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Chers amis,

Cet automne sera marqué par de nombreux 
événements culturels, parmi lesquels l'exposition 
dédiée à Gustave Moreau au Fukuoka Art Museum, 
la grande rétrospective Christian Boltanski au 
Nagasaki Prefectural Art Museum en présence de 
l'artiste, des rencontres publiques avec Riad Sattouf, 
auteur de bandes dessinées et cinéaste, et Kamel 
Daoud, écrivain et journaliste algérien, dans le 
cadre du festival Feuilles d'Automne, ainsi que des 
représentations du spectacle de cirque Drop shadows 
de Raphaëlle Boitel.

Autre temps fort de la période à venir : la Coupe du 
monde de rugby 2019. L'Institut retransmettra en 
direct, dans ses locaux, tous les matches de l'équipe 
de France, tiendra un stand France dans la fan zone 
à Hakata, et poursuivra bien évidemment les cours  
« Omotenashi en français ».

Ce premier édito me donne l'occasion de saluer 
David Tursz, en le remerciant chaleureusement pour 
son action et la réussite des projets menés avec ses 
équipes depuis 3 ans, et ses précieux conseils pour 
ma prise de fonction. C'est avec grand enthousiasme 
que je rejoins cet Institut, avec l'objectif de porter 
haut les couleurs de la francophonie dans le Kyushu 
et à Okinawa.
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アンスティチュ・フランセ九州館長
フランク・ボルジアニ

Franck Bolgiani
Directeur de l'Institut français du Japon – Kyushu

親愛なる皆様

秋は、様々な文化イベントが予定されています。
福岡市美術館ではギュスターヴ・モロー展が開
催され、長崎県美術館で開催される国内最大
規模のクリスチャン・ボルタンスキーの回顧展で
は、アーティスト自身による講演会が開催されま
す。「読書の秋」には、バンド・デシネ作家、映画
監督として活躍するリアド・ サトゥフとアルジェリア
のジャーナリストで作家のカメル・ダーウドを迎え
ます。さらに、現代サーカスのカンパニールーブ
リエがラファエル・ボワテルが演出と振付を務める
「Drop Shadosかげのしずく」を公演します。

さらにラグビーワールドカップ2019の期間にア
ンスティチュ・フランセ九州では、フランスチーム
の全ての試合のライブ中継を放映し、博多駅前
広場のファンゾーンにフランス・スタンドとして参
加します。もちろん「フランス語でおもてなし」講
座もお忘れなく。

最後に私にとって最初のプログラム冊子となるこ
の場をお借りして、前任のダヴィッド・テュルズが
築いてきた3年間の実績と貴重なアドバイスに
感謝します。アンスティチュ・フランセ九州に着任
しましたことを大変嬉しく思いますと同時に、九
州と沖縄にフランス語圏の文化の素晴らしさを
お伝えしていけたら幸いです。

25 ラグビーワールドカップ2019
 COUPE DU MONDE DE RUGBY 2019

26 絵画
 PEINTURE

26 映画
 CINÉMA

27 読書の秋 2019
 FEUILLES D'AUTOMNE 2019

28 現代アート
 ART CONTEMPORAIN

29 現代サーカス
 NOUVEAU CIRQUE

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年秋学期

10月5日（土） ～ 12月21日（土）

祝日（10 /14、22、 11 /4、23）も授業は行われます。
11 /2（土）はDELF試験実施のため、全講座休講となります。
全館休館：12月22日（日） ～ 1月3日（金） 
※ 建物内にお入りになれません。

登録受付

9月17日（火） ～ 9月30日（月）

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、秋期講座の総額です。 
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）。

9月30日（月）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、9月30日（月）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・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
（https://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/

9月24日（火）   1 1 :00 - 1 2 :00
9月25日（水）   19 :00 -20 :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。

9月21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！

4 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU



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

1 G22SPI1 1 b Spirale nouvelle édition 1 X. MICHEL-TANAKA 火 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G22SPI1 1 c Spirale nouvelle édition 1 B. TORRES 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G16SPI1 1 d Spirale nouvelle édition 1 J.M. PORTALES 土 16:30-18:00 16.5h ¥32,590

1 G22SPI12a Spirale nouvelle édition 3 F. CHARRUAULT 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 G16SPI12b Spirale nouvelle édition 3 J. ALTIERI-LECA 水 21 :00-22:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI12c Spirale nouvelle édition 3 X. MICHEL-TANAKA 土 16:00-17:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI13a Spirale nouvelle édition 5 F. GANDRILLON 金 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G22SPI13b Spirale nouvelle édition 6 X. MICHEL-TANAKA 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI14a Spirale nouvelle édition 8 F. GANDRILLON 土 15:30-17:00 16.5h ¥32,590

A1-2
1 G22SPI21 a Spirale nouvelle édition 12 F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 G16SPI21 b Spirale nouvelle édition 13 X. MICHEL-TANAKA 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 G16SPI21 c Spirale nouvelle édition 13 F. CHARRUAULT 土 14:00-15:30 16.5h ¥32,590

1G22SPI22a Spirale nouvelle édition 15 R. LACIAK 火 19:00-21:00 22h ¥43,450

1G22SPI23a Spirale nouvelle édition 21 V. LEFRANÇOIS 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 2G22TAX11a Le nouveau taxi ! 1 1 A. VERGNES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G16TAX12a Le nouveau taxi ! 1 3 F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

2G22TAX23a Le nouveau taxi ! 1 26 X. MICHEL-TANAKA 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

2G22TAX24b Le nouveau taxi ! 1 26 R. LACIAK 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

2G22TAX22a Le nouveau taxi ! 1 29 B. TORRES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

2G22TAX24a Le nouveau taxi ! 1 31 F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

初級の復習   Révisions générales 

「中級にはまだ早い。」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。
新 2S22REV 1 1 a 初級の復習 J.M. PORTALES 土 14:00-16:00 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 B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

新 3G22TAX11b Le nouveau taxi ! 2 1 B. TORRES 土 16:15-18:15 22h ¥43,450

3G22TAX12a Le nouveau taxi ! 2 3 J.M. PORTALES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX14a Le nouveau taxi ! 2 9 F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX13a Le nouveau taxi ! 2 10 F. GANDRILLON 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX13b Le nouveau taxi ! 2 10 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX22a Le nouveau taxi ! 2 20 F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

3G22TAX23a Le nouveau taxi ! 2 25 S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

3G22TAX23b Le nouveau taxi ! 2 27 F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

3G22TAX24a Le nouveau taxi ! 2 29 J.M. PORTALES 
F. CHARRUAULT 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

3G22TAX25a Le nouveau taxi ! 2 35 S. CLAIR 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

中級の復習   Révisions générales

「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。       

3S22REV12a 中級の復習 J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

3S22REV12b 中級の復習 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 R. LACIAK 水 10:30-12:30 22h ¥43 450

3T22CLE2 Clés pour la France S. PLAUT 水 14:00-16:00 22h ¥43 450

3T22CLE3 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。

4G22SAI16a 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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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

C1
上級

C1
上級

C1
上級

B2
中上級

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。  

4S16TRAD1 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

フランス語で哲学入門  Introduction à la philosophie

哲学をテーマに、言語能力に磨きをかけましょう。伝記、短い文章、動画の抜粋で、積極的な会話を引き出していきます。
新 4T7PH1 フランス語で哲学入門 Y. DIOT 水 19:00-20:30 7.5h ¥14,810

講座日： 1 1 /20、2 7、12 /4、1 1、18　毎週水曜全5回

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

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。

2T16CONV 1 日常会話を楽しむ L. FUJISHIMA-SUTRA 火 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

演じて学ぶフランス語   Le français à travers le théâtre

演劇はお好きですか？この講座では、フランス語で自分なりの演劇の台本を作成し、授業の最後では自身の台本に基づき
演じます（ストーリー作りから対話まで、フランス語で行います）。一緒に創造力、文章力と口頭表現力を磨きましょう。
新 2T7CONV 1 演じて学ぶフランス語 A. VERGNES 木 19:00-20:30 7.5h ¥14,810

講座日： 10 /24、1 1 / 7、2 1、12 /5、19　隔週木曜全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

A2+

初級以上

C2
上級

C1
上級
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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 T7EXPRES フランス・エクスプレス Y. DIOT 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

講座日： 1 1 /20、2 7、12 / 4、1 1、18　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。 10 /16 マーシュ菜のブルーテ、10 /30 自家製パテ、 
11 /13 アンディーブのクリームソース、11 /27 スパイス味付けの豚背肉、12 /11 クレーム・キャラメル

2T7REC 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。

2T16PP 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『美女と野獣』。

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： 1 1 /22、29、12 / 6、13、20　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： 10 / 1 7、3 1、1 1 / 14、28、12 / 12　隔週木曜全5回

A2
初級

A2
初級

A1
入門

C2
上級

C1
上級

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。毎学期テーマや内容を変えながら、状況に対応した実践的な案内、
やりとりを習得します。

【通常講座】  
今学期のテーマは「空港 ホテル等」
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

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P 13をご覧ください。

B1
中級

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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資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

TOUR
2019年10月後半

フランス留学がもっと身近に！
九州から関西まで、西日本の大学を周って、
フランス文化の香りをお届けします！

www.japon.campusfrance.org

抽選会でパリ往復航空券を当てよう！

@CampusFrance_jpwww.facebook.com/cfjapon

CAMPUS FRANCE

automne2019_A6_IMP2.pdf   1   2019/07/17   11:24

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 *

イントロダクションDELF-DALF　Préparation 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。秋季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！

1 S1 DDA1 DELF A1 J.M PORTALES 10/9 水 19:00-21 :00 2h ¥4,000

1 S1 DDA2 DELF A2 J.M PORTALES 10/ 16 水 19:00-21 :00 2h ¥4,000

1 S1 DDB1 DELF B1 A. VERGNES 10/ 12 土 16h30-19h30 3h ¥6,000

1 S1 DDB2 DELF B2 A. VERGNES 10/ 19 土 16h30-19h30 3h ¥6,000

B2
中上級

A2
初級

A2
初級

C2
上級

資
格
試
験
準
備
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2020年度の募集締め切りは9月30日です。

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

TCF DELF
DALF 運用レベル

※DAPF
(仏検)

A1 入門 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 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 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 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

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。

※ 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。
※ アンスティチュ・フランセ九州HPでオンライン・レベルチェックを行っていただけます。

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、Ｂ 1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

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

1 1月29日（金） 10月29日（火）

￥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

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

TCF DAP 予備登録フランス語能力テスト 
出願時、フランス語講座を受講中の方は 1 ,000円割引

2019年度 試験日程

試験日 試験時間 出願締切 受験料
12月6日 （金） 18:00-20:30 1 1月6日 （水） ¥20 ,000

B2
A1 試験準備講座

をご用意しています。
▷ 詳細は講座案内 P 15 をご覧ください。



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6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 six sessions.

デビュークラス（対象：5～12歳）  Classe de découverte pour les 5-12 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 小学生初級クラス　Les Loustics 1 - Elémentaire 5 土  Samedi 15:10-16:10 1 1 h ¥21 ,730

1 G1 EF2 小学生中級クラス　Les Loustics 2 - Intermédiaire 3 土  Samedi 16:20-17:20 1 1 h ¥21 ,730

1 G1 EF3 小学生上級クラス　Les Loustics 3 - Avancé 3 土  Samedi 17:30-18:30 1 1 h ¥21 ,730

18 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KYUSHU



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

お話と遊びのアトリエ（対象：3～6歳）  
Contes et jeux en français pour les 3-6 ans

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.

AEJ01
動物シリーズ　J'apprends les animaux 10/12 (土） Samedi 12 octobre

10:30-1 1 :30
¥2,000

色シリーズ　J'apprends les couleurs 11/9 (土） Samedi 9 novembre ¥2,000

アトリエ・アーティスティック（対象：5～12歳） 
Artistes en herbe pour les 5-12 ans

「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... Les enfants 
pourront ainsi pleinement explorer leur potentiel artistique.

AEA01
モナ・リザ （ダ・ヴィンチ）- La Joconde (De Vinci) 10/26 (土） Samedi 26 octobre

10:15-1 1 :45
¥3,000*

ひまわり （ゴッホ）- Les tournesols (Van Gogh) 11/30 (土） Samedi 30 novembre ¥3,000*

* 画材費込み  Matériaux compris

親子シネマ   Ciné Famille 

親子一緒に楽しめる映画やア
ニメの上映がここにあります！ 
この秋は「ファントム・ボーイ」。
フランスが誇るこのアニメは、
超能力を使ってニューヨークの
悪者と戦う。11歳のレオの物語
です。
言語：フランス語（字幕なし）

Chaque tr imestre, nous vous proposons un f i lm 
destiné à la famille. Cet automne, venez regarder 
"Phantom Boy", l'histoire de Léo, un garçon de 11 ans qui 
a le pouvoir de sortir de son corps. Il va aider Alex à 
retrouver un méchant gangster dans New-York.
En français non sous-titré

AEF01 『ファントム・ボーイ』  Phantom Boy 11/16（土） Samedi 16 novembre 10:15-1 1 :45 親子で¥1 ,000 (3人まで)

こ
ど
も
プ
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ム

19アンスティチュ・フランセ九州



※  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

CF会員
Membres du CF

一般
Général

ようこそ、蜂の世界へ
Le miel dans tous ses états

10/12（土) 
Samedi 12 octobre

14:30-16:00 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS02-A19  *試食付き

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

講師： オリヴィエ・ベルブノワ  
Olivier Belbenoît

ル・ミエル・ドレ 代表

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

ようこそ、蜂の世界へ
LE MIEL DANS TOUS SES ÉTATS
はちみつが好きで、養蜂の世界に興味をお持ちのあなたにぴったりなセミ
ナーです。瀬戸内海に位置する大三島（愛媛県）に移住し、養蜂を始めたフラ
ンス人のオリヴィエ。蜂、そして養蜂家の一年の動きに関する説明を聞きなが
ら、今年採れた4種のはちみつ、桜・みかん・百花2種の食べ比べをしてみま
せんか？楽しい試食の際には、美味しいマリアージュやお勧めの食べ方も紹介
します。蜂とはちみつについて、もう知らないことはなくなるでしょう。
日本語によるアトリエ

Vous aimez le miel et voulez en savoir plus sur le monde de l'apiculture, alors ce 
nouveau séminaire est fait pour vous. Olivier, français installé à Omishima dans 
la préfecture d'Ehime, vous initiera à l'univers si particulier des abeilles ainsi qu'au 
travail de l'apiculteur, et vous proposera de découvrir sa production de miels. Avec 
ses quatre variétés, toutes produites à Omishima, Sakura, Mandarine, Fleurs d'été 
et Fleurs sauvages, il vous présentera les meilleurs mariages et les différentes 
façons de les consommer lors de savoureux moments de dégustation. Les abeilles 
et les produits de la ruche n'auront plus de secret pour vous.
Atelier en japonais

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

アトリエ・フレンチ・ポップスでのNo.1 歌手特集
Les champions de l'atelier French Pops

10/11（金）
Vendredi 11 octobre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

フランス語圏特集
Francophonie

11 /15（金）
Vendredi 15 novembre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

2019年下半期のベスト
Le meilleur de 2019

12 /20（金）
Vendredi 20 décembre

19:00-21 :00 ¥1 ,000

AS01-A19

DR

新
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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

フランス北部のワイン
Vins du Nord de la France 

10/15（火）
Mardi 15 octobre

19:00-20:30

￥5,000*

￥21 ,000* ￥23,500*

フランス南部のワイン
Vins du Sud de la France 

10/29（火）
Mardi 29 octobre

￥5,000*

フランスワインと世界最古のジョージアワインの比較
Comparaison entre les vins français et les vins géorgiens

11 /12（火）
Mardi 12 novembre

￥5,000*

ガメイの魅力・ボジョレー新酒とブルゴーニュワインの比較
Le Beaujolais nouveau et les vins de Bourgogne

11 /26（火）
Mardi 26 novembre

￥5,000*

ノエルに楽むワイン ・ショコラとのマリアージュ
Mariage entre vins et chocolat

12 /10（火）
Mardi 10 décembre

￥5,000*

AS03-A19 ※ 一回毎の受講も可能です　* ワイン代込み  Vin compris

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。
フランスの基本品種をブラインドテイスティングで楽しみながら、ワインの表
現方法を学んでいきます。今期は世界最古のワイン産地、ジョージア（グル
ジア）でのワイン研修を終えた講師が、最新のワイン事情をお伝えします。 
初めての方もお気軽にご参加ください。
Tomomi Yoshimura est une sommelière professionnelle ayant séjourné dans 
plusieurs pays producteurs. Vous apprendrez à utiliser la terminologie du monde 
du vin tout en testant, à l'aveugle pour mieux en apprécier toutes les subtilités, 
différents types de vins français. Ce trimestre, Tomomi Yoshimura  vous rapportera 
également les dernières tendances découvertes lors de ses voyages en Géorgie, 
plus ancien pays vinicole du monde. Ce séminaire s'adresse aussi bien aux 
débutants qu'aux initiés.  

芸術サロン － 『ギュスターヴ・モロー展  
－ サロメと宿命の女たち』を観る前に
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

19世紀象徴主義の先駆者、ギュスターヴ・モローが描く、美しくて冷酷なファ
ム・ファタルたち。彼女たちが織り成す幻想的で甘美な世界を、より楽しん
で頂くための講座です。ヘロデ王の前で踊るサロメ、船乗りたちを惑わすセイ
レーン、ローマ皇帝である夫を暗殺したメッサリーナ、運命の糸を操るパルク
たち…。神話や聖書、歴史のなかのファム・ファタルと呼ばれる女性たちは、絵
画・彫刻において、どのように描かれたのでしょうか。図像の歴史を紐解きなが
ら、ギュスターヴ・モローの宝石細工のような作品を鑑賞していきます。また、
72年間独身を通したモローの生涯、マティスを始めとする画家との交流、パリ
にある彼の邸宅美術館とそのコレクションなどについてもご紹介します。
Salomé dansant devant le roi Hérode, les sirènes séduisant les marins, Messaline 
assassinant son époux dans la Rome antique, les Parques contrôlant les fils des 
destins humains... Comment ces femmes belles et cruelles, qualifiées de « fatales » 
dans la mythologie, la Bible et au cours de l'histoire, sont-elles représentées en 
peinture et en sculpture ? Nous nous intéresserons aux œuvres magistrales 
de Gustave Moreau, pionnier du symbolisme au XIXe siècle, à l'homme, resté 
célibataire toute sa vie, à ses échanges avec d'autres peintres, notamment Matisse, 
et à sa collection privée, aujourd'hui exposée dans son hôtel-musée parisien.

《一角獣》1885年頃 ギュスターヴ・モロー美術館蔵
© RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda / 

distributed by AMF

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

『ギュスターヴ・モロー展-サロメと宿命の女たち』を観る前に
Avant de visiter l'exposition « Gustave Moreau ou Salomé et les femmes fatales »

10/19（土）
Samedi 19 octobre

14:30-16:00 ¥2,500  * ¥3,000  * 

AS04-A19

*展覧会招待券付き 
展覧会：10/1 ～ 11/24 福岡市美術館にて
詳細は P26をご覧ください。
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美術史
HISTOIRE DE L'ART

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

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

毎回土曜：10/26、11 /9、16、30
Samedis 26 octobre, 9,16 et 30 novembre

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

フランス美術史： 17世紀理想風景画
Histoire de l'art français : Le paysage idéal au XVIIe siècle

毎回木曜：11 /28、12 /5、12、19
Jeudis 28 novembre, 5, 12 et 19 décembre

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

AS05-A19

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」
「創造性に溢れ、人柄もよく陽気、高潔で品行方正、至高の資質を持つイタリア
一腕の立つ職人」。『画家・彫刻家・建築家列伝』の作者ジョルジョ・ヴァザーリ
がこのように絶賛した、宮廷的マニエリスムの画家で建築家、ジュリオ・ロマーノ
の作品をご紹介します。
« L'extrêmement compétent et talentueux artisan italien, débordant de créativité et 
réputé pour sa personnalité enjouée et son caractère noble et vertueux ». C'est en ces 
termes élogieux que Giorgio Vasari décrit dans son ouvrage Les Vies des meilleurs 
peintres, sculpteurs et architectes le peintre de cour et architecte Giulio Romano.

フランス美術史 HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS

「17世紀理想風景画」
17世紀、それまで単なる「背景」でしかなかった風景を主題とする作品が多く描
かれます。画家が目にしたありのままの風景ではなく、記憶をもとにアトリエのな
かで生み出された理想風景画を鑑賞します。
Au XVIIe siècle, la plupart des œuvres ayant pour thème des paysages présentaient de 
simples arrière-plans reproduits fidèlement. Ce trimestre, nous nous intéresserons 
plutôt au paysage idéal, imaginé par l'artiste dans son atelier.

ジュリオ・ロマーノ 『洗礼者聖ヨハネと聖母子』 DR

クロード・ロラン 『岩のアーチと川のある風景』 DR

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回シリーズ最終回。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。
最終回は現代的な建築について。エッフェル塔、シャイヨー宮、オステルリッツとリ
ヨン駅、そしてフランス国立図書館を含むパリのセーヌ河岸、オーギュスト・ぺレ
によって再建された都市ル・アーヴル、有名な建築家ル・コルビュジェの作品、
シャンパーニュのメゾンとカーヴやノール＝パ・ド・カレーの鉱床を紹介し、この
世界遺産めぐりを締めくくります。
日本語によるセミナー
Cette dernière séance du séminaire consacré aux sites culturels français classés 
au patrimoine mondial de l'UNESCO présentera, en costume de la première moitié 
du XXe siècle, les réalisations contemporaines majeures : les rives de Seine à Paris, 
avec la tour Eiffel, le Palais de Chaillot, les gares d'Austerlitz et de Lyon ou encore la 
nouvelle Bibliothèque Nationale de France, l'impressionnant projet urbain de la ville du 
Havre reconstruite au lendemain de la seconde guerre mondiale, l'œuvre du célèbre 
architecte Le Corbusier, les maisons et caves de Champagne et le bassin minier du 
Nord-Pas-de-Calais.
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

5. 現代
La période contemporaine

11 /8（金）
Vendredi 8 novembre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS06-A19 * 飲み物・おつまみ付き  Boisson et amuse-bouches 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

世界初のファッションショーとレザネフォール
Le premier défilé et les Années folles

11 /19（火）
Mardi 19 novembre

19:00-20:30 ¥2,500 ￥3,000

AS07-A19

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

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

ソルボンヌ大学考古学博士 
アンスティチュ・フランセ九州講師

フランスファッション史
A LA DÉCOUVERTE DE LA MODE FRANÇAISE
ファッションとは何でしょうか？ファッションとは新しさ、オリジナリティ、時に
は既存の秩序を否定するもの。規範や伝統を断ち切り、絶え間なく変化す
るもの。社会の進化をはかる貴重なバロメーター。
セミナー初回は、19世紀フランス・オートクチュールの始まりから、ランバン
（1889年）、シャネル（1910年）といったグランドメゾンの創業、パリをファッ
ションの都として決定づけた初のコレクション、そしてプレタポルテの出現によ
る20世紀初頭の流行の大衆化までを紹介していきます。
日本語によるセミナー

Qu'est-ce que la mode ? La mode, c'est la nouveauté, l'originalité, voire même la 
provocation et le rejet de l'ordre établi. En rupture avec les codes et les traditions, 
en perpétuel renouvellement, elle est un précieux indicateur de l'évolution de 
notre société.
Cette première séance vous présentera les débuts de la haute couture en France 
au XIXe siècle, avec la création des premières grandes maisons, telles Lanvin 
(1889) et Chanel (1910), et des premières collections qui font de Paris la capitale 
mondiale de la mode, puis sa démocratisation au début du XXe siècle avec l'arrivée 
du prêt-à-porter.
Séminaire en japonais

フランスにおける楽器史
LES INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN FRANCE
フランスで発明されたり、持ち込まれたりした楽器の歴史にふれるセミナー 
5回シリーズ。第 1回目は先史・古代に注目します。
先史時代の洞窟で発見されたフランス最古の楽器（骨製の笛、打楽器など）か
ら、ケルト時代の金管楽器カーニクス、全ヨーロッパに広がった古代ギリシャや
古代ローマで使われた楽器（ライアー、太鼓、ホーン、水オルガンなど）までを一
挙紹介。楽器の歴史的背景を学び、展示されたレプリカを見て、さらに音楽の
抜粋で音色を聴きながら、楽器史への理解を深めていきましょう。
日本語によるセミナー

Ce nouveau séminaire portera sur l'histoire des instruments de musique inventés 
ou importés en France. La première séance évoquera les époques préhistorique 
et antique et s'intéressera aux plus anciens instruments de musique connus tels 
que les flûtes en os et autres instruments à vent ou à percussion découverts 
dans les grottes préhistoriques, puis le carnyx gaulois et les instruments issus 
de la Grèce antique ou l'empire romain et répandus dans toute l'Europe, tels que 
lyres, tambours, trompes et hydraule. Les instruments seront présentés dans leur 
contexte, reproduction à l'appui pour certains, et avec extraits musicaux pour 
découvrir leurs sonorités. 
Séminaire en japonais

DR

DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

1 . 先史・古代
Préhistoire et Antiquité

12 /6（金）
Vendredi 6 décembre

19:00-20:30 ¥2,800 ¥3,500

AS08-A19 * 飲み物・おつまみ付き Boisson et amuse-bouches compris
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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、フランスで今年下
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。カトリーヌ・ドヌーヴ出演
の新作『Fête de Famille』やフランスの農業の世界を慈愛とユーモアで描い
た『Roxane』、また第72回カンヌ国際映画祭で話題となった作品などを紹介
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 le dernier film avec Catherine Deneuve, Fête 
de Famille, Roxane qui dépeint avec tendresse et humour le monde de l'agriculture 
en France, ainsi que les films qui ont fait sensation à la 72e édition du Festival de 
Cannes en 2019.
Atelier en japonais

DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

『Fête de famille』、カンヌ映画祭での話題作など
Les sorties du deuxième semestre 2019

12 / 7（土）
Samedi 7 décembre

16:00-17 :30 ¥1 ,000

AS09-A19

2019年下半期のフランス映画
LE CINÉMA FRANÇAIS EN 2019

フランス史 － フランスの国王 
HISTOIRE DE FRANCE — ROI DE FRANCE  
カロリング朝の後継者、シャルルマーニュは768年、フランク国の王に即位
します。好戦的な王として彼はザクセン族（現ドイツ）、ランゴバルド軍（イタリ
ア）、イスラム軍（スペイン）に対し遠征を重ね、各地で勝利を納めていきます。そ
れは800年にローマ教皇よりローマ皇帝の戴冠を受けるまで続きました。西
ヨーロッパの主要部分を支配し、現代国家に引き継がれる統治・政策の原型
を築いた事績は、後に彼を「ヨーロッパの父」と呼ばせることに。しかしカトリッ
クへの信仰心と教皇への忠誠心によってまとまっていたフランク王国は脆弱
で、814年に彼が死去すると分裂してしまいます。
日本語によるセミナー（フランス語資料配布）

Charlemagne, héritier des Carolingiens, accède au trône des Francs en 768. Roi 
guerrier, il mène une série de campagnes militaires victorieuses contre les Saxons 
(actuelle Allemagne), les Lombards (Italie) et les musulmans (Espagne) jusqu'à 
être couronné empereur à Rome par le pape en l'an 800. Cette domination sur 
la majeure partie de l'Europe occidentale et le fait d'avoir posé les principes de 
gouvernement dont ont hérité les Etats modernes lui ont valu d'être considéré 
comme le « Père de l'Europe ». Mais cette construction fragile, réconciliée par la foi 
catholique et l'allégeance au pape, vole en éclat après sa mort en 814.
Séminaire en japonais

シャルルマーニュ　 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

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

シャルルマーニュ (742-814) ̶  カール大帝
Charlemagne (742-814) - Le Grand

12 /12（木)
Jeudi 12 décembre

19:00-20:30 ¥2,800 * ¥3,500 *

AS10-A19  *飲み物・おつまみ付き  Boisson et amuse-bouches compris
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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
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092-712-0904）
 
Lieu : Espace conférences, 5e étage de 
l'Institut

Entrée gratuite

Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)

会場：JR博多駅前広場・賑わい交流空間
入場無料
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092-712-0904）
 
Lieu : Parvis de Hakata 

Entrée gratute

Renseignements : Institut  
(Tél. : 092-712-0904)

ラグビーワールドカップ 2019
COUPE DU MONDE DE RUGBY 2019
フランス試合ライブ放送
DIFFUSION DES MATCHES DE L'ÉQUIPE DE FRANCE
9月20日（金）～ 11月2日（土） 
Du vendredi 20 septembre au samedi 2 novembre

この秋、2023年のフランスでの開催を前に、日本でラグビーワールドカップが
開催されます。中でもフランスチームは九州に滞在し、福岡にてアメリカと、熊
本にてトンガと対戦します。決勝戦への出場権を得られれば、大分にて試合を
行います。アンスティチュ・フランセ九州はフランスチームの全ての試合のライブ
中継を放映し、ワールドカップを盛り上げていきます。会場ではドリンクバーを
オープン。私たちと一緒にレ・ブルーを応援しましょう！
Le Japon accueille la coupe du monde de rugby cet automne, avant la France en 
2023. L'équipe de France sera particulièrement présente dans le Kyushu et jouera 
contre les Etats-Unis à Fukuoka, contre Tonga à Kumamoto et, si elle se qualifie, son 
quart de finale à Oita. L'Institut célébrera bien sûr l'événement en retransmettant 
en direct sur une chaîne japonaise tous ses matches. Un bar sera ouvert pour 
l'occasion. Venez soutenir les Bleus avec nous !

ファン・ゾーン：フランス・スタンド
STAND FRANCE À LA FAN ZONE
10月2日（水）～5日（土）12 :00 -22 :00 
Du mercredi 2 au samedi 5 octobre, 12 h00 -22 h00

ラグビーワールドカップ2019福岡開催推進委員会とのパートナーシップによ
り、アンスティチュ・フランセ九州は、フランス対アメリカ戦の期間中に、博多駅
前広場にスタンドを設置。アンスティチュの講座、活動、サービス内容をはじめ、
フランスを知ることができる観光資料を設置します。ワインショップニコラのフラ
ンスワインを楽しむことができます。フランスに興味がありますか？だったら、私た
ちのスタンドへお越しください。
À l'invitation du comité d'organisation de la coupe du monde de rugby 2019 
à Fukuoka, l'Institut tiendra un stand France durant la période du match  
France – États-Unis dans la fan zone qui sera aménagée sur le grand parvis de 
Hakata. Vous y trouverez notre offre de cours, d'activités et de services, ainsi 
que des documents touristiques sur de nombreuses destinations à découvrir 
en France. Vous pourrez également y déguster une sélection de vins français au 
verre proposée par notre partenaire AES Japon. Envie de France ? Venez nous 
rendre visite.

試合日程：1 回戦
フランス対アルゼンチン：9月21日（土）16:15

フランス対アメリカ：10月2日（水）16:45

フランス対トンガ：10月6日（日）16:45

フランス対イギリス：10月 12日（土）17:15

Matches du 1er tour :
France – Argentine le 21 septembre à 
16h15
France – États-Unis le 2 octobre à 16h45
France – Tonga le 6 octobre à 16h45
France – Angleterre le 12 octobre à 17h15
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会場：福岡市美術館 
（福岡市中央区大濠公園 1-6）
観覧料：一般 1,500円（1,300円）、高大生
800円（600円）、小中生500円（300円）
※（　）内は前売りおよび 20名以上の団体、
満 65歳以上の割引料金。
お問い合わせ：福岡市美術館（Tel : 092-
714-6051［代表］）

《出現》 1876年頃　ギュスターヴ・モロー美術館蔵
© RMN-Grand Palais / René-Gabriel Ojéda / 

distributed by AMF

絵画
PEINTURE
ギュスターヴ・モロー展 －サロメと宿命
の女たち－
GUSTAVE MOREAU – SALOMÉ ET LES FEMMES 
FATALES
10月1日（火）～ 11月24日（日） 
Du mardi 1 er octobre au dimanche 24 novembre

象徴主義の巨匠ギュスターヴ・モロー（1826 -1898）は、神話や聖書に登場
する魅惑的な女性を描き、19世紀のファム・ファタル（宿命の女）のイメージを
形成しました。なかでも旧約聖書などに登場するサロメを描いた名作《出現》
は、次の象徴主義世代のルドン、作家のオスカー・ワイルドやワイルドの戯曲に
基づくオペラ『サロメ』にも多大な影響を与えました。本展では、ギュスターヴ・
モロー美術館の所蔵作品を紹介します。
※ 10 /19芸術サロン：ギュスターヴ・モロー展を観る前に（詳細はP21をご覧ください）

Grand maître du symbolisme, Gustave Moreau (1826-1898) a peint de nombreuses 
figures de femmes sensuelles d'inspiration mythologique ou biblique, notamment 
Salomé, personnage de l'Ancien Testament, dans L'Apparition. Cette toile 
influença fortement une génération de peintres tels que Redon, mais également 
l'écrivain Oscar Wilde ou encore le compositeur Richard Strauss, et apparaît 
comme la représentation absolue de la femme fatale à la fin du XIXe siècle. Cette 
grande exposition regroupe tableaux et documents issus des collections du Musée 
national Gustave Moreau à Paris.

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
配給：マーメイドフィルム／コピアポア・フィルム 
宣伝：VARELIA　協力：ゴーモン
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)

© Gaumont

映画
CINÉMA
ゴーモン 珠玉のフランス映画史
GAUMONT, LA BELLE HISTOIRE DU CINÉMA 
FRANÇAIS
10月25日（金）～ 11月13日（水） 
Du vendredi 25 octobre au mercredi 13 novembre

1895年にレオン・ゴーモンによって設立されたゴーモン社は、映画史における
名だたる監督たちの作品を手掛け、今日では新たな才能と成功で映画界に貢
献しています。2015年にパリで、2018年に横浜で開催された「ゴーモン 珠玉
のフランス映画史」展とゴーモン社の時代を超える作品を広島の映画ファンに
お届けします。現在でもなお輝き続ける世界最古の映画制作会社の傑作を発
見、再発見する機会となるでしょう。
Fondée par Léon Gaumont (photo) en 1895, Gaumont poursuit son aventure 
cinématographique à travers les générations de cinéastes et contribue toujours 
aujourd'hui à enrichir le cinéma français de nouveaux talents et de nouveaux 
succès. Après celles présentées à Paris en 2015, et à Yokohama en 2018, 
une exposition intitulée Gaumont, la belle histoire du cinéma français et une 
rétrospective de films Gaumont, grands classiques qui illustrent cette épopée 
sur plus d'un siècle, seront proposées aux cinéphiles de Hiroshima. L'occasion de 
découvrir ou redécouvrir l'histoire et les productions emblématiques de la plus 
ancienne société de cinéma encore en activité au monde.
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読書の秋 2019
FEUILLES D'AUTOMNE 2019

10月14日（月・祝）14 :00 -15 :30 
Lundi 14 octobre, 14 h00 -15 h30

アングレーム国際漫画祭において金のフォーヴ最優秀作品賞を2回受賞す
るという快挙を遂げたバンド・デシネ作家にして、映画監督でもあるリアド・ 
サトゥフ。1978年生まれで幼年期をリビア・シリア・フランスで過しました。 
自伝的作品『未来のアラブ人－中東の子ども時代（1978－1984）』（鵜野孝
紀訳、花伝社）の日本語版刊行を記念して、リアド・サトゥフとパリを最もよく知
る日本の漫画家じゃんぽ～る西との対談を行います（日本語逐次通訳付き）。
対談に先立ち、アンスティチュ・フランセ九州にて10月8日（火）19時よリ、 
リアド・サトゥフ監督の『女性の王国のジャッキー』を上映します。
Riad Sattouf est auteur de bande dessinée et réalisateur. Né en 1978, il étudie les 
arts appliqués à Nantes et le cinéma d'animation à Paris, à l'école des Gobelins. Il 
est un des rares auteurs à avoir remporté à deux reprises le Fauve d'Or du meilleur 
album de l'année au festival d'Angoulême (Pascal Brutal 3 en 2010 et L'Arabe du 
futur 1 en 2015). À l'occasion de la parution aux Éditions Kadensha de L'Arabe du 
futur 1, qui relate son enfance entre la Syrie paternelle et la Bretagne maternelle, 
Riad Sattouf dialoguera avec  le plus parisien des mangaka, Jean-Paul Nishi. Par 
ailleurs, l'Institut organisera la projection avec sous-titrage japonais de Jacky au 
royaume des filles, dernier film de Riad Sattouf, le mardi 8 octobre à 19h.

リアド・サトゥフとじゃんぽ～る西との対話： 
文化を通して自分を語る
DIALOGUE ENTRE RIAD SATTOUF ET JEAN-PAUL 
NISHI : "SE RACONTER À TRAVERS LES CULTURES"

カメル・ダーウドを迎えて
RENCONTRE AVEC KAMEL DAOUD
11月12日（火）13 :30 -15 :00 
Mardi 12 novembre, 13 h30 -15 h00

1970年アルジェリア生まれのカメル・ダーウドはフランス語新聞『オラン日報』
のジャーナリスト。2014年に出版された小説『もうひとつの『異邦人』ムルソー
再捜査』はゴンクール賞の最終選考まで残っている。本作品はアルベール・カ
ミュの『異邦人』でムルソーによって殺害された「アラブ人」の弟が紡ぐもうひと
つの物語。著者カメル・ダーウドと水声社から出版された日本語訳の訳者であ
る鵜戸聡鹿児島大学准教授をお迎えし、対談を行います。司会進行と通訳は
和田光昌西南学院大学教授。対談後は、著者と西南学院大学大学院修士課
程の学生との意見交換を行います。
Né en Algérie en 1970, Kamel Daoud est journaliste au Quotidien d'Oran, l'un des 
principaux journaux francophones du pays. En 2014, il est finaliste du Prix Goncourt 
pour un premier roman, Meursault, contre-enquête, qui donne la parole au frère 
de « l'Arabe » assassiné par Meursault dans L'Étranger d'Albert Camus. Mitsumasa 
Wada, directeur du département de français de l'Université Seinan Gakuin, 
assurera la modération et l'interprétation de la rencontre. Elle verra Kamel Daoud 
dialoguer avec Satoshi Udo, professeur à l'Université de Kagoshima et traducteur 
de son ouvrage en japonais pour les Éditions Suiseisha, avant que quatre étudiants 
de master ne s'adressent à l'auteur.

会場：北九州市漫画ミュージアム イベントコーナー
（北九州市小倉北区浅野 2-14-5あるあるCity6階）
参加無料・要予約（入館料が必要：一般 480円 / 
中高生 240円 / 小学生 120円）
主催：アンスティチュ･フランセ九州、 
北九州市漫画ミュージアム
お問い合わせ・ご予約：北九州市漫画ミュージアム
（Tel : 093-512-5077）

会場：西南コミュニティーセンター 
（福岡市早良区西新 6-2-92）
参加無料・要予約
主催：アンスティチュ･フランセ九州、 
西南学院大学
お問い合わせ・ご予約：アンスティチュ・フランセ九州 
（Tel : 092-712-0904）

© Renaud Monfourny / Allary Éditions

© Renaud Monfourny
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現代アート
ART CONTEMPORAIN
クリスチャン・ボルタンスキー ― Lifetime
CHRISTIEN BOLTANSKI – LIFETIME

2019年 10月18日（金） ～ 2020年 1月5日（日） 
Vendredi 18 octobre 2019 au dimanche 5 janvier 2020

クリスチャン・ボルタンスキーは、1944年生まれの現代のフランスを代表する
アーティストです。彼の作品は、記憶、死や不在などをテーマとし、写真、光や
映像を使ったインスタレーションといった様々な表現手法により制作されて
います。1970年代初めにドクメンタ Documentaで注目されて以来、世界中
で作品を発表し続けるボルタンスキー。長崎県美術館で開催される国内最大
規模の回顧展では、50年にわたる様々な試みを振り返ります。自らを「空間の
アーティスト」と呼ぶボルタンスキーが美術館の空間をひとつの作品に変貌さ
せます。10月18日（金）11 :00より、クリステャン・ボルタンスキーによるアーティ
スト・トークを開催します。
Christian Boltanski, né en 1944, est l'un des artistes français majeurs. Son travail 
se caractérise progressivement par la combinaison de la photographie, de la vidéo, 
de l'installation et de la lumière pour créer des pièces sobres et profondes sur la 
mémoire, la mort et l'absence. Au début des années 70, il est invité à Documenta 
et expose depuis dans le monde entier. La grande rétrospective que présente le 
Musée préfectoral d'art de Nagasaki revient sur ses 50 années d'activité. Christian 
Boltanski en a lui-même conçu la scénographie comme une installation adaptée aux 
espaces du lieu. À l'occasion de l'ouverture de l'exposition le 18 octobre, Christian 
Boltanski donnera une conférence à 11h00.

会場：長崎県美術館（長崎市出島町 2-1）
観覧料：一般 1,400円（1,200円）、大学生・
70歳以上 1,100円（900円）、高校生以下 
無料
※ (　)内は前売りおよび 15名以上の団体
割引料金。
※障害者手帳保持者及び介護者１名までは
５割減額。
※当日に限り再入場可。
※前売券の販売は 8月中旬～ 10月 17日
（木）まで。
お問い合わせ：長崎県美術館 
（Tel : 095-833-2110［代表］）

《ミステリオス》 2017 / ビデオプロジェクション（HD、約 12 時間）、 
3 面のスクリーン / 作家蔵
Misterios , 2017 , Collection of the artist
© Christian Boltanski / ADAGP, Paris, 2019 , photo by 
Angelika Markul 

《アニミタス（チリ）》2014 / ビデオプロジェクション（HD、13時間 16秒）、干草、苔、花 / 作家蔵
Animitas - Chili , 2014 , Collection of the artist

© Christian Boltanski / ADAGP, Paris, 2019 , photo by Amparo Irarrázaval
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現代サーカス
NOUVEAU CIRQUE
カンパニールーブリエ「Drop Shadows 
かげのしずく」
CIE L'OUBLIÉ(E) « DROP SHADOWS » 
10月26日（土）13 :00 / 16 :00 予定 
Samedi 26 octobre, 13 h00 / 16 h00

カンパニー XY2017年の公演の成功を経て、福岡市文化芸術振興財団と
アンスティチュ・フランセ九州の新たなコラボレーションによりフランスの現代
サーカスを紹介します。演出・振付を務めるラファエル・ボワテルを中心に設
立されたカンパニールーブリエが、福岡市の姉妹都市ボルドー市からやって
きます。『La bête noire（黒い獣）』の抜粋で構成される未発表のプログラム
をお届けします。ボワテル自身が曲芸師であったという過去に戻り、カンパニー
（チャイニーズ・ポール、綱わたり、ダンス）のダンサーによるアクロバット、空中
パフォーマンスという原点に戻ります。お見逃しなく！
Après le succès du spectacle de la compagnie XY en octobre 2017, la Fondation de 
la Ville de Fukuoka pour la promotion des arts et de la culture et l'Institut collaborent 
à nouveau pour présenter du nouveau cirque français. 
La compagnie L'Oublié(e), créée par la metteuse en scène et chorégraphe 
Raphaëlle Boitel, vient de Bordeaux, ville jumelle de Fukuoka, et proposera 
spécialement ici un programme inédit composé d'extraits de La bête noire, solo 
où elle-même revient sur son passé de contorsionniste, et de performances 
aériennes et acrobatiques des interprètes de la compagnie (mât chinois, corde, 
danse). À ne pas rater !

© Pierre Planchenault 

会場：ぽんプラザホール（福岡市博多区祇園
町 8-3）
料金：一般 2,500円、子ども 1,000円（18
歳以下）
チケット取扱い：チケットぴあ：Pコード
【496-365】、ローソンチケット：Lコード
【84260】
主催：（公財）福岡市文化芸術振興財団、福
岡市
お問い合わせ：（公財）福岡市文化芸術振興
財団（Tel : 092-263-6265 平日9:30～
17:00）

© Pierre Planchenault 
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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： あちらこちら文学散歩  
アルテュール・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
10月5日、26日、11月16日、30日、12月7日 
毎回 土曜 15:00-16:00
Les samedis 5 et 26 octobre, 16 et 30 novembre, 7 décembre  
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

　文学カフェ  Café littéraire

あちらこちら文学散歩～アルテュール・ランボーの足跡をたどって
PROMENADE LITTÉRAIRE AVEC RIMBAUD
10月25日（金）19:00-20:00   Vendredi 25 octobre, 19h00-20h00

ランボー・シリーズ第二弾。今回は、ランボーにゆかりのある場所を自らも詩人であるムッシュー・イモトがご案内します。 
ランボーが住んでいた小さな通り、ヴェルレーヌにピストルで撃たれたホテル、入り浸ったカフェや居酒屋など、文学的にも
フランス観光案内としても面白いテーマが満載。当日に限り特別価格で著書『太陽を灼いた青年』を販売予定。
Motoyoshi Imoto vous emmènera à la découverte des lieux liés au souvenir de Rimbaud : la petite ruelle où il vécut, 
l'hôtel dans lequel Verlaine lui a tiré dessus, les cafés et restaurants qu'il fréquantait...
En participant à cet atelier, vous aurez l'impression de vous promener avec Rimbaud dans Paris !
講師：井本元義（詩人）　Animé par Motoyoshi Imoto, poète M-1

　文学カフェ  Café littéraire

ナポレオンと文学
NAPOLÉON DANS LA LITTÉRATURE
11月29日（金）19:00-20:00   Vendredi 29 novembre, 19h00-20h00

スタンダール『赤と黒』、ユゴー『レ・ミゼラブル』をはじめ、多くの文学作品にナポレオン（1769-1821）が登場します。ナポ
レオンが文学に与えた影響、また文学によって形作られたナポレオンのイメージを生誕250周年を機に取り上げます。
Déjà légendaire de son vivant, Napoléon fait son apparition dans de nombreuses œuvres écrites après sa mort :  
Le Rouge et le Noir de Stendhal, Les Misérables de Victor Hugo, et plus récemment, La Bataille de Patrick Rambaud. 
Kensaku vous invite à découvrir l'influence de l'Empereur dans la littérature française.
講師：倉方健作（九州大学言語文化研究院准教授）　Animé par Kensaku Kurakata, maître de conférences à l'Université de Kyushu 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

フランスの祝い菓子
LA PÂTISSERIE DE FÊTE EN FRANCE
12月13日（金）19:00-20:00   Vendredi 13 décembre, 19h00-20h00

12月になると、パティスリーはノエル一色に。フランスの宗教行事にまつわる祝い菓子を魅力あふれる本を通して紹介しながら
アルザス地方やプロヴァンス地方などを巡ります。山本ゆりこさんがお届けする甘くて楽しい時間を是非ご一緒に！
Lorsque Noël approche, les pâtisseries se décorent et s'embellissent ! Yuriko Yamamoto vous racontera les 
pâtisseries traditionnelles des fêtes religieuses françaises, tout en vous faisant découvrir des régions telles que 
l'Alsace et la Provence. Profitons ensemble d'une heure douce et sucrée !
講師：山本ゆりこ（菓子・料理研究家）　Animé par Yuriko Yamamoto, auteure culinaire M-3

 要予約 / Réservation nécessaire

© Yuriko YAMAMOTO

DR

DR

終了しました
Terminé
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カレンダー
CALENDRIER 秋学期：2019年10月5日（土）～12月21日（土）

フランス語 . . . . . . . . . P2～ 17

こどもプログラム . . P18～ 19

文

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 語   秋期講座登録受付（9/17-30）

18
19
20 文  フレンチ・ポップス

21
語   フランス語入門デー

  ラグビーワールドカップ2019 
フランス戦ライブ放送

22
23

24
語   フランス語無料体験レッスン
文  フランスワイン巡り

25 語   フランス語無料体験レッスン

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）
語   DELF秋季試験出願受付締切

 
29

30 語   フランス政府奨学金留学制度 
（文系）募集締切

10月 OCTOBRE
1 文   ギュスターヴ・モロー展

（10/1-11/24）

2
  ラグビーワールドカップ2019 
フランス戦ライブ放送 
ファン・ゾーン：フランススタン
ド（10/2-5）

3
4
5  

6   ラグビーワールドカップ2019 
フランス戦ライブ放送

7
8
9
10
11 文  フレンチ・ポップス

12

  こどものためのアトリエ 
（お話と遊び）

文  ようこそ、蜂の世界へ
  ラグビーワールドカップ2019 
フランス戦ライブ放送

13

14 文   リアド・サトゥフと 
じゃんぽ～る西との対話

15 文  フランスワイン巡り
16
17

18 文   クリスチャン・ボルタンスキー展
（10/18-1/5）

19 文  芸術サロン
20
21
22

23

24

25
  文学カフェ

文   ゴーモン 珠玉のフランス映画史
（10/25-11/13）

26

  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
文   カンパニールーブリエ「Drop 

Shadows かげのしずく」
 

27
28

29
語   TCF（一般）秋季試験出願
受付締切

文  フランスワイン巡り
30
31

11月 NOVEMBRE
1
2 語   DELF A1/B1秋季試験

3 語   DELF A2/B2秋季試験

4
5
6
7
8 文  フランスの世界文化遺産めぐり

9
  こどものためのアトリエ 
（お話と遊び）

文  西洋美術史
10
11

12
文  カメル・ダーウドを迎えて
文  フランスワイン巡り

13
14
15 文  フレンチ・ポップス

16
  親子シネマ

文  西洋美術史
 

17
18
19 文  フランスファッション史

20

21
22
23
24
25
26 文  フランスワイン巡り
27
28 文  フランス美術史

29
語   TCF（一般）秋季試験

  文学カフェ

30

  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
 

12月 DÉCEMBRE
1

2

3
4
5 文  フランス美術史
6 文  フランスにおける楽器史

7
文  2019年下半期のフランス映画

 
8

9
10 文  フランスワイン巡り
11

12
文  フランス美術史
文  フランス史

13   カフェ・グルマンディーズ

14
15
16
17
18
19 文  フランス美術史
20 文  フレンチ・ポップス
21
22  全館休館（12/22-1/3）

23
24

25

26
27
28
29
30
31

語

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

フランス文化. . . . .P20～29

メディアテーク . . . P30～31 カフェ・デ・ザミ . . . . . . . . P31



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：クリスチャン・ボルタンスキー / 《黄昏》2015 / ソケット、電球、電気コード / 作家蔵

Couverture : Christian Boltanski, Crépuscule, 2015

© Christian Boltanski / ADAGP, Paris, 2019, © Oude Kerk, Amsterdam, photo by Gert Jan Van Rooij

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

洋食ビストロむろ屋（中呉服町） 
コーヒー 1杯プレゼント L   
グラスワイン1杯かコーヒー 1杯プレゼント D

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




