotique の創設者で 共生ワークショップ協会のメンバーである。

パネリスト  Panélistes

閉会の言葉  Clôture
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映画
CINÉMA
『消えた画 クメール・ルージュの真実』上映
リティ・パンを迎えて
PROJECTION DE « L'IMAGE MANQUANTE » 
RENCONTRE AVEC RITHY PANH
4月17日（水） 18 :00 
Mercredi 17 avril, 18 h00

フランスとカンボジアの映画監督リティ・パンは、現在ヴィラ九条山に滞在し、被
爆者に焦点を当てた映画プロジェクトに取り組んでいます。アンスティチュは、彼
の日本での調査滞在を機に、広島市映像文化ライブラリーにて、ドキュメンタ
リー映画『消えた画 クメール・ルージュの真実』の字幕付き上映と、上映後に監
督との交流会を行います。クメール・ルージュ体制の残虐行為を見事な証言で
描いた本作品は、2013年のカンヌ国際映画祭の「ある視点部門」で最優秀作
品賞を受賞、2014年にはセザール賞の外国映画賞にノミネートされました。
Le grand réalisateur franco-cambodgien Rithy Panh est actuellement en résidence 
à la Villa Kujoyama pour son nouveau projet de film consacré aux hibakusha. A 
l'occasion de ce séjour de recherche au Japon, l'Institut organise une rencontre 
publique à la Bibliothèque municipale de Hiroshima pour le cinéma et l'audio-visuel, 
précédée de la projection avec sous-titrage japonais du documentaire L'image 
manquante. Ce magistral témoignage sur les atrocités du régime khmer rouge a 
remporté le Prix « Un certain regard » au Festival de Cannes en 2013 et été nommé 
aux Oscars en 2014 dans la catégorie meilleur film étranger.

会場：広島市映像文化ライブラリー 
（広島市中区基町 3-1）
料金：一般 380円 / シニア (65歳以上 )・ 
高校生 180円 / 小中学生無料
お問い合わせ：広島市映像文化ライブラリー
（Tel : 082-223-3525）

Lieu : Bibliothèque municipale de 
Hiroshima pour le cinéma et  
l'audiovisuel (3-1 Motomachi, Naka-ku, 
Hiroshima)

© Richard Dumas

© Rithy Panh

2019 年度ヴィラ九条山レジデント / Résident de la Villa Kujoyama en 2019
ヴィラ九条山は、フランス外務・国際開発省管轄の文化機関で
す。アンスティチュ・フランセ日本の支部の一つとして活動し、
主要メセナのベタンクールシュエーラ財団とアンスティチュ・
フランセの支援を受けています。

La Villa Kujoyama est un établissement du réseau de coopération culturelle du Ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères. Relevant de l'Institut français du Japon, elle bénéficie 
du soutien de la Fondation Bettencourt Schueller, qui en est le mécène principal, et de  
l'Institut français.
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講演会
CONFÉRENCE
ジャン＝ジャック・ロッシュ「防衛体制の欧州化を
優先すべきか、欧州の防衛を優先するのか？」
JEAN-JACQUES ROCHE « L'EUROPE DE LA DÉFENSE OU LA 
DÉFENSE DE L'EUROPE ? »

4月19日（金）17 :00 
Vendredi 19 avril, 17 h00

ジャン＝ジャック・ロッシュは、国家博士（国際関係史）及びアグレジェ（政治
学）であり、パンテオン・アッサス大学（パリ第二大学）国際関係論教授、同兵
器・防衛高等研究所所長、同修士課程（防衛と産業ダイナミズム）責任者。九
州大学EUセンター（ジャンモネCoE九州）とのパートナーシップにより開催さ
れる講演会（ジャンモネセミナーシリーズ）では、現在の世界情勢における安全
と共同防衛に関するヨーロッパ政策について取り上げます。日本語逐次通訳
は神戸大学の増島建教授が務めます。
Titulaire d'un doctorat d'État d'Histoire des Relations internationales et agrégé de 
Science politique, Jean-Jacques Roche est Professeur de Relations internationales 
à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2) où il dirige l'Institut supérieur de l'armement 
et de la défense (Isad) et le Master « Défense et dynamiques industrielles ». Sa 
conférence, organisée en partenariat avec le Centre de l'Union Européenne de 
l'Université du Kyushu (JMCoE-Q), portera sur la politique européenne de sécurité 
et de défense commune dans le contexte mondial actuel. La traduction consécutive 
en japonais sera assurée par Ken Masujima, professeur à l'Université de Kobe.

会場：アンスティチュ・フランセ九州 
5F多目的ホール
入場無料（座席数に限りがございますので、 
事前予約をお勧めします）
お問い合わせ・ご予約：九州大学 EUセンター 
euevent@jimu.kyushu-u.ac.jp

Lieu : Espace conférences,  
5e étage de l'Institut
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, inscription recommandée
Renseignements et réservations :  
Université du Kyushu, Centre de l'UE 
euevent@jimu.kyushu-u.ac.jp

© IHEDN

シンポジウム
COLLOQUE

会場：九州大学伊都キャンパス イーストゾーン 
（福岡市西区元岡 744）
入場無料（事前参加登録をおすすめします）
お問い合わせ・ご予約： 
https://origamikyushu.eventbrite.fr

Lieu : Université du Kyushu, Ito Campus,  
East Zone (744 Motooka, Nishi-ku, Fukuoka)
Entrée gratuite,  
inscription recommandée
Renseignements et inscription :  
https://origamikyushu.eventbrite.fr

Aleyna Rentz, Unsplash DR

「折り紙：折目の間にあるもの？ 
文学と芸術における境域」
« ORIGAMI : DU NOUVEAU ENTRE LES PLIS ? –   
LE PLI DANS LA LITTÉRATURE ET LES ARTS »

5月23日（木）・24日（金） 9 :00 - 19 :00 
Jeudi 23 et vendredi 24 mai, 9 h00 - 19 h00

九州大学仏文学研究室の主催で、フランスをはじめ海外の大学から研究者が
集い、文学と芸術における境域に関するシンポジウムが行われます。冒頭でvoie
（道）としての折り紙、document（交名、太刀折紙、竪紙）としての折り紙の
伝統技術に触れ、続いて、造形芸術と文学のはざまにある美学から作品を生み
出した作家や芸術家（ステファン・マラルメ、ロラン・バルト、ジェラール・ティトゥ
ス＝カルメル、シモン・アンタイ、メイリス・ド・ケランガルなど）に関する研究につ
いて登壇者が考察します。お問い合わせは、英語とフランス語で対応。
Le Département de Littérature française de l'Université du Kyushu réunit des 
universitaires français et étrangers autour de la question du pli dans la littérature et 
les arts. Prenant pour point de départ la technique ancestrale de l'origami comme 
voie (dô) et comme document (kyômyô, tachi origami, tategami…), les conférenciers 
évoqueront leurs dernières recherches sur les écrivains et les artistes (Stéphane 
Mallarmé, Roland Barthes, Gérard Titus-Carmel, Simon Hantaï, Maylis de Kerangal…) 
dont les œuvres sont marquées par une esthétique du pli, entre arts plastiques et 
littérature. Les communications seront délivrées en français et en anglais.
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貸出しには、クラブ・フランスの会員登録が必要（年会費など詳細はP2参照）。
Inscription au Club France nécessaire pour tout emprunt.

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE
メディアテークは、文学、美食、観光ガイド、アート、バンドデシネ、絵本などの書籍をはじめ、雑誌やフランス映画のDVD、
CDなどを豊富に揃えています。また、資料の館外貸出しやどなたでも自由に利用できる学習スペースもご活用ください。
Littérature, gastronomie, tourisme, livres d'art, bandes dessinées, jeunesse, magazines, DVD, CD.... Vous pouvez consulter 
notre fonds sur place et emprunter gratuitement les documents que vous préférez consulter chez vous. Profitez également 
d'un espace dédié aux apprenants.

利用案内
GUIDE DE L'USAGER

お探しの書籍がある場合は、オンライン蔵書カタログwww1 .institut.jpに 
アクセス、あるいはメディアテーク担当者にお気軽にお声がけください。
Vous cherchez un document en particulier ? Consultez notre catalogue 
en ligne www1 .institut.jp ou adressez-vous à notre médiathécaire.

デジタル図書館
CULTURETHÈQUE

アンスティチュ・フランセ日本のデジタル図書館。話題の
新刊の電子貸出し、ストリーミングによる音楽配信、フラ
ンスの最新ニュースを提供する新聞や雑誌、語学学習教
材など9万点以上の資料にオンラインでアクセスできま
す。クラブ・フランス会員、アンスティチュ・フランセの受
講生は無料で利用することができます。
Les membres du Club France et les étudiants de l'Institut 
peuvent s'inscrire à Culturethèque pour bénéficier d'un 
espace exclusif entièrement gratuit, donnant accès à plus 
de 90 000 documents récents, vidéos, magazines, jeux, BD 
et littérature.
www.culturetheque.com

学習者の本棚
BIBLIOTHÈQUE DE L'APPRENANT

フランス語の学習をサポートすることを目的として、講師
の協力のもとセレクトした資料コーナー。クラスレベルと
同じレベル分けをしているので、自分に合った本を簡単に
見つけることができます。読む楽しさを知って、さらにフラ
ンス語の上達につなげましょう。授業が始まる前やポーズ
の時間にぜひのぞいてみてください。
La médiathèque a mis en place "la bibliothèque de 
l'apprenant". Elaborée en lien avec l'équipe pédagogique, 
facile d'accès, cette bibliothèque vous propose une sélection 
de livres de chaque niveau pour vous donner le goût de la 
lecture en français et vous aider à progresser. Bonne lecture !

書籍：1回2冊まで。2週間
CD：1回2枚まで。1週間
DVD：1回1枚まで。1週間

2 livres maximum pendant 2 semaines

2 CD maximum pendant 1 semaine

1 DVD pendant 1 semaine

資料の貸出し数と期間 Les conditions de prêt sont les suivantes :



カフェ・フィロ Café philo

ミシェル・フーコー『言葉と物』
MICHEL FOUCAULT - LES MOTS ET LES CHOSES

4月26日（金） 19:00-20:00
Vendredi 26 avril, 19h00-20h00

ミシェル・フーコーは世界で最も引用され、
20世紀後半の思想に深い痕跡を残した
と作家といえるでしょう。また、「自分である
という勇気」を教えてくれた重要な哲学者
です。
Michel Foucault, auteur le plus cité au monde, a profondément marqué la pensée 
de la seconde moitié du XXe siècle. Un philosophe important aussi pour avoir eu 
''le courage d'être soi''.

講師：ヨアン　Animé par Yoann M-1

文学カフェ Café littéraire

ヴェルレーヌとランボー
VERLAINE ET RIMBAUD

6月14日（金） 19:00-20:00
Vendredi 14 juin, 19h00-20h00

ポール・ヴェルレーヌとアルチュール・ラ
ンボー。ともに文学史に名前を残す2
人の詩人が結んだドラマティックな関
係は、映画『太陽と月に背いて』などでも知られています。彼らの人生と
作品を19世紀後半という時代のなかで捉えてみましょう。
La relation entre les deux poètes, Paul Verlaine (1844-1896) et Arthur Rimbaud 
(1854-1891), était si orageuse et tragique qu'elle a souvent été adaptée au 
théâtre et à l'écran (Total Eclipse, 1995). Nous vous proposons de découvrir la 
vie et l'œuvre de ces deux poètes hors du commun avec Kensaku, spécialiste 
de Verlaine.

講師：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 M-4

シリーズ 2019-2020：ランボー  Série 2019-2020 : Rimbaud

2019年6月：ヴェルレーヌとランボー
juin 2019 : Verlaine et Rimbaud
講師：倉方健作　Animé par Kensaku

2019年 10月：文学散歩 ランボーの足跡をたどって
octobre 2019 : Promenade littéraire avec Rimbaud
講師：井本元義　Animé par Motoyoshi

2020年3月：声に出して読むランボー
mars 2020 : Rimbaud et lecture à haute voix
講師：ジョアン　Animé par Johan

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。
※ 4名以上で開講となります。 

Lieu : Médiathèque de l'Institut
Tarif : 1.500 yens (par séance avec une boisson)
* Aucun remboursement ne sera effectué.
* Un atelier ouvre à partir de 4 inscrits.

カフェ・デ・ザミ  Café des amis

4月6日、20日、5月11日、25日、6月8日、29日 
各月2回土曜 15:00-16:00 
Les samedis 6 et 20 avril, 11 et 25 mai, 8 et 29 juin,  
15h00-16h00

飲み物片手にフランス人とおしゃべりをする楽しい時間。フランス語
初心者から上級の人まで、どなたでも参加できます。
Nous vous invitons à venir discuter en français autour d'un verre ! Que vous 
soyez débutants ou parfaits francophones, vous êtes les bienvenus !

会場：メディアテーク　 
参加料：各回 500円（5枚綴り券 2,000円）　 
※ 予約は必要ありません
Lieu : Médiathèque de l'Institut 
Pour les francophones natifs, la participation au café est gratuite.
 AS11-P19

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

DR

DR

カフェ・シャンソン Café Chanson

ミシェル・ルグラン特集
HOMMAGE À MICHEL LEGRAND

5月10日（金） 19:00-20:00
Vendredi 10 mai, 19h00-20h00

フランスが誇る音楽家ミシェル・ルグ
ラン。クラシック、ジャズ、映画音楽…。 
美しい旋律、飽くなき探究心…。あらゆる
ジャンルで素晴らしい功績を残し、1月に逝去した大音楽家の足跡をシャ
ンソン（歌）を中心に辿ります。
Partons sur les traces de Michel Legrand, compositeur de génie qui nous a 
quittés en janvier en laissant un vaste répertoire allant du classique au jazz et des 
musiques de films connues de tous.

講師：れいら　Animé par Layla M-2

DR

文学カフェ  Café littéraire

声に出して読みたい小説
ŒUVRES FRANCOPHONES ET LECTURE À HAUTE VOIX

5月31日（金） 19:00-20:00
Vendredi 31 mai, 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フランス語圏の小説から、最
新情報をお届けします。また、ジョアンがセレクト
した本も、抜粋の朗読付きで紹介します。
Présentation d'une sélection d'œuvres 
francophones avec lecture à haute voix d'extraits 
choisis. Vous êtes invités à apporter vos livres préférés et les faire partager.

講師：ジョアン　Animé par Johan M-3

DR

31アンスティチュ・フランセ九州
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カレンダー
CALENDRIER 春学期：2019年4月6日（土）～6月29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

5月 MAI
1

2

3
4
5
6
7 文  フランスワイン巡り

8

9   こどものためのアトリエ（遊び）
10 文  カフェ・シャンソン

11

  こどものためのアトリエ 
（アーティスティック）
文  西洋美術史
語   姉妹都市フランス語スピーチコ
ンテスト応募締切
 

12
13
14
15
16   こどものためのアトリエ（お話）
17 文  フレンチ・ポップス

18 語   姉妹都市フランス語スピーチ
コンテスト

19
20
21 文  フランスワイン巡り
22

23

文   九州大学仏文学研究室シン
ポジウム
  こどものためのアトリエ（遊び）

文  フランス美術史

24
文  フランスの世界文化遺産めぐり
文   九州大学仏文学研究室シン
ポジウム

25

  こどものためのアトリエ 
（クリエイティブ）
文   ムッシュヨシダのフランス料理と
テーブルマナー

文  西洋美術史
 

26
27
28
29

30   こどものためのアトリエ（お話）
文  フランス美術史

31  文学カフェ

4月 AVRIL
1

2
3
4
5

6

  こどものためのアトリエ 
（クリエイティブ）
文   日仏討論会 
「できる セ・ポジブル」

 
7

8

9 文  フランスワイン巡り
10
11   こどものためのアトリエ（お話）
12 文  フレンチ・ポップス

13   こどものためのアトリエ 
（アーティスティック）

14
15
16 文  アトリエ・フロマージュ
17 文  リティ・パンを迎えて（広島）
18   こどものためのアトリエ（遊び）

19 文   ジャン＝ジャック・ロッシュ 
講演会

20

  こどものためのアトリエ 
（クリエイティブ）
文  西洋美術史
語   春季DELF/DALF出願締切

 
21
22
23 文   フランスワイン巡り
24

25   こどものためのアトリエ（お話）

26  カフェ・フィロ

27
  こどものためのアトリエ 
（アーティスティック）
文  西洋美術史

28
29
30

6月 JUIN
1 DELF A1, B1筆記・口述/DALF 

C1筆記 試験

2 DELF A2, B2筆記・口述/DALF 
C2筆記 試験

3 DALF口述 試験
4
5

6   こどものためのアトリエ（遊び）
文  フランス美術史

7

8

  こどものためのアトリエ 
（アーティスティック）
文  2019年上半期のフランス映画

 
9
10
11 文  フランスワイン巡り
12

13   こどものためのアトリエ（お話）
文  フランス美術史

14  文学カフェ

15
  こどものためのアトリエ 
（クリエイティブ）
文   芸術サロン

16
17
18
19

20   こどものためのアトリエ（遊び）
文  フランス史

21 文  フレンチ・ポップス

22

語   初心者のための九州フランス語
コンクール応募締切

文   ムッシュヨシダのフランス料理と
テーブルマナー

23
24

25

26 TCF（7/26）出願締切
27
28 文  フランスの古代エジプト学

29
  こどものためのアトリエ 
（クリエイティブ）

 

30 語   初心者のための九州フランス語
コンクール

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   春期講座登録受付 
（3/18-3/30）
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）

語   フランス語無料体験レッスン
 

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 語   フランス語無料体験レッスン
29 語   フランス語無料体験レッスン
30 語   フランス語無料体験レッスン
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）

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

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

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。

パートナー特典
OFFRES DE NOS PARTENAIRES

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：ドキュメンタリー映画『できる セ・ポシブル』
Couverture : Film documentaire Dekiru, c’est possible
© Dekiru

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

pas à pas (パザパ)（舞鶴）  
お持ち帰りのプレゼント  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




