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Chers amis,

Je tiens avant tout à vous remercier pour les 
nombreux témoignages de solidarité dont vous nous 
avez fait part suite au terrible incendie qui a frappé 
Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier. Durant cette 
session d'été, nous consacrerons à ce monument 
emblématique un séminaire spécial qui reviendra sur 
sa longue histoire et s'intéressera aux problématiques 
que soulève sa reconstruction, ainsi qu'un café 
littéraire qui évoquera les nombreuses œuvres qui le 
mettent en scène.

Cet été, ce sera bien sûr la fête du cinéma, avec 
la huitième édition du Festival du Film français à 
Fukuoka. Ce sera aussi le stage pour enfants, conçu 
comme un centre de loisirs francophone au début des 
vacances scolaires.

Je tiens également à féliciter Sébastien Plaut, qui 
devient le nouveau directeur des cours de l'Institut. 
Pour ma part, c'est avec une émotion particulière que 
je signe cet édito car le prochain portera le nom de 
mon successeur. En effet, mes fonctions à Fukuoka 
prendront fin le 31 août, après trois années riches de 
projets et d'échanges. Mes pensées vont aujourd'hui 
à vous tous, usagers et partenaires de l'Institut, et 
bien sûr à l'équipe, qui m'a accompagné dans cette 
belle aventure. L'Institut se développe, preuve en est 
l'ouverture prochaine d'un nouveau site à Okinawa, et 
se développera encore, grâce à vous.
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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
まずはじめに、4月15日に起きたパリのノートル
ダム大聖堂の火災を受けて、多くの皆様が連帯
の意を示してくださったことに深く感謝申し上げ
ます。夏期講座では、フランスを象徴するこの建
物の長い歴史と今後の再建をテーマとする特別
セミナーを開催します。また文学カフェではノー
トルダム大聖堂が登場する小説や詩を紹介し
ます。
この夏ももちろん、福岡で第8回目となるフラン
ス映画祭が開催されます。またフランスの夏休
み中の課外活動さながらの「こどものためのサ
マースクール」も開講いたします。
この場をお借りして、セバスティアン・プローがア
ンスティチュの教務部長に着任しましたことをお
知らせします。それから私事ではございますが、
今回のご挨拶には特別な思いを抱いてお
ります。というのも次号では私の後任の名
前となっているからです。3年間の充実したプ
ロジェクトや交流を経て、8月31日をもって福岡
での任期を終えます。素晴らしい経験をもたら
してくれたアンスティチュの受講生の皆様をはじ
め、パートナーの皆様、スタッフのことを忘れるこ
とはないでしょう。最後に、間もなく沖縄にもア
ンスティチュが開設されます。こちらも皆様のご
支援をどうぞよろしくお願いいたします。

フランス文化
CULTURE

20 アトリエ・セミナー
 ATELIERS ET SÉMINAIRES

24 絵画
 PEINTURE

25 シネマ
 CINÉMA

25 コンテンポラリー・ダンス
 DANSE CONTEMPORAINE

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

26 利用案内 
  GUIDE DE L'USAGER

27 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年夏学期

7月1日（月）～ 9月28日（土）

祝日（7/15、9 /16、23）も授業は行われます。
夏期休暇：8月5日（月）～ 8月17日（土） 
※ この期間は通常の授業はお休みとなります。
全館休館：8 /11（日）～ 8 /18（日）　※ 建物内にお入りになれません。

登録受付

6月17日（月）～ 6月29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。

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、夏期講座の総額です。 
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）。

6月29日（土）までに登録されると、次回受
講料半額券やワイン等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、6月29日（土）までに
必ずご連絡ください。
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サービス
AVANTAGES

クラブ・フランス会員特典
  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）

初心者向け 
体験レッスン 14 :00 -15 :00 少しだけフランス語を勉強した経験のある方対象

レベルチェックと
面談 15 :00 -17:00 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 
体験レッスン 16 :00 -17:00 全くフランス語が初めての方対象

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 
（フレックス講座・集中講座・個人レッスンは対象外）

  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 
（フレックス講座・集中講座・個人レッスンは対象外）

  集中講座：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/

6月25日（火）   19 :00 – 20 :00
6月27 日（木）   11 :00 – 12 :00

前日までにお申し込みください。
※ 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。

フランス語 
入門デー

入門者のための
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！

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。

6月22日（土）  14 :00 – 17:00
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講師紹介
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Johan ALTIERI-LECA

バラ色の街トゥールーズ出身です。トゥールーズ
のオクシタニー圏には中世の美しい村が多く点
在しています。名物の鴨やフォアグラ、カスレも 
オススメ！

Frédéric CHARRUAULT

ヴァンデ県のパサージュ・デュ・ゴワ。フランスで
唯一、本土とノワールムティエ島を繋ぐ海の中道
です。干潮時に現れる道では、潮干狩りをする人
の姿も見られます。

Stéphane CLAIR

フランス最高の料理を味わうならリヨン。中世＆
ルネッサンスの歴史地区で世界遺産の旧市街
地、迷路のようなトラブールで観光を楽しみ、 
12月の光の祭典に酔いしれてください。

Hélène DE GROOTE

地中海の真っ青な海に面したマントン。ジャン・
コクトーが愛していたマントン！地中海の真珠
で、奇才コクトーがあちこちに残したユニークな
作品を訪ねてみませんか？

Yoann DIOT

パリのケ・ブランリ美術館がお薦め。エッフェル
塔の近くにあり、アフリカ・アジア・オセアニア・
南北アメリカの文化と芸術を扱う素晴らしい美
術館です。

Laurence FUJISHIMA-SUTRA

スペインに近い小さな村、コリウールをお薦めし
ます。海と葡萄畑に囲まれた、南仏の素敵な漁
村です。

Fabien GANDRILLON

ニオールの郊外にあるマレ・ポワトヴァン。美し
い緑と青の景色に癒されます。生活のクオリティ
も素晴らしいところです。

Régis LACIAK

フランス南西部にある中世の町、アルビがお 
薦め。サン・セシル大聖堂、ポン・ヴュー、ベルビー
宮殿、ロートレック美術館等、他にも見どころ満
載。満足は保証します！

Vincent LEFRANÇOIS

ノルマンディー地方の港町、オンフルールがお薦
めです。名だたる印象派の画家たちがインスピ
レーションを得たロマンティックな町です。

Xavier MICHEL-TANAKA

シャンパーニュ地方のトロワを訪ねて欲しいで
す。中世後期の面影を残す中心街、昔の工芸品
が並ぶ道具博物館。美食に定評あるこの地で
名物のアンドゥイエットを是非！

Sébastien PLAUT

子供も大人も喜ぶ遊園地はどうですか？アステ
リックス・パークは古代ローマ時代のガリアを
舞台にしたテーマパーク。ディズニーランドリゾー
トパリに並ぶ大人気遊園地です。

Jean-Marc PORTALES

モロッコ・マラケシュのマジョレル庭園は、画家
ジャック・マジョレルが造園、後にイヴ・サンロー
ランが購入したインスピレーションの泉。ブルー
が特に感動的です。

Bernard TORRES

傑出した歴史的な街、ラ・ロシェル。良く保存さ
れた旧市街にはアーケードや大時計門、海の幸
を楽しめる至極のレストランがあり、オレロン島
やレ島ではリゾートが楽しめます。

Audrey VERGNES

フランス南西部にある歴史的城塞都市、カルカ
ソンヌをお薦めします。中世の趣を感じられる街
並みや城内を見て回ったり、夏には様々な
ショーや展覧会を楽しんだりできます。

フランス語圏でお勧めの 
観光地を尋ねました！
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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 F. CHARRUAULT 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G16SPI1 1 b Spirale nouvelle édition 1 J. ALTIERI-LECA 水 21 :00-22:30 16.5h ¥32,590

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

1 G16SPI1 1 d Spirale nouvelle édition 1 X. MICHEL-TANAKA 土 16:00-17:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI12a Spirale nouvelle édition 2 J.M. PORTALES 水 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

1 G16SPI12b Spirale nouvelle édition 3 F. GANDRILLON 金 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G22SPI12c Spirale nouvelle édition 3 X. MICHEL-TANAKA 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI13a Spirale nouvelle édition 6 F. GANDRILLON 土 15:30-17:00 16.5h ¥32,590

1G22SPI14a Spirale nouvelle édition 9 F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

1G16SPI14b Spirale nouvelle édition 10 X. MICHEL-TANAKA 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1G16SPI14c Spirale nouvelle édition 10 F. CHARRUAULT 土 14:00-15:30 16.5h ¥32,590

A1-2
1 G22SPI21 a Spirale nouvelle édition 13 R. LACIAK 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G22SPI22a Spirale nouvelle édition 17 V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI23a Spirale nouvelle édition 19 A. VERGNES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

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。
新 2G16TAX11a Le nouveau taxi ! 1 1 F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

2G22TAX22a Le nouveau taxi ! 1 23 X. MICHEL-TANAKA 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

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

2G22TAX21a Le nouveau taxi ! 1 25 B. TORRES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX23a Le nouveau taxi ! 1 29 F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

2G22TAX24a Le nouveau taxi ! 1 31 J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX25a Le nouveau taxi ! 1 33 B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

2G22TAX25b Le nouveau taxi ! 1 33 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

3G22TAX12a Le nouveau taxi ! 2 4 F. GANDRILLON 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX12b Le nouveau taxi ! 2 4 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX13a Le nouveau taxi ! 2 6 F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX21a Le nouveau taxi ! 2 17 F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX22a Le nouveau taxi ! 2 22 S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX22b Le nouveau taxi ! 2 25 F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX23a Le nouveau taxi ! 2 25 J.M. PORTALES 
F. CHARRUAULT 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX24a Le nouveau taxi ! 2 30 S. CLAIR 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

Révisions générales   中級の復習
「中上級にはまだ早い」と思う方や、久しぶりにフランス語を学びたい方のためのクラス。口頭表現力、コミュニケーション
アップにも役立ちます。       

3S22REV11a Révisions générales J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22REV11b Révisions générales 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。
新 3T22CLE1 Clés pour la France J.M. PORTALES 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 5 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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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：7/17、31、8 /28、9 /11、25　毎回水曜全5回

A2
初級

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

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

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

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 *

日常会話を楽しむ Conversation quotidienne

フランス人と仲良くなったらどのような会話をしたらよいか、そしてどのようなリアクションをしたらよいか、またタブーな話題
があるのかなどを学んで、日常会話を楽しみましょう。
新 2T7CONV 1 日常会話を楽しむ L. FUJISHIMA-SUTRA 火 10:30-12:00 7.5h ¥14,810

講座日：8 /27、9 /3、10、17、24　毎週火曜全5回

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

A2
初級

C2
上級

C1
上級

DR
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B2
中上級

B2
中上級

B2
中上級

B1
中級

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：7/3、10、17, 24、31 　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。7/10ラビゴットソース、7/24ハムとグリュイエールのスフレ、
8 /21ニース風サラダ、 9 /4子猪のシヴェ、9 /18梨のライスケーキ

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『屋根裏部屋のマリアたち』。

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：8 /30、9 /6、13、20、27　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きます。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。

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：7/11、25、 8 /29、9 /12、26　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

C2
上級

C1
上級
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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】  
今学期のテーマは「買い物、マナー、病院 等」
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。

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

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

B1 3T16OMa フランス語でおもてなし－ラグビー2019/オリンピック2020 (B1) 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

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 以上

新

DR
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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/

ビ
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ス
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資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

秋から留学生活を控えているみなさん、準備は万全ですか？
留学準備セミナーではフランスでの行政手続や
生活に必要な情報をご案内します！
留学経験者の体験談やこれから留学されるほかの方と
交流できるコーヒーブレイクもあり、
貴重な情報を収集する絶好のチャンスです♪
セミナーは7月と8月にかけて東京４回、京都2回開催予定です。
詳細はHPをご覧ください→www.japon.campusfrance.org

Campus France - フランス政府留学局・日本支局
www.japon.campusfrance.org

フランス留学に関する情報はCampus Franceのホームページをご覧ください！

夏はフランス留学準備セミナーで旅支度を！

6月25日、フランス政府奨学金留学生募集開始！
詳細はこちらから→www.science-japon.org/bgf/

フランス留学準備セミナー

t2019_A6_IMP2.pdf   1   2019/05/21   10:24

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 *

B2
中上級

A2
初級

資
格
試
験
準
備
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2020年度の募集は6月25日開始です。 
たくさんのご応募お待ちしております。

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。

フランス政府奨学金留学生制度（文系）
BOURSES DU GOUVERNEMENT 
FRANÇAIS (CULTURELLES)
フランス政府奨学金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 秋季試験日程 出願受付期間：    
8月24 日（土）～9月28日（土）17時まで

筆記試験 口述試験 受験料

DELF A1 1 1月2日 （土） 1 1月2日 （土） ¥9 ,900

DELF A2 1 1月3日 （日） 1 1月3日 （日） ¥1 1 ,000

DELF B1 1 1月2日 （土） 1 1月2日 （土） ¥13 ,000

DELF B2 1 1月3日 （日） 1 1月3日 （日） ¥15 ,000

DALF C1 * * DALF C1 /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。DALF C2 *

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。 
授業の一環でフランスの小学生との手紙交流を実施し
ています。

Ces cours sont dest inés auss i b ien aux enfants 
japonais que francophones. Les enfants participeront 
à un programme d'échange avec des écoliers français.

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びます。修了後は小学生クラ
スに進むこともできます。
 

Faisons nos premiers pas en français. Par différentes 
activités pédagogiques ( jeux en groupe, histoires, 
chansons, activités manuelles…), les enfants découvrent 
e t p r a t i q u e n t n a t u r e l l e m e n t l e s b a s e s d e l a 
communication, de l'écriture et de la lecture en français. 
Ce cours prépare à l'entrée en 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、お話など様々な 
アクティビティを通じて、「聞く」「話す」ことから「読む」 
「書く」ことまで橋渡しをしていきます。各レベル8学期か
けて修了します。

Spécialement conçue pour un jeune public, la méthode  
« Les Loustics » aide les enfants à développer et 
acquérir les compétences en communication, écriture 
et lecture d'un locuteur francophone. Une progression 
de l'oral vers l'écrit accompagnée, d'activités ludiques 
et manuelles permet aux enfants d'apprendre à leur 
rythme tout en s'amusant. Chaque niveau se complète 
en huit sessions.

 デビュークラス（対象：4～12歳）   Classe de découverte pour les 4-12 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　Classe de découverte 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

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

こどものためのサマースクール
STAGE D'ÉTÉ POUR ENFANTS

夏です！4歳から12歳までのお子さま、フランス流ミニサマースクールへよ
うこそ！フランスを発見するアクティビティ、工作、ゲームや童謡など全て…
フランス語で行われます。
C'est l'été ! Bienvenue dans notre mini centre de loisirs à la française 
pour les enfants de 4 à 12 ans ! Au programme : activités de découverte, 
activités manuelles, jeux et comptines en français. 
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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

自画像：ピカソ  Autoportrait avec Picasso 7/ 13(土） Samedi 13 juillet

10:15-1 1 :45

¥3,000 

点描画：スーラ  Pointillisme avec Seurat 7/27(土） Samedi 27 juillet ¥3,000 

モザイク：ガウディ  Mosaïque avec Gaudì 9/28 (土） Samedi 28 septembre ¥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 ポンポンの花と動物を作ろう  Faire des fleurs et des animaux en pompon 9/14（土） Samedi 14 septembre 10:15-1 1 :45 ¥3,000 

お話と遊びのアトリエ   Contes et jeux en français 

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
を自然と学ぶゲーム。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。

Cet atelier propose une expérience en immersion du 
français. Les enfants découvrent la langue par ses 
sonorités en écoutant des histoires et s'amusent avec les 
mots en faisant des jeux en groupe.

新 AEJ01 お話と遊びのアトリエ  Contes et jeux en français 7/20(土） Samedi 20 juillet 10:30-1 1 :30 ¥2,000

親子シネマ   Ciné Famille 

親子一緒に楽しめる映画やアニメの
上映がこの夏始まります。初回は冒険
に出る女の子の物語。2015年のアヌ
シー国際アニメーション映画祭観客
賞、2016年の東京アニメアワーノグラ
ンプリ受賞作品のアニメです。

Chaque trimestre, nous vous proposons un film destiné 
à la famille. Cet été, venez voyager avec Sacha, qui 
cherche son grand-père parti à la conquête du Pôle 
Nord. Ce fi lm a reçu le Prix du public pour un long 
métrage au Festival international du film d'animation 
d'Annecy en 2015 et le Grand prix du Tokyo Anime 
Award en 2016.

新 AEF01 『北への冒険』  Tout en haut du monde 8/31（土）Samedi 31 août 10:15-1 1 :45 親子で¥1 ,000 (3人まで)

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.

こどものためのアトリエ
ATELIERS POUR ENFANTS

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム

SEE01

自己紹介  Bonjour ! 7/22 （月） Lundi 22 juillet

10:00-12:00 8h ¥16,000*
動物の友達  Nos amies les bêtes 7/23 （火） Mardi 23 juillet

食べ物  Bon appétit ! 7/25 （木） Jeudi 25 juillet

夏休み  Les vacances 7/26 （金） Vendredi 26 juillet

期間 : 7月22日（月）～ 7月26日（金） ※7/24（水）は休み
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。

* 飲み物付き  Boisson comprise

* 画材費込み  Matériaux compris

* 画材費込み  Matériaux compris
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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

特別セミナー ─ パリのノートルダム大聖堂、過去・現在・未来
SÉMINAIRE SPÉCIAL : NOTRE-DAME DE PARIS – HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN
4月15日にパリのノートルダム大聖堂を襲った忌まわしい火災は、再建への
様 な々疑問をもたらしています。アンスティチュはこの歴史的建造物の特別セミ
ナーを開催。大聖堂の歴史や建築様式、多くの人を魅了してきた所蔵の美術
品について改めて認識を深めることができるでしょう。アンリ4世の結婚式やナ
ポレオンの戴冠式はじめ大聖堂で執り行われた歴史的行事と、大聖堂が描か
れた小説・絵画・映画…についてもお話します。そして最後に今回の火災、そ
の被害と修復方法について、現状分析を試みます。
日本語によるセミナー 

Le terrible incendie qui a frappé Notre-Dame de Paris le 15 avril dernier amène à de 
nombreuses questions sur sa reconstruction. Le séminaire spécial que consacre 
l'Institut à ce monument légendaire vous permettra de redécouvrir son histoire, 
son architecture et les œuvres d'art que l'on pouvait y admirer. Nous aborderons 
également les grands évènements qui eurent lieu en son sein (mariage du roi  
Henri IV, sacre de Napoléon…) ainsi que les romans, peintures et films qui mettent 
la cathédrale en scène. Enfin, nous nous pencherons sur l'incendie, les dégâts qu'il 
a causés et les solutions qui peuvent être maintenant proposées.
Séminaire en japonais

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：7 /6、13、20、27
Samedis 6, 13, 20 et 27 juillet

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

AS01-E19

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

パリのノートルダム大聖堂、過去・現在・未来
Notre-Dame de Paris – Hier, aujourd'hui et demain

7 /12（金）
 Vendredi 12 juillet

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS02-E19

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：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

西洋美術史 HISTOIRE DE L'ART OCCIDENTAL

「ジュリオ・ロマーノ」
マニエリスムの芸術家ジュリオ・ロマーノは、1499年ローマで生まれ、ラファエッロ
の最も優秀な弟子として活躍しました。ラファエッロが亡くなると、マントヴァ公フェ
デリコ2世・ゴンザーガに招聘されマントヴァに移り住み、宮廷画家兼建築家と
して、マニエリスムの代表的建築として有名なパラッツォ・テなどを手掛けた後、
1546年に亡くなりました。マントヴァには今も彼が貴族のような暮らしを送ったと
される館が残されています。ラファエッロの死後、彼がローマで完成させたヴァティ
カン宮、ヴィッラ・ファルネジーナのフレスコ画や、マントヴァのパラッツォ・デル・テ
の装飾等について観ていきます。
Le peintre Giulio Romano, né à Rome en 1499, est connu pour avoir été le disciple 
favori de Raphaël puis le peintre de cour de Frédéric II Gonzague, duc de Mantoue, 
jusqu'à sa mort en 1546. Il est à l'origine de l'architecture maniériste que l'on 
retrouve notamment dans le célèbre Palazzo Te. Encore aujourd'hui, il est possible 
de visiter ce palais dans lequel il a vécu comme un noble. Nous nous intéresserons 
aux fresques qu'il a terminées après la mort de Raphaël au Palais du Vatican, à la 
Villa Farnesina à Rome ou encore au Palazzo Te à Mantoue.

ジュリオ・ロマーノ： DR 
『ヴァティカン宮、コンスタンティヌスの間』 

 DR
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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

7 /16（火） 
Mardi 16 juillet

19:00-20:30

￥5,000*

￥21 ,000* ￥23,500*

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

7 /30（火）
 Mardi 30 juillet

￥5,000*

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 

8/20（火） 
Mardi 20 août

￥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

9/10（火）
Mardi 10 septembre

￥5,000*

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

9/24（火）
 Mardi 24 septembre

￥5,000*

AS03-E19

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。 
パリ・バスク・ピレネーの旅を終えたばかりの講師が、フランスワインの最新事
情をお伝えします。フランスの様々な品種をブラインドテイスティングで楽しみ
ながら味わいましょう。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 rapporte les dernières tendances découvertes 
lors de ses voyages à Paris, au Pays Basque et dans les Pyrénées. À 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.

特別セミナー ─ パリのノートルダム大聖堂、過去・現在・未来
SÉMINAIRE SPÉCIAL : NOTRE-DAME DE PARIS – HIER, AUJOURD'HUI ET DEMAIN

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・フランセ九州教務部長

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ってどんなの？LOVE FMのフランス
人DJとして活躍する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, projections de 
clips et discussions libres. 
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

デュエット
Spécial Duos

7 /19（金） 
Vendredi 19 juillet

19:00-21 :00 ¥1 ,000

夏のヒットソング 
Tubes de l'été

8/23（金） 
Vendredi 23 août

19:00-21 :00 ¥1 ,000

ベテランの「昔」と「今」
 Parcours de 6 artistes

9/20 （金） 
Vendredi 20 septembre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

AS04-P19

※ 一回毎の受講も可能です　* ワイン代込み　Vin compris
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芸術サロン – 女性の自画像 
SALON DES BEAUX-ARTS

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

『肖像画を観る』シリーズ第四弾
"シリーズ前回でご紹介した男性画家の自画像に引き続き、女性画家の自画
像について観ていきます。近年に至るまで女性にとって、自立した画家としての
名声を得ることは極めて困難でした。彼女たちの自画像には、美しくみせたい
という女性としての率直な願望のみならず、社会的な成功に対する野心、職業
画家としての戦略と策略が込められています。女性自画像に込められた様々な
メッセージを読み解いていきます。
Pour faire suite à la série des autoportraits de peintres masculins présentés à 
la session d'hiver, observons maintenant une série d'autoportraits de peintres 
féminines. Jusqu'à récemment, il était très difficile pour les femmes d'être 
reconnues comme des peintres indépendantes. 
On ne trouve, dans les autoportraits de ces peintres, pas seulement le simple 
désir d'apparaître belles, mais également l'ambition d'atteindre la reconnaissance 
sociale et de maîtriser les techniques des peintres professionnels. Analysons les 
divers messages portés par ces autoportraits.

アルテミジア・ジェンティレスキ： DR 
「絵画」の擬人像としての自画像

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

女性の自画像
L'autoportrait de femmes

8/3（土） 
Samedi 3 août

14:30-16:00 ¥3,300 * ¥3,800 *

AS05-E19 * 飲み物・デザート付き  Boisson et dessert compris

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

フランス北西部へチーズの旅を続けましょう！夏の果物とよく合うチーズを求め
て、ブルターニュ、ロワール、サントルとノルマンディー地域圏を訪れます。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 Nord-Ouest de la France. Nous 
visiterons cette fois-ci la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire et 
la Normandie à la découverte de ces fromages qui se marient parfaitement avec 
les fruits d'été. 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

フランス北西部のチーズ
 Fromages du Nord-Ouest

8/27 （火）
 Mardi 27 août

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS06-E19 * チーズ付き  Fromages compris

DR
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

シャルル・マルテル - フランク王国の王子
Charles MARTEL - Le Prince des Francs

9/12（木) 
Jeudi 12 septembre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS07-E19

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

トゥールーズとオクシタニー地方
Toulouse et l'Occitanie

9/6（金) 
Vendredi 6 septembre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS07-E19

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

ピピン2世の息子で未来の皇帝シャルルマーニュの祖父、シャルル・マルテル
（カール・マルテル）。彼は正確には王ではありませんでしたが、父を継ぎ王国
の統一を果たし、718年～ 741年、宮宰として事実上フランク王国の支配者
となりました。732年、イベリア半島からフランク領内に侵攻してきたイスラム
軍を撃退。このポワティエの戦いでの勝利が、シャルル・マルテルをフランスで
有名にしました。しかし中世ヨーロッパを建設した彼の秀逸な政策や軍事的
才能を考慮すると、世界的には知名度の低い君主であると言えます。
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Fils de Pépin de Herstal et grand-père du futur empereur Charlemagne, Charles 
Martel ne fut pas à proprement parler roi. Mais il a poursuivi l'œuvre unificatrice de 
son père et dirigé de fait la Francie en tant que duc des Francs et Maire du Palais de 
718 jusqu'à sa mort en 741. Célèbre en France pour avoir vaincu lors de la bataille 
de Poitiers en 732 les armées arabes qui remontaient en terre franque après 
avoir conquis la péninsule ibérique, Charles Martel reste néanmoins un souverain 
largement méconnu malgré son important génie politique et militaire, qui en fait 
une figure fondatrice du Moyen-Âge européen.
Séminaire en japonais

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。今期はフラ
ンス南西部オクシタニー地域圏のトゥールーズをご紹介します。バラ色の街
トゥールーズには歴史的建造物が数多く、ミディ運河の流れる市内には南仏
のゆったりとした時間が流れています。画家ロートレック、フォアグラ、カスレ、
ロックフォールチーズ、はたまたラグビーやエアバス本社などーこれらのキー
ワードと共にトゥールーズを散策し、周辺に点在する中世にタイムスリップした
ような”フランスの最も美しい村”まで足を運んでみましょう。
日本語によるセミナー

Pour cette nouvelle étape du Tour de France, nous vous emmenons à la 
découverte de Toulouse et de sa région, l'Occitanie. Toulouse, aussi surnommée la  
« ville rose » en raison de la couleur de ses murs, ce sont non seulement de nombreux 
sites historiques comme le canal du Midi qui la traverse nonchalamment, mais aussi : 
Toulouse-Lautrec, le foie gras, le cassoulet, le roquefort, ou encore le rugby et Airbus. 
La région Occitanie renferme aussi certains des plus beaux villages de France, où 
le temps semble s'être arrêté et qui ont gardé leur beauté et leur charme d'antan.
Séminaire en japonais

トゥール・ポワティエ間の戦い DR 
（Charles de Steuben画、1837年）

 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：ジョアン・アルティエリ＝ルカ  
Johan Altieri-Leca

アンスティチュ・フランセ九州講師

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

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

ツール・ド・フランス ─ トゥールーズとオクシタニー地方 
TOUR DE FRANCE - TOULOUSE ET L'OCCITANIE 
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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。ルイ13世～ 16
世の御代にはすべての芸術が盛んになり、次 と々古典主義、バロック様式とロ
ココ様式が生み出されました。パリではフォンテーヌブロー宮殿やヴェルサイユ
宮殿、ルーブル美術館、オテル・デ・ザンヴァリッド（国立廃兵院）、コンコルド
広場が建設されます。本セミナーではナンシーのスタニスラス広場や、月の港ボ
ルドーのような、近世に伴う他のフランスの世界遺産も紹介します。また軍事
建築を大きく変えたヴォーバンの防衛施設群、当時の素晴らしい手柄により
建設されたミディ運河の岸の美しさについても解説します。
日本語によるセミナー

Ce séminaire présente, en costume de mousquetaire pour l'occasion, les sites 
culturels français classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sous les règnes 
successifs de Louis XIII à Louis XVI, les différents arts fleurissent avec les époques 
classique, baroque puis rococo : les Châteaux de Fontainebleau et de Versailles, le 
Palais du Louvre, l'Hôtel des Invalides, la Place de la Concorde, ou encore la Place 
Stanislas à Nancy et le Port de la Lune à Bordeaux. Seront également abordées les 
fortifications de Vauban, qui ont révolutionné l'architecture militaire, et la beauté 
des rives du Canal du Midi, performance technologique pour l'époque.
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

4.近世：17・18世紀
Les Temps Modernes: 17e et 18e siècle

9/27（金）
Vendredi 27 septembre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS08-E19 * 飲み物・おつまみ付き  Boisson et amuse-bouches compris

DRナンシーのスタニスラス広場

絵画
PEINTURE
シャルル＝フランソワ・ドービニー展
CHARLES-FRANÇOIS DAUBIGNY

7月19日（金）～ 9月1日（日） 
Du vendredi 19 juillet au dimanche 1 er septembre

シャルル＝フランソワ・ドービニー（1817-78）は、船をアトリエにして、旅をしな
がら描いた川辺の風景画で知られています。「旅する画家」として、のちに印象
派の画家たちにも大きな影響を与えました。本展は、ドービニーの初期から晩
年までの画業を、フランスと日本の美術館や個人蔵の作品により展観する国
内初めての本格的な展覧会です。詩情あふれる風景画をお楽しみください。
Charles-François Daubigny (1817-1878) était affilié à l'école de Barbizon, mouvement 
de jeunes peintres paysagistes désireux de travailler « en plein air et d'après nature ».  
Il s'est ensuite 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：鹿児島市立美術館（鹿児島市城山町 4-36）
料金：一般 1,000（700）円、高大生 800（500）円、
小中生 600（300）円
※ （　）内は、前売りまたは20名以上の団体料金。
お問い合わせ：鹿児島市立美術館 
（Tel : 099-224-3400）

Lieu : Musée municipal de Kagoshima  
(4-36 Shiroyama-cho, Kagoshima)

Tarifs : Adultes 1.000 yens (700 yens)   
Étudiants, lycéens 800 yens (500 yens)  
Collégiens, écoliers 600 yens (300 yens)

* (   ) Tarifs préventes et groupes

Renseignements : Musée municipal de 
Kagoshima (Tél. : 099-224-3400)

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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フランス映画祭
FESTIVAL DU FILM FRANÇAIS 
6月21日（金）～ 23日（日） 
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin

横浜で開催されるユニフランス主催のフランス映画祭が、今年もアンスティチュ・
フランセ日本により東京、京都、大阪、そして福岡を巡回します。2017年のルー・
ド・ラージュ、2018年のナタリー・バイに続く、トーク・イベントとクロージング・
パーティーの今年のスペシャルゲストは？福岡で第8回目を迎えるフランス映画
祭はLOVE FMとの共催により西鉄ホールにて開催されます。詳細は6月12日
の記者発表とアンスティチュ・フランセ九州のサイトでお知らせします。
Le Festival du Film français organisé par Unifrance à Yokohama verra comme 
chaque année des extensions proposées par l'Institut français du Japon à Tokyo, 
Kyoto, Osaka et Fukuoka. Après les actrices Lou de Laâge en 2017 et Nathalie Baye 
en 2018, qui sera l'invité spécial qui participera cette année à une rencontre avec le 
public et à la réception de clôture ? La programmation complète de cette huitième 
édition du festival à Fukuoka, organisée à nouveau en partenariat avec Love FM au 
Nishitetsu Hall, sera dévoilée lors d'une conférence de presse le 12 juin et disponible 
par la suite sur notre site. 

コンテンポラリー・ダンス
DANSE CONTEMPORAINE
トゥール国立振付センター： 
トマ・ルブラン 『ありのまま！』
THOMAS LEBRUN / CCNT « TEL QUEL ! » 
7月25日（木）～27日（土） 
Du jeudi 25 au samedi 27 juillet

トゥール国立振付センターのディレクターを務める振付家トマ・ブランは、2013
年に７歳以上を対象とするこの作品を4人のダンサーのために制作しました。『あ
りのまま！』は、お互いを受け入るということを表現した作品です。見た目には普
通の二人の少女と少年が舞台に登場し、つまらないことで言い争いを始め、だん
だん個々の違いを受け入れ、乗り越えて、違いに歩み寄り、最後には固い絆で結
ばれます。感受性に溢れ、ユーモアもある感動的な舞台は、沖縄の児童、青少年
を対象とした演劇フェスティバル、りっかりっか＊フェスタで公演されます。
Le chorégraphe Thomas Lebrun, directeur du Centre Chorégraphique National 
de Tours, a signé en 2013 cette pièce pour 4 danseurs destinée à tout public à 
partir de l'âge de 7 ans. Tel quel ! nous montre qu'il faut s'accepter comme on est, 
et met en scène deux filles et deux garçons aux physiques et aux caractères bien 
marqués, qui commencent par se chamailler puis, progressivement, acceptent leurs 
différences, les surmontent et se rapprochent les uns des autres jusqu'à former un 
groupe soudé. Ce spectacle sensible, drôle et touchant est programmé à Okinawa 
dans le cadre du festival jeune public ricca ricca＊festa.

25日 17:00・26日 19:00： 
てんぶす那覇ホール（那覇市牧志 3-2-10）
27日 17:00：がらまんホール 
（国頭郡宜野座村宜野座 314-1）
【単券】大人（18歳以上）前売・当日ともに

2,800円 / 子ども（０～ 17歳）前売・当日と
もに 1,800円（０～ 17歳）
【フレンドチケット】フレンド２（２枚）4,000
円、フレンド３（3枚）3,900円、フレンド５
（5枚）6,000円、ウェブフレンド５（5枚）
5,800円
【団体チケット】10名様以上で 1枚 1,000円
お問い合わせ・チケット購入：りっかりっかフェ
スタ事務局（Tel : 098-943-1357）
Le 25 à 17h et le 26 à 19h au Tenbusu 
Naha Hall

Le 27 à 17h au Garaman Hall, Ginoza

Renseignements et billetterie :  
rica ricca＊festa (Tél. : 098-943-1357)

© Frédéric Iovino

2017年のゲスト女優ルー・ドゥ・ラージュ DR 
Lou de Laâge, invitée 2017

会場：西鉄ホール（福岡市中央区天神 2-11-3
ソラリアステージ6F）
映画鑑賞料金（1 作品につき）
前売 1,200円 / 当日 1,500円 / 割引（クラブ
フランス会員、学生、60歳以上）1,000円 / 
2作品以降は半券のご提示で 1,200円
クロージング・パーティー料金：当日 2,000円
セット料金 
1作品 + クロージング・パーティー： 
前売 3,000円
フランス映画祭 Pass：3作品 3,000円
（4,500円） / 5作品 4,500円（5,800円）/  
7作品 5,500円（6,700円）
※（ ）内は、クロージング・パーティーとのセット券
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州 
（Tel : 092-712-0904）
Lieu : Nishitetsu Hall, 6e étage de Solaria 
Stage (2-11-3 Tenjin, Chuô-ku, Fukuoka)

25アンスティチュ・フランセ九州
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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 :



          

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

2019年6月14日（金）：ヴェルレーヌとランボー
vendredi 14 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
7月6日、13日、8月24日、31日、9月14日、28日 
各月2回土曜 15:00-16:00
Les samedis 6 et 13 juillet, 24 et 31 août, 14 et 28 septembre  
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. AS10-E19

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

文学カフェ 特別篇  Café littéraire spécial

文学にみるノートルダム大聖堂
NOTRE-DAME DE PARIS EN LITTÉRATURE
7月5日（金）19:00-20:00   Vendredi 5 juillet, 19h00-20h00

ノートルダム大聖堂が炎に包まれた映像は世界に衝撃を与えました。文学カフェでは、誰もが知るヴィクトル・
ユゴーの『ノートルダム・ド・パリ』をはじめ、ポール・ヴァレリーの『Complies en ville』、テオフィル、ゴティエの
『Soleil couchant』など、ジョアンがセレクトした小説、詩からノートルダム大聖堂が登場する場面を紹介し、抜粋
を朗読します。
Suite au terrible incendie du 15 avril, nous vous proposons une sélection de romans et poèmes sur le thème 
de Notre-Dame, comme Notre Dame de Paris de Victor Hugo, Complies en ville de Paul Verlaine, ou Soleil 
couchant de Théophile Gautier, et lecture de quelques textes choisis.
講師：ジョアン　Animé par Johan M-1

カフェ・シャンソン  Café chanson

バカンスで聴きたいシャンソン
L'ÉTÉ EN CHANSONS
8月2日（金）19:00-20:00   Vendredi 2 août, 19h00-20h00

熱い太陽、一面の小麦畑、まっ青な地中海、ひと気のないパリ…今年のバカンスはフランスの夏を感じるシャンソン
といっしょに楽しみませんか。ゲンズブールの『太陽の真下で』、トレネの『ラ・メール』、フーガンの『Mr. サマータイム』
など夏にぴったりな曲を紹介します。
La chaleur du soleil, les champs de blé à perte de vue, le bleu de la Méditerranée, Paris vidé de ses habitants... 
Cet été, venez appréciez avec nous ces chansons qui évoquent les vacances estivales en France : Sous le soleil 
exactement de Gainsbourg, La mer de Trenet ...
講師：れいら　Animé par Layla M-2

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

       カフェ・グルマンディーズ  Café gourmandise

フランス菓子 今昔物語
LA PÂTISSERIE FRANÇAISE D'HIER ET D'AUJOURD'HUI
9月13日（金）19:00-20:00   Vendredi 13 septembre, 19h00-20h00

長い歴史を誇るフランス菓子界で今、伝統と最新技術の融合が起きています。料理・菓子研究家として活躍し、多数の
著書を出版している山本ゆりこさんが自ら選らんだ本を紹介しながらお届けするフランス菓子今昔物語。新しいカフェ・
メディアテークで本から伝わる素晴らしい空気感を共有しましょう。
La pâtisserie française combine aujourd'hui la tradition et les nouvelles technologies. Yuriko Yamamoto nous 
racontera l'histoire de cet art qui se réinvente tous les jours en présentant sa sélection de livres sur la question.
講師：山本ゆりこ　Yuriko Yamamoto, auteure culinaire M-3

 要予約 / Réservation nécessaire

© Yuriko YAMAMOTO
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カレンダー
CALENDRIER 夏学期：2019年7月1日（月）～9月28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. . . . .P20～24文

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  カフェ・フィロ

8

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 語   夏期講座登録受付（6/17-6/29）

18
19

20   こどものためのアトリエ（遊び）
文  フランス史

21  フランス映画祭
文  フレンチ・ポップス

22

 フランス映画祭
語   フランス語入門デー
語   初心者のための九州フランス語
コンクール応募締切

23  フランス映画祭

24

25 語   フランス語無料体験レッスン

26 TCF（7/26）出願締切
27 語   フランス語無料体験レッスン
28 文  フランスの古代エジプト学
29 文  2019年上半期のフランス映画

30 語   初心者のための九州フランス語
コンクール

7月 JUILLET
1

2

3
4

5   文学カフェ 特別編： 
文学にみるノートルダム大聖堂

6
文  西洋美術史

 
7

8

9
10
11

12 文   特別セミナー： 
パリのノートルダム大聖堂

13

  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

 
14
15
16 文  フランスワイン巡り
17
18

19
文   シャルル＝フランソワ・ 
ドービニー展（7/19-9/1）

文  フレンチ・ポップス

20
  こどものためのアトリエ 
（お話と遊び）
文  西洋美術史

21 りっかりっか＊フェスタ

22
りっかりっか＊フェスタ

  こどものためのサマースクール
（7/22-7/26）

23
24

25 りっかりっか＊フェスタ： 
トマ・ルブラン『ありのまま！』

26 りっかりっか＊フェスタ： 
トマ・ルブラン『ありのまま！』

27

  こどものためのアトリエ 
（アーティスティック）
りっかりっか＊フェスタ： 
トマ・ルブラン『ありのまま！』
文  西洋美術史

28
29
30 文  フランスワイン巡り
31

8月 AOÛT
1

2   カフェ・シャンソン

3 文  芸術サロン
4
5
6
7

8

9

10
11  全館休館（8/11-8/18)

12
13
14
15
16
17
18
19
20 文  フランスワイン巡り
21
22
23 文  フレンチ・ポップス
24  

25

26
27 文  アトリエ・フロマージュ
28
29
30

31   親子シネマ
 

9月 SEPTEMBRE
1

2

3
4
5
6 文  ツール・ド・フランス
7

8

9
10 文  フランスワイン巡り
11
12 文  フランス史
13   カフェ・グルマンディーズ

14
  こどものためのアトリエ 
（クリエイティブ）

 
15
16
17
18
19
20 文  フレンチ・ポップス
21
22
23
24 文  フランスワイン巡り

25

26
27 文  フランスの世界文化遺産めぐり

28
  こどものためのアトリエ 
（アーティスティック）

 
29
30

語

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

メディアテーク . . . . . . . . . P27

カフェ・デ・ザミ . . . . . . . . P27



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：トゥール国立振付センター：トマ・ルブラン『ありのまま！』

Couverture : Thomas Lebrun / CCNT « Tel Quel ! »

© Frédéric lovino

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

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






