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Chers amis,

J'ai le plaisir de vous annoncer que le printemps sera festif 
à l'Institut français du Kyushu !

La Journée Portes Ouvertes du 28 mars vous permettra 
de découvrir l'offre de cours de la rentrée, variée, 
renouvelée, adaptée à la diversité de nos publics. Des 
cours d'essai, des séminaires et ateliers, des activités 
dédiées aux enfants et des stands de dégustation de 
spécialités gastronomiques françaises vous attendent !

Plusieurs événements musicaux exceptionnels vous 
seront proposés au cours de cette session : 3 grands 
musiciens classiques interpréteront, en trio piano-violon-
violoncelle, des airs de compositeurs français, et nous 
fêterons tous ensemble la Musique le 20 juin ! 

Le Festival du film français, les 27, 28 et 29 juin, marquera 
comme chaque année un temps fort pour les passionnés 
de cinéma, dont les habitués du Ciné-club qui se poursuit, 
avec deux projections mensuelles.

La bande dessinée sera également mise à l'honneur, 
avec des ateliers animés par Isabelle SIMLER, auteure et 
illustratrice française, les 2 et 3 avril à la Médiathèque, ainsi 
qu'une exposition à l'Institut, dès le 10 avril, d'œuvres de 
dessinateurs français, avec une touche de réalité virtuelle : 
venez nombreux vivre cette expérience unique ! 

Et pour que la fête soit complète : un concours national 
avec un billet d’avion pour la France et de nombreux lots 
à gagner, et un concours photo sur Instragram…à vous 
de jouer !

Je vous souhaite un magnifique printemps, au rythme des 
moments forts de l'Institut français du Kyushu.
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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

アンスティチュ・フランセ九州はとても賑やかな春を
皆様にお届けします！
3月28日（土）のフレンチ・オープンデーは、春学
期の多彩な講座を一足先にご紹介する一日。 
フランス語無料体験レッスン、アトリエ・セミナー、お
子さま向けプログラム、フランス美食スタンドなどを
ご用意して皆様をお迎えします！
春から夏にかけては、素晴らしい音楽イベントを開
催します。ヴァイオリン、チェロ、ピアノの3人の日本
人演奏家によるオール・フランス・プログラムの演奏
会、6月20日（土）にはフランス発の音楽祭フェット・
ド・ラ・ミュージックも！
そして毎年恒例となったフランス映画祭が6月27日
（土）、28日（日）、29日（月）の日程で開催されま
す。アンスティチュのシネクラブの常連さんをはじめ
全てのシネフィルに素晴らしい映画をお届けします。
書籍やバンド・デシネ関連では、日本でも翻訳が出
ている絵本作家のイザベル・シムレールをお迎えし
て、お子様から大人まで楽しめるワークショップを
行います。他にも拡張現実を用いた展覧会もお楽し
みに！
最後に、全国のアンスティチュ・フランセの春学期フ
ランス語講座受講登録者の中からANA日本–パリ
間往復航空券が 1名様に当たります！
アンスティチュ・フランセ九州で豊かな時間を共有
し、素敵な春をお過ごしください。

フランス文化
CULTURE
20 アトリエ・セミナー
 ATELIERS ET SÉMINAIRES

25 九州国立博物館
 MUSÉE NATIONAL DE KYUSHU

26 青少年
 JEUNESSE

27 映画
 CINÉMA

28 デジタル・ショック
 DIGITAL CHOC

29 音楽
 MUSIQUE

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

2020年春学期

4月4日（土） ～ 6月27日（土）

4 /29（水・祝）は授業を行います。
4 /30（木）～ 5 /6（水）は全館休館となり、建物内にお入りになれません。
6 /6（土）は DELF・DALF試験実施のため、全講座休講となります。

登録受付

3月16日（月） ～ 3月28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が、受付・メディアテーク業
務はお休みとなります。

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

 ╚ 台風などの自然災害やその他の理由で公共交通機関
が停止した場合、または特別警報や避難指示が発令さ
れた場合、授業は中止となります。

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

受講料

フランス語講座
グループレッスン受講料

1時間あたり
1 ,975円 ～

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

初めて登録される方
写真 1枚（4×3 cm）、年会費、受講料（テキストを使用す
る講座に登録される方はテキスト代）を窓口にお持ちくだ
さい。
引き続いて登録手続きをされる方
受講生カードと受講料を窓口にお持ちください。なお、年
会費の期限が過ぎている方は所定の更新料が必要とな
ります。

 ╚ 年会費・受講料のお支払いは全額、前納していただくこ
とになっております。

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

3月28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、3月28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）

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

講師が面談し、クラス選択のアドバイスを行います。

入門者向け 
体験レッスン

11 :00 -11 :45

全くフランス語が初めての方対象
13 :00 -13 :45

15 :00 -15 :45

17:00 -17:45

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

  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5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。

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

   入門者向け
3月25日（水 ）   19 :00 -20 :00　 
3月 27日（金）   1 1 :00 - 1 2 :00

   お子さま向け （対象：5～ 12歳、経験者でも未経験者でも）
3月14 日（土 ）  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。

フランチ 
オープンデー

フランス語 
無料体験 
レッスン

初登録の方は年会費が無料！

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

3月28日（土） 
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講師紹介
ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Johan ALTIERI-LECA
クスクス料理をお勧めします。
羊や牛などの肉とひよこ豆や野菜をスパイスで
煮込んだものを、クスクスと一緒に食べます。 

Frédéric CHARRUAULT
ヴァンデ県の白いんげん豆、モジェットがお勧め
です。トーストしたパンにバターを塗り、ニンニク
を擦りつけ、その上にモジェットをのせるだけで
完成です。 

Stéphane CLAIR
豚の血と脂によるブーダンノワール。腸詰される
前に味付けされ、ブイヨンで煮ます。地域によっ
てレシピは異なりますが、リンゴやオニオンを添
えます。もっとも古いシャルキュトリーの一つであ
り、最も鉄分豊富な食べ物の一つでもあります。

Hélène DE GROOTE
Joue de bœuf au madère、牛頬肉のマデー
ラワイン煮込み。
休日に、家族と、友人とあるいは一人で楽しめる
料理です。 Bon appétit ! 

Yoann DIOT
田舎風で親しまれているラクレットです。シャル
キュトリー（サラミ、生ハム等）に、ラクレット
チーズ、ジャガイモ、小たまねぎ、そしてペッ
パー。ジュラ産シャルドネワインやプイィ・フュ
イッセとともに。

Laurence FUJISHIMA-SUTRA
ラクレットをするのがとても好きです！チーズを
溶かして、シャルキュトリー（ハム、パンチェッタ
等）とジャガイモ、ピクルスと一緒に頂きます。美
味しくて、とても盛り上がります！ 

Fabien GANDRILLON
プレフ。細かく刻んだ新鮮なニンニクとコショウ
を練りこんだバターを挟んだ種無しパンです。 
 

Régis LACIAK
友達や家族と一緒にチ一ズフォンデュ (fondue 
savoyarde)をおすすめします。材料は：チ一ズ 
(ボーフォール・コンテ・エメンタル )、白ワイン、キ
ルシュ、ニンニク、バゲット、卵黄。 Bon appétit !

Vincent LEFRANÇOIS
マスタードソースのアンドゥイユ、フライドポテト
添え。日本で見つけることがほぼ不可能な料理
で、時折フランスに帰るだけの理由があります。
 

Xavier MICHEL-TANAKA
アンディーブ・オ・ジャンボンが大好きです！アン
ディーブ（チコリー）を茹でてからハムで巻き、ベ
シャメルソースをたっぷりかけて、その上にピザ
チーズを乗せます。最後にオーブンで焼いて、グラ
タンに。冬の料理で、簡単ですごく美味しいです！

Sébastien PLAUT
子供の時からよく食べるキッシュが大好きです。
種類はいろいろありますが一番おすすめはサー
モンとほうれん草が入っているキッシュです。
Saumon et épinards ! ミアム・ミアム ! 

Jean-Marc PORTALES
Merci monsieur Parmentier ! フランスの家庭
料理のグラタン「アッシュ・パルマンティエ」です。
簡単に作れて、おいしくて、身体も温まるので、オ
ススメですよ！

Bernard TORRES
ピサラディエールはニースのスペシャリテ。玉ね
ぎ、黒オリーブ、アンチョビを使ったタルトです。そ
の料理名はアンチョビからきています。日本でも
とても簡単に作れます。 

Audrey VERGNES
私はラタトゥイユをオススメします！ラタトゥイユ
は南フランスの野菜たっぷりの料理です。オニオ
ン、ニンニク、ズッキーニ、ペッパー、ナス、トマトと
バジルが入って、夏は冷たく、冬は温かく食べら
れるから好きです。

今おススメのフランス料理
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 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
フランス語を全く習ったことがない方へ、テキスト不要の身軽で楽しいお試し3回コース。

1 10Da フランス語超入門 1 J. ALTIERI 水 19:00-21 :00 6h ¥1 1 ,850

1 10Db フランス語超入門 2 F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 6h ¥1 1 ,850

1 10Dc フランス語超入門 3 J.M. PORTALES 土 16:30-18:30 6h ¥1 1 ,850

講座期間 ： 4 /4～ 4 /24  全3回

Spirale

日本語訳付きのテキストを使用するので、初心者が安心して学ぶことができます。

A1-1
「フランス語超入門」を終えた方や、ブランクがあり再度出直したい方向けの8回コース。

1 1 1 Sa Spirale 1 課～ J. ALTIERI 水 19:00-21 :00 16h ¥31 ,600

1 1 1 Sb Spirale 1 課～ F. GANDRILLON 金 10:30-12:30 16h ¥31 ,600

1 1 1 Sc Spirale 1 課～ J.M. PORTALES 土 16:30-18:30 16h ¥31 ,600

講座期間 ： 4 /25～ 6 /27  全8回

1 12Sd Spirale 3 課～ A. VERGNES 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 12Se Spirale 3 課～ X. MICHEL-TANAKA 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 12Sf Spirale 7 課～ B. TORRES 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

1 1 1 Sg Spirale 1 1 課～ F. GANDRILLON 金 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

1 1 1 Sh Spirale 14 課～ F. GANDRILLON 土 15:30-17:00 16.5h ¥32,590

A1-2
1 12Si Spirale 15 課～ F. GANDRILLON 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

1 1 1 Sj Spirale 18 課～ F. CHARRUAULT 土 14:00-15:30 16.5h ¥32,590

1 12Sk Spirale 20 課～ R. LACIAK 火 19:00-21 :00 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。
212Ta Le nouveau taxi ! 1 1 課～ X. MICHEL-TANAKA 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

212Tb Le nouveau taxi ! 1 9 課～ V. LEFRANÇOIS 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

212Tc Le nouveau taxi ! 1 10課～ A. VERGNES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

211Td Le nouveau taxi ! 1 14課～ F. GANDRILLON 火 19:00-20:30 16.5h ¥32,590

212Te Le nouveau taxi ! 1 30課～ R. LACIAK 木 10:30-12:30 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。

212R 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。テキスト以外にも様々
な音声資料やビデオを使うことで、総合力のアップに役立ちます。
新 312Ta Le nouveau taxi ! 2 1 課～ X. MICHEL-TANAKA 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

312Tb Le nouveau taxi ! 2 5 課～ F. CHARRUAULT 土 16:30-18:30 22h ¥43,450

312Tc Le nouveau taxi ! 2 5 課～ B. TORRES 火 19:00-21 :00 22h ¥43,450

312Td Le nouveau taxi ! 2 9 課～ B. TORRES 月 14:00-16:00 22h ¥43,450

312Te Le nouveau taxi ! 2 10 課～ J.M. PORTALES 月 19:00-21 :00 22h ¥43,450

312Tf Le nouveau taxi ! 2 16 課～ F. CHARRUAULT 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

312Tg Le nouveau taxi ! 2 20 課～ F. GANDRILLON 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

312Th Le nouveau taxi ! 2 26 課～ F. GANDRILLON 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

312Ti Le nouveau taxi ! 2 32 課～ S. CLAIR 土 14:00-16:00 22h ¥43,450

312Tj Le nouveau taxi ! 2 35 課～ J.M. PORTALES 
F. CHARRUAULT 金 19:00-21 :00 22h ¥43,450

Saison 2

中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。

新 312Sa Saison 2 1 課～ F. GANDRILLON 金 13:00-15:00 22h ¥43,450

312Sb Saison 2 1 課～ 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。

312Ra 中級の復習 J.M. PORTALES 金 10:30-12:30 22h ¥43,450

312Rb 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。

312Ca Clés pour la France R. LACIAK 水 10:30-12:30 22h ¥43,450

312Cb Clés pour la France S. PLAUT 水 14:00-16:00 22h ¥43,450

312Cc 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。

412S Saison 3 7 課～ 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

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。

322Pa コミュニケーション 1 B. TORRES 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

322Pb コミュニケーション 2 B. TORRES 木 10:30-12:30 22h ¥43,450

322Pc コミュニケーション 3 B. TORRES 土 10:30-12:30 22h ¥43,450

422Pd コミュニケーション 4 B. TORRES 月 10:00-12:00 22h ¥43,450

422Pe 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。 

322Aa ニュースで学ぶフランス語 1 (B1+) F. CHARRUAULT 木 19:00-21 :00 22h ¥43,450

421 Ab 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

422Ac ニュースで学ぶフランス語 3 (B2+) S. PLAUT 土 13:00-15:00 22h ¥43,450

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。
422Ca 文化とルポルタージュ 1 S. PLAUT 水 19:00-21 :00 22h ¥43,450

422Cb 文化とルポルタージュ 2 S. PLAUT 木 10:00-12:00 22h ¥43,450

422Cc 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 s'exprimer

ニュースについてプレゼンテーションしたり記事を読んだりしながら、表現方法を身につけ会話力をブラッシュアップしていきます。 
421 L ニュースで鍛える会話力 S. CLAIR 木 10:30-12:00 16.5h ¥32,590

B2
中上級

B2+

中上級以上

B2+

中上級以上

B1+

中級以上

らくらくフランス語読書   Lisons en français facile !

フランス語で本を読んでみませんか？やさしいフランス語で書かれた本を通じ、読解力を高めていきます。また、グループワー
クで会話やライティングにつなげ、発信力もつけていきます。現代の作家からユーゴ、ヴェルヌ、ドゥマ、ペローなどの有名作
家の作品を取り上げます。
新 220F らくらくフランス語読書 J. ALTIERI 木 10:30-12:00 7.5h ¥14,810

講座日： 5 /28、6 /4、1 1、18、25　毎週木曜全5回  

発音   Prononciation

正しい発音抜きにフランス語を理解してもらうことはできません。学期毎に設定される様々な課題に沿ってトレーニングし、
自然で美しい発音を身につけていきます。
新 120R 発音 V. Lefrançois 土 15:45-17:15 7.5h ¥14,810

講座日： 5 / 16、23、30、6 / 13、20　毎回土曜全5回  

B2+

中上級以上

A2
初級

A1
入門

A2
初級
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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+

中上級以上
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。  

421 T 翻訳と表現 S. CLAIR 木 18:15-19:45 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。

422B 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。
420H フランス語で哲学入門 Y. DIOT 水 19:00-20:30 7.5h ¥14,810

講座日： 5 /2 7、6 /3、10、1 7、24　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。

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

春学期 2020通信・オンライン講座
アンスティチュ・フランセ日本の

パソコン、タブレット、スマートフォンパソコン、タブレット、スマートフォン スカイプ /電話

添削指導による通信教育

オンラインプライベートレッスン
通信講座

オンライン講座
パソコン、タブレット、スマートフォン

オンライン講座
パソコン、タブレット、スマートフォン

定期的に学校に通うことができない方、通学講座には通っているけれど、学習の補足をしたい方など、
場所と時間を選ばない通信・オンライン講座を是非ご検討ください。入門から上級レベルまで＊1

対応、バラエティに富んだ講座＊2に加え、3つの学習方法をお選びいただけます。

＊1　それぞれのフランス語学習習得レベルに応じて、入門（初心者）から上級コース （A1-C1）まで選べます。レベル分けの
 詳細は、通信・オンライン講座のサイトの「オンライン・レベルチェック」で！
＊2　 講座の種類 • 総合フランス語 • ビジネスフランス語 • 会話レッスン • 読解・作文強化 • 聞き取り強化 • 文法とディクテ
  • 翻訳（仏文和訳・和文仏訳） • 試験対策 • 観光ガイド • ガストロノミー・フランスの食文化

tsushin@institutfrancais.jp☎ 03-5206-2860 www.institutfrancais.jp/distance
通信・オンライン

通信広告202011-A5half.pdf   1   2020/01/30   15:00

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 234F 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 334F 会話プラス フレックス (B1) 1 1 h ¥33,000 *

少人数 434F 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。

230Q 日常会話を楽しむ L. FUJISHIMA-SUTRA 火 10:30-12:00 7.5h ¥14,810

講座日：5 /26、6 /2、9、16、23　毎週火曜全5回

フランス語で演じましょう！   Jouons la comédie en français !

演劇はお好きですか？フランスの演劇作品をベースに、時代を差し替えてみたり異なる結末にしてみたり…想像力を駆使し
た自由なストーリー展開で演じてみましょう！ 楽しみながら、フランス語の発音と口頭表現力を磨いていきます。
新 230T 演じて学ぶフランス語 A. VERGNES 火 19:00-20:30 7.5h ¥14,810

講座日：5 / 19、26、6 /2、9、16　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。

332C 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。

432D 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。

531 P ニュース討論 B. TORRES 土 13:30-15:00 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

B1
中級

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？

140E フランス・エクスプレス Y. DIOT 水 14:30-16:00 7.5h ¥14,810

講座日：5 /2 7、6 /3、10、1 7、24　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5回コースとなります。   4/22 びっくりかぼちゃのスープ、5/13オニオンのキッシュ、
5 /27 野菜のジャルディニエール、6 /10鶏とアーティチョークの芯、6 /24 ココナツのフラン

240R 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。

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

今日は何の日？   Un jour, une Histoire

 フランスや日本で、その日何が起こったのか？暦から歴史的な出来事を振り返ります。歴史の知識を深めつつ、中級からの
フランス語の語彙や文法を強化していきます。
新 241 H 今日は何の日？ X. MICHEL-TANAKA 金 19:00-20:30 7.5h ¥14,810

講座日：4 /24、5 /8、22、6 /5、19　隔週金曜全5回

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『エディット・ピアフ～愛の讃歌』。

340F 映画で学ぶフランス語 A. VERGNES 木 19:00-20:30 7.5h ¥14,810

講座日：5 /28、6 /4、1 1、18、25　毎週木曜全5回

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。

341 A アートから生まれる会話 J. ALTIERI-LECA 火 14:30-16:00 16.5h ¥32,590

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。

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

文学で学ぶ表現力   Littérature et expression  

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。

540L 文学で学ぶ表現力 J. ALTIERI-LECA 木 19:00-21 :00 10h ¥19,750

講座日：4 /23、5 / 7、2 1、6 /4、18　隔週木曜全5回

A2
初級

A2
初級

A2
初級

A1
入門

C2
上級

C1
上級

B2
中上級

会
話

文
化
で
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ぶ
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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－オリンピック2020 
Omotenashi en français – JO 2020 　
間もなく始まるオリンピック、今後も日本での大きなスポーツイベントが目白押しです。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」に特化した集中講座（昼の部・夜の部）をご用意しました。状況に対応した
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。

Ev@lang付

250A

6/23 （火） フランス語圏ビジターへの応対：要望を聞き理解する

A. VERGNES
S. PLAUT

昼の部 
14:30-16:30
夜の部 

19:00-21 :00

8h ¥16,000 ¥19,000
6/24 （水） 場所の案内：位置や道のりなど

6/25 （木） 料理や飲食店の案内：ジャンルや予算など

6/26 （金） レジャーや観光案内：アドバイスや推薦など

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  
 ※ 回数券は購入から 6ヵ月間有効

• 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/

B1
中級

A2
初級

Ev@langは、ご自宅で自身のフランス語レベルが測れるオン
ラインテスト。アンスティチュは、おもてなし集中講座にこちら
のテストを付けることをお勧めします。

年会費不要 Sans adhésion
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毎年行なわれる欧州留学フェアは今年で9回目を迎えます。
フランスを含むヨーロッパ各国から
数十の高等教育機関の代表者が来日し、
直接留学相談ができる絶好のチャンスです！
高校生から社会人まで、どなたでも参加可能で、入場は無料。
事前申込みをしていただければ素敵なプレゼントがもらえるチャンスも！
ぜひこの機会に理想の留学を実現する第一歩を踏み出してください！

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！

CAMPUS
FRANCE

欧州留学フェア 2020

5月16日（土）  東京　＠法政大学薩埵ホール
5月17日（日）  京都　＠同志社大学良心館

CONTACT

日程

www.ehef-japan.org

フランスの教育機関に直接会える！ 

printemps2020_IMP.pdf   1   2020/02/05   8:12

資格試験準備
PRÉPARATION AUX EXAMENS

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、 P14 -15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 164F 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 264F DELF A2 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

少人数 364F DELF B1 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

少人数 464F DELF B2 フレックス 1 1 h ¥33,000 *

イントロダクションDELF-DALF Introduction au DELF-DALF　
DELF-DALFに合格するために独学で勉強をするのは容易ではありません。春季DELF-DALF合格を目指して短時間で
集中的に合格に必要なテクニックを実践的に学びましょう！ 

160Pa DELF A1 J.M PORTALES 5/ 12（火） 19:00-21 :00 2h ¥4,000

160Pb DELF A2 J.M PORTALES 5/ 19（火） 19:00-21 :00 2h ¥4,000

160Pc DELF B1 A. VERGNES 5/ 16（土） 16h30-19h30 3h ¥6,000

160Pd DELF B2 A. VERGNES 5/23（土） 16h30-19h30 3h ¥6,000

B2
中上級

A1
入門

Ev@langは、ご自宅で自身のフランス語レベルが測れるオンラインテスト。DELF DALF
を受験するけどどのレベルを受験しようか...とお悩みの方にお薦めです。（料金￥3000）

年会費不要 Sans adhésion
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2020年度の募集は締め切りました。 
沢山のご応募どうもありがとうございました。

言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・
フランセ九州の
授業のレベル

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。
必要なのはB 1レベルです（ただし文学、言語学、哲学、法学の分野では
B2が必要）。
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

2020年度 春季試験日程 出願受付期間：    
2月28日（金）～4月24日（金） 17時まで

筆記試験 口述試験 受験料

DELF A1 6月6日（土） 6月6日（土） ¥9,900

DELF A2 6月7日（日） 6月7日（日） ¥1 1 ,000

DELF B1 6月6日（土） 6月6日（土） ¥13 ,000

DELF B2 6月7日（日） 6月7日（日） ¥15 ,000

DALF C1 * 6月6日（土） 6月8日（月） ¥20,000

DALF C2 * 6月7日（日） 6月8日（月） ¥22 ,000

TCF （一般）
試験日 出願締切 受験料

必須試験

7月 17日（金） 6月 17 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

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 13 をご覧ください。



コンクール
CONCOURS

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

協賛：

1. 初心者向け

第33回 初心者のための九州フランス語コンクール

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

日程：2020年6月28日（日）
応募締切：2020年6月20日（土）
会場：アンスティチュ・フランセ九州
対象： 九州でフランス語を学んでいる全ての方で、学習時間

300時間以内の方
優勝：福岡-パリ往復航空券（時期などの制約あり）
主催： アンスティチュ・フランセ九州、長崎外国語大学、大分日

仏協会、西南学院大学、福岡大学、福岡女子大学、広島
大学

後援：在日フランス大使館 /アンスティチュ・フランセ日本

2. 初級～上級者向け

第22回 ボルドー・福岡 姉妹都市 フランス語スピーチコンテスト

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

日程：2020年5月23日（土）　
応募締切：2020年5月16日（土）
会場：アンスティチュ・フランセ九州
対象：九州在住のフランス語初級（A2）以上の方全て
優勝： 福岡-ボルドー往復航空券とアリアンス・フランセーズ・ 

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

福岡市
後援： 在日フランス大使館 /アンスティチュ・フランセ日本、 

ボルドー市、アリアンス・フランセーズ・ボルドー /アキ
テーヌ

A2
初級

A1
入門

A2+

初級以上
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こどもプログラム
PROGRAMME ENFANTS
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フランス語を母国語とする子供たちのための新企画
Une nouveauté à l'Institut français Japon - Kyushu !

この春学期から、アンスティチュ・フランセ九州は5歳～
10歳のフランス語を母国語とする子供のための特別クラ
スをご提案します。毎週土曜日の午後に1クラス（10～ 15
名）を開設。フランス語での読み、書き、コミュニケーション
を徹底して学ぶトータル3時間のクラスです。日本での学
校教育を受けている子供が対象です。

À partir de cette session de printemps, l'Institut 
propose une offre spécifique, dédiée aux enfants 
francophones de 5 à 10 ans : une classe unique 
(entre 10 et 15 élèves), chaque samedi après-
midi, pour 3 heures d'apprentissage de la lecture, 
de l 'écriture et des échanges exclusivement 
en français pour des enfants scolarisés dans le 
système scolaire japonais.

新

受講条件：  フランス語での基本的な口頭で表現の理解
ができること。

目的：  子供たちにフランス語の読み書きを習得さ
せ、口頭表現をさらに発展させる。

料金： 36 ,000円（2020年4月、5月、6月）

Conditions d'accès à ce cours :  
  maîtrise et compréhension de la 

langue française orale de base.
Objectif :   permettre aux enfants d'acquérir la 

lecture et l'écriture françaises, et de 
développer leur expression orale

Tarif :   36 000 yens / trimestre  
(avril, mai, juin 2020 )
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アクティビティやグループワークを通じて、楽
しくフランス語を学びます。

Des cours basés sur des activités ludiques 
et stimulantes pour apprendre le français 
en s'amusant.

A1
入門

A1+

入門以上

こどものためのテキスト『レ・ルスティック』のメソッドに
沿って授業を展開します。ゲームやグループワークを通
じて、楽しみながらフランス語の「話す」「聞く」「読む」
「書く」の４技能を伸ばしていきます。各レベル4学期か
けて修了します。

Ces cours uti l isent la méthode « Les Loustics » . 
Spécifiquement conçue pour de jeunes apprenants, 
elle propose un univers joyeux et ludique. Les enfants 
apprennent le français parlé et le français écrit, 
développent leurs capacités en communication et en 
interaction et les pratiquent dans le cadre d'activités 
s t i m u l a n t e s . C h a q u e n i v e a u s e c o m p l è t e e n 
4 sessions.

3月14日（土）11 :00 - 12 :00
〇 対象 :5歳～ 12歳
〇 体験レッスンは保護者さまも見学できます

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

  無料体験レッスン開催

総合フランス語
FRANÇAIS GÉNÉRAL

17B 小学生初級クラス  Les Loustics 1 - Elémentaire 1 課～ 土  Samedi 15:10-16:10 1 1 h ¥21 ,730

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

27D 小学生上級クラス　Avancé 土  Samedi 17:30-18:30 1 1 h ¥21 ,730

フランスの小学生とのレター交換などの交流
活動で、生きたフランス語を学びます。

Un programme d'échange de lettres avec 
des écoliers français pour vivre le français.

レべルの異なるクラスで、フランス語の基礎
を学びます。

Une progression sur différents niveaux 
pour acquérir les bases du français.

A2
初級

1
2
3

講師はジョアン
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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

幼児のためのフランス語（対象：3～5歳）  
Français pour les tout petits 3-5 ans  

小さいお子さまの、初めてのフランス語体験にぴったり
のアトリエ。年齢に適した遊びを取り入れたアトリエで、
子どもたちは楽しみながら初めてのフランス語を発見し
ます。

Cet atelier propose une première expérience du 
français pour les tous petits. I ls découvrent leurs 
premiers mots de français par des activités ludiques 
adaptées à leur âge.

AEJ01

自己紹介とアルファベット 
Présentations et alphabet 

4/4 (土） 
Samedi 4 avri

10:30-1 1 :30 5h ￥10,000

数と動物 （1） 
Nombres et animaux (1)

4/25 (土） 
Samedi 25 avril

数と動物 （2） 
Nombres et animaux (2)

5/16 (土） 
Samedi 16 mai

色と果物 （1） 
Couleurs et fruits (1)

5/30 (土） 
Samedi 30 mai

色と果物 （2） 
Couleurs et fruits (2)

6/13 (土） 
Samedi 13 juin

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 トゥールーズ・ロートレック：デッサンとコラージュ 
Dessin et collage avec Lautrec

4/11 (土） 
Samedi 11 avril 10:15-1 1 :45 ¥3,000*

* 画材費込み  Matériaux compris

こ
ど
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
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昨年、炎によりノートルダム大聖堂の数世紀来の屋根組みが焼失し、その構
造の堅固さがおびやかされました。パリで一番の観光スポットである大聖堂が、
ノートルダム史上最悪な火災に見舞われてから早一年。大聖堂にオマージュ
を込めて、火災の起こった4月15日に特別セミナーを開催します。大聖堂の模
型、彫刻やステンドグラスの複製をご覧いただきながら、講師が大聖堂の建設
や歴史を紹介、火災の状況と今後の再建計画について解説していきます。
日本語によるセミナー

Il y a un an, les flammes emportaient la charpente séculaire et menaçaient la 
stabilité structurelle de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le site le plus visité de 
Paris subissait un grave incendie qui restera à jamais gravé dans son histoire. Un 
an après jour pour jour, ce séminaire en hommage à la cathédrale présentera sa 
construction et son histoire, mais aussi les circonstances de l'incendie et les projets 
à venir. Maquettes, reproductions de statues et de vitraux de la cathédrale seront 
également présentées.
Séminaire en japonais

 DR

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

ソルボンヌ大学考古学博士 
アンスティチュ・フランセ九州講師

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、火災から1年
Notre-Dame de Paris, un an après l'incendie

4/15（水） 
Mercredi 15 avril

19:00-20:30 ¥2,500 ¥3,000

AS01-P20 

特別セミナー：パリのノートルダム大聖堂、火災から1年
SÉMINAIRE SPÉCIAL - NOTRE-DAME DE PARIS, UN AN APRÈS L'INCENDIE

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

Live特集
Le grand studio RTL 2020

4/17（金） 
Vendredi 17avril

19:00-21 :00 ¥1 ,000

おもしろPV特集
Clips originaux 

5/15（金） 
Vendredi 15 mai

19:00-21 :00 ¥1 ,000

2020年のベスト①
 Le best of de 2020 ①

6/19（金） 
Vendredi 19 juin

19:00-21 :00 ¥1 ,000

AS02-P20

アトリエ ・ セミナー
ATELIERS ET SÉMINAIRES

※  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。
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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とフロマージュ
Vins du Nord et fromages

4/14（火） 
Mardi 14 avril

19:00-20:30

￥5,000*

￥21 ,000* ￥23,500*

フランス中部のワイン ブルゴーニュ
Vins du Midi, Bourgogne

4/28（火）
 Mardi 28 avril

￥5,000*

フランス南部のワイン ローヌとプロヴァンス
Vins du Sud, Rhône et Provence

5/12（火） 
Mardi 12 mai

￥5,000*

フランス南西部のワインとショコラ
Vins du Sud-Ouest et chocolats 

5/26（火）
Mardi 26 mai

￥5,000*

フランスワインとジョージアワイン
Vins français et vins géorgiens

6/9（火）
 Mardi 9 juin

￥5,000*

AS04-P20 ※ 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。
毎回フランスワインの基本的な品種5種を、ブラインドテイスティングで試飲。
ワインの香り、味わいの表現方法を学んでいきます。初めてワインを学ばれる方
にも、ソムリエ呼称認定試験を受験される方にも対応しているクラスです。
Tomomi Yoshimura est une sommelière professionnelle ayant séjourné dans 
plusieurs pays producteurs. A chaque cours vous dégusterez 5 vins de bases à 
l'aveugle. Vous apprendrez les expressions nécessaires pour décrire les parfums 
et les goûts des vins.  Ce cours s'adresse aussi bien aux débutants qu'à ceux qui 
préparent le test de certification de sommelier. 

ウイヨーさん直伝：パン作りの秘訣
LES SECRETS DE M. HOUILLOT,  
LE BOULANGER FRANÇAIS
プロ直伝、本場のパン作りを学びに来ませんか？福岡のブランジュリー 
「ダム・ド・フランス」のパン職人、あのアンドレ・ウイヨー氏が、アンスティチュに
戻って来てくれました。パンをこよなく愛する皆さまに、パン製法の秘訣をデモ
ンストレーションでお届けいたします。パンにまつわる日仏の違いや役立つ話
も必聴。楽しい試食の時間となること間違いなしです。
日本語によるアトリエ

Venez apprendre à fabriquer un pain maison auprès d'un professionnel. M. André 
HOUILLOT, artisan connu à Fukuoka pour la boulangerie « Dames de France », est 
de retour à l'Institut pour vous livrer ses secrets de fabrication par la démonstration. 
Ne manquez pas ses anecdotes sur les différentes habitudes concernant le pain au 
Japon et en France. Moment convivial assuré lors de la dégustation.
Atelier en japonais 

講師： アンドレ・ウイヨー   
André Houillot

2000年フランス農事功労章受章 
1980年代に、日本にフランスのパンを広
めたパン職人

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

くるみのパン
Pain aux noix

5/20（水）
 Mercredi 20 mai 

14:00-16:00 ¥2,800 * ¥3,300 *

パン・ド・カンパーニュ
Pain de campagne

6/17（水）
Mercredi 17 juin

14:00-16:00 ¥2,800 * ¥3,300 *

AS03-P20 * 試食付き
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この春も、パリは多彩な展覧会が目白押しです。「ジェームズ・ティソ展」で19
世紀の女性の華やかな衣装を鑑賞した後に、世界最古のファッション雑誌
「ハーパーズ・バザー展」で、20世紀ファッションの流れを辿ることも、3 Dに
よる体感型展覧会で古代都市ポンペイを訪れたり、シュルレアリスムの画家キ
リコの世界に浸ることも出来ます。パリから気軽に訪ねることができる地方や
国外のアートイベントもお伝えします。
Ce printemps encore, Paris sera animée de diverses expositions.  Après avoir 
apprécié les magnifiques costumes féminins du XIXe siècle grâce à l'exposition 
James Tissot, nous pourrons suivre le mouvement de la mode du XXe lors de 
l'exposition Harper's BAZAAR, consacrée au plus ancien magazine de mode du 
monde. Enfin, nous pourrons nous promener dans les rues de la ville antique de 
Pompéi grâce à une exposition numérique immersive ou encore nous plonger 
dans le monde surréaliste de Chirico. Vous découvrirez également quelques 
événements artistiques ayant lieu dans la région ou en-dehors du pays.

今期から始まるこのシリーズでは、フランスを中心とするヨーロッパの住居と
室内装飾の歴史を、豊富な絵画資料についての解説を交えながら紐解いてい
きます。
間取り、壁面装飾、家具、調度から、食卓を彩る磁器やガラスまで、住環境や
様々なモノの変遷を辿りながら、お気に入りの室内を演出するヒントを見つけ
てください。
Dans cette nouvelle série, vous découvrirez l'histoire de l'architecture et de la 
décoration intérieure des maisons européennes grâce à de nombreux documents 
et peintures. De la distribution des pièces, la décoration murale et l'ameublement 
aux verres et porcelaines ornant les tables, en observant les changements dans les 
habitations, découvrez comment décorer une pièce à votre goût.

芸術サロン：2020年春アート・シーン
SALON DES BEAUX-ARTS 

芸術サロン 特別編 :  
住居と室内装飾の歴史 
SPÉCIAL SALON DES BEAUX-ARTS

講師：小栁由紀子　Yukiko Koyanagi

芸術工学博士 
2015年フランス教育功労章受章 
エコール・ド・ルーヴル出身

講師：小栁由紀子　Yukiko Koyanagi

芸術工学博士 
2015年フランス教育功労章受章 
エコール・ド・ルーヴル出身

ジェームズ・ティソ 『10月』 DR

ヤン・ファン・エイク 『洗礼者聖ヨハネの誕生』 DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

2020年春アート・シーン
Scène des arts en printemps 2020

5/9（土）
Samedi 9 mai

14:30-16:00 ¥3,300 * ¥3,800 *

AS05-P20 * 飲み物・デザート付き Boisson et dessert compris

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

中世・ルネサンス ①
Histoire de la décoration d'intérieur du Moyen Âge à la Renaissance ①

5/16（土） 
Samedi 16 mai

14:30-16:00 ¥3,300 * ¥3,800 *

AS06-P20 * 飲み物・デザート付き Boisson et dessert compris

新
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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：4/18、25、5/30、6/13 
Samedis 18, 25 avril, 30 mai et 13 juin

13:00-14:00 ¥8,000 ¥8,700

フランス美術史： ル・ナン
Histoire de l'art français : Le Nain

毎週木曜：6/4、11、18、25
Jeudis 4, 11 , 18 et 25 juin

19:00-20:00 ¥8,000 ¥8,700

AS07-P20

講師：小栁由紀子  Yukiko Koyanagi 

芸術工学博士 
2015年フランス教育功労章受章 
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」
北イタリアのマントヴァにあるパラッツォ・デル・テを中心に観ていきます。フェ
デリコ2世・ゴンザーガの離宮の造営にあたり、ジュリオ・ロマーノは宮廷芸術
家として、建物、庭園の設計から内部装飾に至るまですべてを統括しました。
Nous nous concentrerons sur le Palazzo del Te qui se trouve à Mantoue, dans le 
nord de l'Italie. Lorsqu'il servait de résidence impériale à Federico II Gonzaga, Giulio 
Romano a, en tant que peintre de cour, unifié toute la décoration du palais, des 
bâtiments et jardins à la décoration des pièces.

フランス美術史 HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS

「ル・ナン」
19世紀半ばにJ.H.シャンフルーリによって再発見されたル・ナン三兄弟は、現
在は「農民画家」として有名ですが、生前はルイ13世の宮廷の庇護を受け、宗
教画、神話画、寓意画、肖像画など数多くの注文を受けて活躍しました。ル・ナ
ン兄弟の多岐にわたる作品を観ていきます。
Les frères Le Nain, redécouverts au milieu du XIXe siècle par J.H. Champfleury, 
sont connus aujourd'hui pour leurs peintures paysannes mais, lorsqu'ils étaient 
encore en vie, ils étaient sous la protection du roi Louis XIII et étaient demandés 
pour de nombreuses peintures religieuses, mythologiques, allégoriques, ou encore 
des portraits. Nous étudierons des œuvres représentant les diverses facettes des 
frères Le Nain.

ジュリオ・ロマーノ 『パラッツォ・デル・テ』 DR

ルイ・ル・ナン 『バッコスとアリアドネ』（部分） DR

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、フランスで今年上
半期に話題になった作品をピックアップしてお伝えします。
監督や俳優について説明した後に、予告編を鑑賞。大ヒット映画『エール』の
監督の新作や、『最強のふたり』の大スターOmar Syの新しい映画、そして 
第73回カンヌ映画祭ノミネート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 2020 avec au programme le dernier film du réalisateur de "La Famille 
Bélier", mais aussi "Le Prince Oublié" avec la star de "Intouchables" : Omar Sy ainsi 
que les films qui ont fait sensation à la 73e édition du Festival de Cannes en 2020.
Atelier en japonais

DR

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

受講料
Tarif

2020年上半期のフランス映画
Les sorties du premier semestre 2020

6/13 （土）
Samedi 13 juin

16:00-17 :30 ¥1 ,000

AS08-P20

2020年上半期のフランス映画
LE CINÉMA FRANÇAIS EN 2020
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テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

1960年～ 1980年代：ファションの解放
Des années 60 aux années 80 : la libération de la mode

6/23 （火）
 Mardi 23 juin

19:00-20:30 ¥2,500 ￥3,000

AS10-P20

フランスファッション史
À LA DÉCOUVERTE DE LA MODE FRANÇAISE
斬新でエキセントリックなファッション（色・形・丈）が出現した60年代。それ
はどのように女性を解放し、既存の常識を覆していったのでしょうか。80年代
後半まで続く変遷の流れを見ていきましょう。また70年代を代表するジェーン・
バーキン、カトリーヌ・ドヌーヴ、フランソワーズ・アルディといった「スターレッ
ト」と呼ばれた女優たちと、その後突如生まれて躍進したスーパーモデルたち
が、世間に与えた影響についてもお話します。
日本語によるセミナー

Venez découvrir comment la mode des années 60 a libéré le corps de la femme et 
cassé les codes avec de nouvelles couleurs, de nouvelles coupes et de nouvelles 
longueurs excentriques qui continueront à se réinventer jusqu'à la fin des années 
80. Vous découvrirez également le début des phénomènes des actrices "starlettes" 
des années 70, comme Jane Birkin, Catherine Deneuve ou encore Françoise Hardy, 
et la "starification" des top-modèles.
Séminaire en japonais

DR

講師： オドレー・ヴェルニュ　 
Audrey Vergnes

アンスティチュ・フランセ九州講師

テーマ 
Thème

日程 
Date

時間
Heure

CF会員
Membres du CF

一般
Général

3. ルネサンス・バロック期
La Renaissance et la période baroque

5/29（金）
 Vendredi 29 mai

19:00-20:30 ¥2,800 ¥3,500

AS09-P20 * 飲み物・おつまみ付き Boisson et amuse-bouches compris

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3回目は、ルネサンス・バロック期の楽器を紹介します。この時代で
は様 な々発見により多数の新しい楽器が発達し、ヴィオラ・ダ・ガンバ、バイオリ
ン、チェンバロ、手回しオルガン等が出現します。また、作曲家と共に、有名な楽器
製作者が名声を得はじめる時代です。楽器の歴史的背景を学び、展示された本
物の楽器やレプリカを見て、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 séminaire portera sur l'histoire des instruments de musique inventés ou 
importés en France.  La troisième séance évoquera la Renaissance et la période 
baroque. Cette période connait un foisonnement de découvertes qui contribue 
au développement de nombreux nouveaux instruments. On voit alors apparaître 
la viole de gambe, le violon, le clavecin ou encore l'orgue de barbarie. C'est aussi 
la période où, en plus des compositeurs, les facteurs d'instruments commencent 
à gagner une certaine notoriété. 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

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

ソルボンヌ大学考古学博士 
アンスティチュ・フランセ九州講師
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文化イベント
ÉVÈNEMENTS

フランス・スタンド
STAND FRANCE

3月3日（火）～ 15日（日） 
Du mardi 3 au dimanche 15 mars 

現在、九州国立博物館で開催中の特
別展「フランス絵画の精華」に関連し、
フランス政府公式機関のアンスティ
チュ・フランセ九州の活動を通して、フ
ランス文化ををご紹介します。
À l'occasion de l'exposition « La splendeur 
des peintures françaises » au Musée 
National de Kyushu, l'équipe de l'Institut 
français du Japon – Kyushu se tiendra 
à la disposition du public, dans le grand 
hall, et présentera la langue et la culture 
françaises à travers plusieurs activités.

展覧会「放浪」
EXPOSITION « VAGABONDAGES »

3月3日（火）～ 15日（日） 
Du mardi 3 au dimanche 15 mars 

1991年より福岡県に在住するヴァ
ンサン・ルフランソワが九州を舞台
にしたバンド・デシネ作品を通して
日本文化の詩的な側面を描き、こ
の国のアイデンティティの在り処を
感じさせる情景へと読者をお連れ
します。
Résident à Fukuoka depuis 1991, 
Vincent Lefrançois témoigne de ses 
rencontres à travers le Kyushu dans 
des histoires en bande dessinée 
qui mettent en valeur la dimension 
poétique de la culture japonaise et 
invitent le lecteur à se questionner sur 
ce qui fait l'identité de ce pays.

九州国立博物館  MUSÉE NATIONAL DE KYUSHU

© Vincent Lefrançois

会場：九州国立博物館エントランスホール 
（太宰府市石坂4 -7-2）
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 : Musée national de Kyushu  
(4-7-2 Ishizaka, Dazaifu)
Entrée gratuite
Renseignements :  
Institut (Tél. : 092-712-0904)

会場：九州国立博物館 1 F研修室 
（太宰府市石坂4 -7-2）
参加無料
定員：当日先着60名
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ九州
（Tel : 092 -712 -0904）

Lieu : Musée national du Kyushu  
(4-7-2 Ishizaka, Dazaifu)
Entrée gratuite, 60 places
Renseignements :  
Institut (Tél. : 092-712-0904)

特別展「フランス絵画の精華」関連講演会
CONFÉRENCES ASSOCIÉES À L'EXPOSITION « SPLENDEUR DE LA 
PEINTURS FRANÇAISE »

アンスティチュ・フランセ九州で講座を持つ各分野の専門家による講演会です。
L'Institut français du Japon - Kyushu vous proposera une série de conférences par 
des spécialistes.

3月8日（日）13 :30 -14 :30 
Dimanche 8 mars,  
13 h30 -14 h30

フランス絵画のなかの 
女性たち
Les femmes dans la 
peinture française
講師：小栁由紀子 
（芸術工学博士、 
フランス教育功労章受賞、 
エコール・ド・ルーヴル出身）
Conférence par 
Yukiko Koyanagi

3月13日（金）13 :30 -14 :30 
Vendredi 13 mars,  
13 h30 -14 h30

文学から絵画へ、 
絵画から文学へ
De la littérature à la 
peinture, de la peinture à 
la littérature
講師：倉方健作 
（九州大学言語文化研究院准教授）

Conférence par 
Kensaku Kurakata

3月15日（日）13 :30 -14 :30 
Dimanche 15 mars, 
13 h30 -14 h30

近代・近世フランスの 
魅力
Les charmes de la 
France du XVIIe au 
XIXe siècles
講師：グザヴィエ・ミシェル田中 
（ソルボンヌ大学考古学博士）

Conférence par  
Xavier Michel-Tanaka

ポール・ボドリー ≪ウェヌスの化粧≫
1858年、ボルドー美術館
©Musée des Beaux-Arts, Bordeaux, photo F.Deval
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青少年  JEUNESSE

絵本作家イザベル・シムレールを迎えて
RENCONTRE AVEC ISABELLE SIMLER

3月7日（土）～4月3日（金） 展示 
4月2日（木）・3日（金） アトリエ
Exposition : du samedi 7 mars au vendredi 3 avril 
Ateliers : jeudi 2 et vendredi 3 avril

ストラスブール装飾美術学校出身で作家、イラストレーターとして活躍するイ
ザベル・シムレール。アニメーション界でキャリアを重ねた後、2012年以来、と
りわけ青少年文学の分野において活動の幅を広げています。作品は日本でも
『あおのじかん』（当パンフレットの表紙にも使用）など複数の作品が翻訳さ
れています。アンスティチュ・フランセ九州は、3月にシムレールのイラストを数展
セレクトして館内で展示、4月2日と3日には作家ご本人をお迎えしてお子様
から大人まで楽しめるアトリエを開催します。
協力：岩波書店

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle Simler est auteure et 
illustratrice pour l'édition et la presse. Après avoir travaillé plusieurs années dans 
le domaine de l'animation, en tant que réalisatrice, scénariste et illustratrice, elle 
se consacre depuis 2012 plus particulièrement à la littérature jeunesse. Plusieurs 
de ses ouvrages ont été traduits au Japon, dont Heure bleue (en couverture de 
cette brochure). L'Institut français du Japon - Kyushu est particulièrement heureux 
d'exposer ses œuvres tout au long du mois de mars, et de l'accueillir pour des 
ateliers de dessin proposés spécialement aux enfants le 2 avril, et à tous le 3 avril...
un événement à ne pas manquer !
En collaboration avec Iwanami Shoten

展示会場：3Fメディアテーク・4F廊下
アトリエ：5Fギャラリー
入場無料・アトリエは要予約
お問い合せ・ご予約： 
アンスティチュ・フランセ九州  
(Tel：092-712-0904)

 
Exposition :  
Médiathèque, 3e étage / Couloir,  
4e étage de l'Institut 

Ateliers :  
Galerie, 5e étage de l'Institut 

Entrée gratuite, réservation nécessaire 
pour les ateliers

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

© Isabelle Simler, Éditions courtes et longues, 2015

© Isabelle Simler, Éditions courtes et longues, 2015

4月2日（木）
15:30-17:00 アトリエ 
「ギャラリー鳥」
17:00-18:00  
サイン会＆交流会
対象：5歳以上・定員 12名

3日（金）
14:30-15:30 アトリエ 
「コレクション虫」
16:00-17:00 アトリエ 
「コレクション羽」
17:00-18:00 サイン会＆交流会
対象：7 歳以上・定員 12名

Jeudi 2 avril

15h30-17h00 Atelier  
« Galerie d'oiseaux »

17h00-18h00 Séance de 
dédicace et rencontre

À partir de 5 ans, 12 places

Vendredi 3 avril

14h30-15h30 Atelier  
« Collection d'insectes »

16h00-17h00 Atelier  
« Collection de plumes »

17h00-18h00 Séance de 
dédicace et rencontre

À partir de 7 ans, 12 places
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映画  CINÉMA 

シネクラブ
CINÉ-CLUB

映画ファンにお届けする日本語字幕付き上映会。春のシネクラブは、クラシック
名画とコメディの2作品をセレクトしました。上映会の後には、アンスティチュ・
フランセ九州の館長と一緒にドリンクを飲みながら映画について気軽におしゃ
べりを楽しみましょう。今シーズンはフランコフォニー月間にちなみ、カナダとベ
ルギーの映画も特別上映します。お楽しみに！
Le ciné-club est désormais un rendez-vous incontournable pour les passionnés 
de cinéma. Pour la session de printemps, nous avons choisi de vous proposer 2 
films, un grand classique du cinéma français et une comédie, bien sûr tous sous-
titrés en japonais. Les séances seront suivies d'une discussion avec le directeur de 
l'Institut, sur le thème évoqué dans chaque film. Bonus Cinéma, pour le mois de la 
Francophonie : un film québécois et un film belge. Venez nombreux !

会場：５F多目的ホール
料金：クラブ・フランス会員 800円 /  
一般 1,000円（1ドリンク付）
お問い合せ・ご予約： 
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 

Tarifs : membre du Club France 800 
yens / Général 1.000 yens  
(une boisson offerte) 

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

3月26日（木）19 :00 
Jeudi 26 mars, 19 h00

© 2018 Iota Production / LFP – Les Films Pelléas / RTBF / 　　　　 
Auvergne-Rhöne-Alpes Cinéma　　　　

『パパは奮闘中！』 
[2018年 /100分 /ドラマ/フランス・ベルギー ] 
監督・脚本： ギヨーム・セネズ
出演： ロマン・デュリス、レティシア・ドッシュ、ロール・カラミー

Nos batailles 
(2018 /100 min/comédie dramatique/France-Belgique)
Réalisateur : Guillaume Senez
Avec : Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy

4月16日（木）19 :00・22日（水）14 :00 
Jeudi 16 avril, 19h00 et mercredi 22 avril, 14h00

DR　　　　

『さよなら、退屈なレオニー』 
[2018年 /96分 /青春・ドラマ/カナダ ]
監督： セバスチャン・ピロット
出演： カレル・トレンブレイ、ピエール＝リュック・ブリラント

La disparition des lucioles
(2018 /96 min/Adolescence-drame/Canada)
Réalisateur : Sébastien Pilote
Avec : Karelle Tremblay, Pierre-Luc Brillant

5月21日（木）19 :00・28日（木）14 :00 
Jeudi 21 mai, 19 h00 et jeudi 28 mai, 14 h00

DR　　　　

『大いなる幻影』 
[1937年 /114分 /戦争・ドラマ/フランス]
監督：ジャン・ルノワール
出演：ジャン・ギャバン、ピエール・フレネー、マルセル・ダリオ

La grande illusion
(1937/114 min/Guerre-drame/France)
Réalisateur : Jean Renoir
Avec : Jean Gabin, Pierre Fresnay, Marcel Dalio

6月12日（金）19 :00・18日（木）14 :00 
Vendredi 12 juin, 19h00 et jeudi 18 juin, 14h00

 DR　　　　

『ロックンロール』 
[2017年 /123分 /コメディ /フランス]
監督：ギヨーム・カネ
出演：ギヨーム・カネ、マリオン・コティヤール、ジル・ルルーシュ

Rock'n Roll
(2017/123 min/Comédie/France)
Réalisateur : Guillaume Canet,
Avec : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
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デジタル・ショック  DIGITAL CHOC

ギヨミット『盗賊ハンター』展
LA CHASSE AUX BRIGANDS, EXPOSITION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE DE 
GUILLAUMIT

4月10日（金）～29日（水） 
Du vendredi 10 au mercredi 29 avril

フランスのイラストレータ達が参加し、拡張現実を用いたバンド・デシネの展
覧会『盗賊ハンター』展を開催します。
作画：アヌーク・リカール、ピエール・フェレロ、ピエール・ラ・ポリス、ロクサー
ヌ・リュムレ、アデル・フロスト、ダッチ、ギヨミット、チボー・グレーズ
展覧会コーディネート：ギヨミット
アンスティチュ・フランセ九州のギャラリーでARの隠れ家を探して、盗賊たちと
その魔法の力を見つけ出そう！
 
La Chasse aux brigands, c'est une exposition dédiée à la bande 
dessinée, en réalité augmentée, avec des dessins réalisés par 
des illustrateurs français : Anouk Ricard, Pierre La Police, Roxane 
Lumeret, Thibaut Gleize, Duch, Adèle Frost, Pierre Ferrero, Lou-
Andréa Lassalle et Guillaumit, le créateur du projet.

Venez v ivre une expér ience art ist ique unique, en f lashant 
les œuvres exposées dans la Galerie de l ' Institut avec votre 
smartphone et en découvrant les animations qui se cachent 
derrière les dessins !

Guillaumit © Renaud Monfourny

オープニングパーティー：4月 10日（金）18:00

会場：５Fギャラリー
入場無料
お問い合せ： 
アンスティチュ・フランセ九州  
(Tel：092-712-0904)

Vernissage : vendredi 10 avril, 18h00

Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut 

Entrée gratuite

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

音楽サロン
LES CONCERTS DE L'INSTITUT

4月25日（土） 19 :00 -20 :30 
Samedi 25 avril, 19 h00 -20 h30

この春からアンスティチュ・フランセ九州でオール・フランス・プログラムを演奏
する音楽サロンがスタートします。第一回目は、ヴァイオリン、チェロ、ピアノで
サン＝サーンス、ドビュッシー、フォーレの作品をお届けします。素敵な演奏の
後は、飲み物を飲みながら演奏者や来場者との交流の時間を設けています。 
最後までごゆっくりアンスティチュの音楽サロンをお楽しみください。
L'Institut français du Japon - Kyushu a le plaisir de vous proposer une série de 
concerts de musique classique française à partir du printemps 2020.
Premier concert : samedi 25 avril, avec des airs de Camille Saint-Saëns, Claude 
Debussy et Gabriel Fauré interprétés par Tomomi Motomura (violon), Akiho Noda 
(violoncelle) et Maki Yasumura (piano).

C.サン＝サーンス：ロマンス Op.36
C. Saint-Saëns : Romance Op.36

C.サン＝サーンス：白鳥
C. Saint-Saëns : Le cygne

F.プーランク：メランコリー
F. Poulenc : Mélancolie (piano)

C.ドビュッシー：月の光
C. Debussy : Clair de lune (piano)

C.ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女
C. Debussy : La fille aux cheveux de lin

G.フォーレ：子守唄Op.16
G. Fauré : Berceuse Op.16

G.フォーレ：ピアノ三重奏曲二短調Op.120より 
第2楽章

G. Fauré : Trio pour piano en ré mineur, 2e mouvement 

ヴァイオリン：元村友美 チェロ：野田昭穂 ピアノ：安村真紀
Violon : Tomomi Motomura Violoncelle : Akiho Noda Piano : Maki Yasumura

【出演者】

【 曲　目 】

会場：５Fギャラリー
料金：2 ,300円（1ドリンク付）
チケット販売：Peatix、アンスティチュ・フランセ九州
お問い合せ・ご予約：アンスティチュ・フランセ九州  
(Tel：092 -712 -0904 )
Lieu : Galerie, 5e étage de l'Institut 
Tarif : 2.300 yens (une boisson offerte) 
Vente de ticket : Peatix, Institut
Renseignements et réservations :  
Institut (Tél. : 092-712-0904)

6月20日（土）は 
アンスティチュ・フランセ九州でフェット・ド・ラ・ミュージック♪ 
プロアマ問わず音楽好きは集合！
詳細は後日アンスティチュのサイトやSNSでお知らせします。
Chanteurs, musiciens, amateurs ou professionnels,  
venez participer à la Fête de la Musique,  
le 20 juin à l'Institut !
Modalités d'inscription disponibles fin mars sur le site et les réseaux sociaux de l'IFJ-Kyushu.
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貸出しには、クラブ・フランスの会員登録が必要（年会費など詳細はP2参照）。 Inscription au Club France nécessaire pour tout emprunt.

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

利用案内
GUIDE DE L'USAGER

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

デジタル図書館
CULTURETHÈQUE

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

学習者の本棚
BIBLIOTHÈQUE DE L'APPRENANT

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

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

2 livres maximum pendant 2 semaines

2 CD maximum pendant 1 semaine

1 DVD pendant 1 semaine

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



          

カフェ・メディアテーク
CAFÉS MÉDIATHÈQUE

会場：3 F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, 3e étage de l'Institut
Tarif : 1 .500 yens (par séance avec une boisson)
* Aucun remboursement ne sera effectué.
* Un atelier ouvre à partir de 4 inscrits.

カフェ・デ・ザミ
CAFÉ DES AMIS
4月4日～6月27日（5月2日と6月6日は休み）毎週土曜 15:00-16:00　Tous les samedis du 4 avril au 27 juin sauf 2 mai et 6 juin, 15h00-16h00
飲み物片手にフランス人とおしゃべりをする楽しい時間。フランス語初心者から上級の人まで、どなたでも参加できます。
Nous vous invitons à venir discuter en français autour d'un verre ! Que vous soyez débutants ou parfaits francophones, vous 
êtes les bienvenus !
会場：3F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, 3e étage de l'Institut　Pour les francophones natifs, la participation au café est gratuite.  
AS11-P20

　文学カフェ  Café littéraire

『レ・ミゼラブル』
LES MISÉRABLES
4月24日（金）19:00-20:00　Vendredi 24 avril, 19h00-20h00
本で読むには長すぎる？ 原作とアダプテーションはどう違う？ ミュージカルや映画でよく知られたヴィクト
ル・ユゴーの小説『レ・ミゼラブル』を取り上げます。もう読んだ人も、これから読む人もぜひ！
Tout le monde connaît Les Misérables : grâce aux innombrables adaptations, ce roman est un des plus 
populaires de la littérature française. Mais le livre, l'original, l'a-t-on lu ? Kensaku Kurakata, maître de 
conférences à l'Université de Kyushu, vous invite à la (re)lecture de ce chef-œuvres de Victor Hugo.
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-1

　文学カフェ  Café littéraire

シュールレアリスム
SURRÉALISME
6月5日（金）19:00-20:00　Vendredi 5 juin, 19h00-20h00
シュールレアリスムを代表する作家、ブルトン、エリュアール、ツァラ、ペレ、プレヴェール、デスノスなどの
詩や小説の抜粋をジョアンがセレクトし、朗読を交えながら紹介します。あなたの好きな作品もお持ちく
ださい！
Lors de ce café littéraire « surréalisme », une sélection de poèmes et d'extraits de romans d'auteurs 
surréalistes (Breton, Éluard, Tzara, Péret mais aussi Prévert ou Desnos) sera présentée et lue à haute 
voix.  Vous êtes invités à apporter vos livres ou textes préférés.
講師：ジョアン・アルティエリ＝ルカ　Animé par Johan Altieri-Leca M-3

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

デュマの大料理事典の世界へ
DANS LE MONDE DU GRAND DICTIONNAIRE DE CUISINE D'ALEXANDRE DUMAS
5月8日（金）19:00-20:00　Vendredi 8 mai, 19h00-20h00
『三銃士』や『モンテ・クリスト伯』など、世界的ベストセラーを世に送り出した作家アレクサンドル・デュマ
＝ペール。趣味は「食べること」と豪語していた大文豪の遺作『大料理事典』を紐解きながら、ダイナミッ
クなおいしい話をご一緒に。
L'écrivain Alexandre Dumas père est l'auteur des best-sellers mondialement connus tels que Les trois 
mousquetaires ou encore Le Comte de Monte-Cristo. Discutons ensemble de cuisine et de bonnes 
choses en lisant Le Grand Dictionnaire de Cuisine, les mémoires culinaires de ce grand écrivain qui disait 
que "manger" était son loisir.
講師：山本ゆりこ（菓子・料理研究家）　Animé par Yuriko Yamamoto, auteure culinaire M-2

 要予約 / Réservation nécessaire
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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
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カレンダー
CALENDRIER 春学期：2020年4月4日（土）～6月27日（土）

文

3月 MARS
1

2

3

文   フランス・スタンド＆展覧会「放浪」 
（3/3-15 九州国立博物館エントラ
ンスホール）

文  フランスワイン巡り
4

5
文  フランス美術史
文  墨で描くアート作品

6   カフェ・グルマンディーズ：プルー
ストのマドレーヌを求めて

7

文   絵本作家イザベル・シムレール展 
（3/7-4/3）

  こどものためのアトリエ 
（お話と遊び）

 

8

文   講演会：フランス絵画のなかの
女性たち（九州国立博物館研修室）
  こどものためのワークショップ 
（九州国立博物館エントランスホール）

9
10 文  フランスファッション史
11
12

13

文   講演会：文学から絵画へ、 
絵画から文学へ 
（九州国立博物館研修室）

文  フレンチ・ポップス

14 語   お子さま向けフランス語無料体
験レッスン

15

文   講演会：近代・近世フランスの
魅力（九州国立博物館研修室）
  こどものためのワークショップ 
（九州国立博物館エントランスホール）

16
語   春期講座登録受付（3/16-28）

語   大学生のためのフランス語短期
研修（3/16-26）

17 文  フランスワイン巡り
18 文  シネクラブ：『スワッガー』
19 文  フランス史：フランスの国王
20

21
  こどものためのアトリエ 
（アーティスティック）

 
22
23
24

25 語   フランス語無料体験レッスン

26 文  シネクラブ：『パパは奮闘中！』
27 語   フランス語無料体験レッスン
28 文  フレンチ・オープンデー
29
30
31

4月 AVRIL
1

2 文   絵本作家イザベル・シムレール 
を迎えて

3 文   絵本作家イザベル・シムレール 
を迎えて

4
  幼児のためのフランス語

5

6
7
8
9

10 文   ギヨミット『盗賊ハンター』展
（4/10-4/29)

11
  アトリエ・アーティスティック

12
13
14 文  フランスワイン巡り

15
文   特別セミナー： 
パリのノートルダム大聖堂、 
火災から1年

16 文   シネクラブ： 
『さよなら、退屈なレオニー』

17 文  フレンチ・ポップス

18
文  西洋美術史

19
20
21

22 文   シネクラブ： 
『さよなら、退屈なレオニー』

23

24
語   DELF・DALF春季試験出願
受付締切
  文学カフェ：『レ・ミゼラブル』

25

  幼児のためのフランス語
文  西洋美術史
文  音楽サロン

26
27
28 文  フランスワイン巡り

29

30  全館休館（4/30-5/6）

31

5月 MAI
1
2
3
4
5
6
7

8   カフェ・グルマンディーズ： 
デュマの料理事典の世界へ

9
文   芸術サロン： 

2020年春のアート・シーン

10

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

16

語   第22回ボルドー・福岡 姉妹都
市フランス語スピーチコンテスト
応募締め切り
  幼児のためのフランス語

文   芸術サロン特別編： 
住居と室内装飾の歴史

17
18
19

20 文   ウイヨーさん直伝： 
パン作りの秘訣

21 文   シネクラブ：『大いなる幻影』
22

23
語   第22回ボルドー・福岡 姉妹都
市フランス語スピーチコンテスト

24
25
26 文   フランスワイン巡り

27

28 文   シネクラブ：『大いなる幻影』
29 文   フランスにおける楽器史

30
  幼児のためのフランス語

文   西洋美術史

31

6月 JUIN
1

2
3
4 文   フランス美術史
5   文学カフェ：シュールレアリスム

6 語   DELF・DALF春季試験

7 語   DELF・DALF春季試験

8 語   DELF・DALF春季試験
9 文   フランスワイン巡り

10
11 文   フランス美術史
12 文   シネクラブ：『ロックンロール』

13

  幼児のためのフランス語
文   西洋美術史
文   2020年上半期のフランス 
映画

14
15
16

17

語   TCF（一般）夏季試験出願
受付締切

文   ウイヨーさん直伝： 
パン作りの秘訣

18
文   シネクラブ：『ロックンロール』
文   フランス美術史

19 文   フレンチ・ポップス

20

語   第33回初心者のための九州 
フランス語コンクール応募
締め切り

文   フェット・ド・ラ・ミュージック

21
22
23 文   フランスファッション史
24
25 文   フランス美術史
26

27
文   フランス映画祭

28
文   フランス映画祭
語   第33回初心者のための九州 
フランス語コンクール

29 文   フランス映画祭
30

語

土曜日
Samedi

日曜日・祝日
Dimanche / Jour férié

休館
Fermeture

フランス語 . . . . . . . . . P2～ 16

こどもプログラム . . P17～ 19

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） 
グラススパークリングワイン1杯プレゼント D

〒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

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。

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

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

ルリユール書店（北九州） 
古本購入か喫茶利用の方は100円引き

IFJKyushu

IFJ_Kyushu

ifj.kyushu

ifjkyushu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。

表紙：イザベル・シムレール『あおのじかん』

Couverture : Heure bleue, Isabelle Simler

© Isabelle Simler, Éditions courtes et longues, 2015

アンスティチュ・フランセ九州

フォロー＆ハッシュタグ 
キャンペーン

アンスティチュ・フランセ九州で
写真を撮って投稿をしよう！ 

#アンスティチュフランセ九州
をつけてネ！！

素敵な賞品が当たります！ 
詳細はサイトで！




