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P R O G R A M M E
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九州日仏学館

春
フランス語講座・文化プログラム

学期

［フランス政府公式機関］

2023年4月1日（土）〜6月24日（土）

 10:30-12:30 入門 
Spirale （9課～） 
教師：ヴィオレーヌ 
¥46,200

 10:30-12:30 初級  
Le nouveau taxi ! 1 （13課～） 
教師：ダヴィッド 
¥46,200

 10:30-12:30 上級 
Saison 3 （4課～） 
教師：ジョアン 
¥46,200

 14:00-16:00 上級 
文化とルポルタージュ 1 
教師：セバスティアン 
¥46,200

 19:00-21:00 初級  
Le nouveau taxi ! 1 （1課～） 
教師：ファビアン 
¥46,200

 19:00-20:30 中級以上  
リーディング 
教師：倉方健作 
¥15,750　5回：5/17、24、31，6/7、14

 19:00-20:30 初級  
旅のための会話練習 
教師：ダヴィッド 
¥34,650

 19:00-21:00 上級 
文化とルポルタージュ 2 
教師：セバスティアン 
¥46,200

 10:30-12:30 中級 
復習とリフレッシュ2 
教師：ジャン＝マルク 
¥46,200

 11:15-13:15 入門  
Spirale （16課～） 
教師：ヴィオレーヌ 
¥46,200

 14:30-16:30 超入門   
フランス語超入門 2  
教師：ヴィオレーヌ 
¥12,600　3回：4/7、14、21

 14:30-16:30 入門  
Interactions 1 （1課～） 
教師：ヴィオレーヌ 
¥33,600  8回：4/28、5/12、19、26、
6/2、9、16、23

 14:30-16:30 入門 
Spirale （4課～） 
教師：ダヴィッド 
¥46,200

 19:00-21:00 入門  
Interactions 2 （1課～） 
教師：ジャン＝マルク / フレデリック 
¥46,200

 19:00-20:30 初級 
Le nouveau taxi ! 1 （28課～） 
教師：ファビアン 
¥34,650 

 19:00-21:00 中級 
Clés pour la France 
教師：フレデリック / ジャン＝マルク 
¥46,200

 19:00-21:00 超入門   
フランス語超入門 1 
教師：ヴィオレーヌ 
¥12,600　3回：4/4、11、18

 19:00-21:00 入門  
Interactions 1 （1課～） 
教師：ヴィオレーヌ 
¥33,600　 
8回：4/25、5/9、16、23、30、6/6、13、20

 19:00-21:00 入門 
Spirale （8課～） 
教師：ヴァンサン 
¥46,200

 19:00-20:30 中級 
Le nouveau taxi ! 2 （16課～） 
教師：ファビアン 
¥34,650

 19:00-21:00 中級 
Saison 2 （6課～） 
教師：ステファン 
¥46,200

 10:00-12:00 上級 
文化とルポルタージュ 3 
教師：セバスティアン 
¥46,200

 10:30-12:30 中級 
Saison 2 （6課～） 
教師：ファビアン 
¥46,200

 10:00-12:00 上級 
文化とルポルタージュ 4 
教師：セバスティアン 
¥46,200

 10:30-12:30 入門 
Spirale （4課～） 
教師：ヴィオレーヌ 
¥46,200

 13:00-15:00 上級以上 
ニュースで学ぶフランス語 2 (B2+) 
教師：セバスティアン 
¥46,200

 13:30-15:00 準マスター以上 
ニュース討論 
教師：ベルナール 
¥34,650

 10:30-12:30 中級 
Clés pour la France 
教師：フレデリック 
¥46,200

 10:30-12:30 中級 
コミュニケーション 1 
教師：ベルナール 
¥46,200

 10:30-12:30 上級 
会話演習 
教師：ジャン＝マルク 
¥46,200

 14:00-16:00 中級 
Saison 2 （6課～） 
教師：ステファン 
¥46,200

 15:30-17:00 中級  
Le nouveau taxi ! 2 （1課～） 
教師：ファビアン 
¥34,650

 10:30-12:30 初級 
Le nouveau taxi ! 1 （10課～） 
教師：ファビアン 
¥46,200

 10:30-12:30 中級 
Le nouveau taxi ! 2 （20課～） 
教師：ヴァンサン 
¥46,200

 14:00-15:30 初級 
Le nouveau taxi ! 2 （4課～） 
教師：フレデリック 
¥34,650

 14:00-16:00 初級 
復習とリフレッシュ1 
教師：ジャン＝マルク 
¥46,200

 16:00-18:00 超入門   
フランス語超入門 3 
教師：ヴィオレーヌ 
¥12,600　3回：4/1、8、15

 16:00-18:00 入門  
Interactions 1 （1課～） 
教師：ヴィオレーヌ 
¥33,600 
8回：4/22、5/6、13、20、27、6/10、17、24

 16:30-18:30 中級 
Clés pour la France 
教師：フレデリック 
¥46,200

 16:30-18:00 中級以上  
『星の王子さま』翻訳講座 
教師：ジョアン 
¥34,650

 10:30-12:30 初級 
文法から会話へ 
教師：ジョアン 
¥46,200

 10:30-12:00 上級以上 
ニュースで鍛える表現力 
教師：ステファン 
¥34,650

 18:15-19:45 上級以上 
翻訳と表現 
教師：ステファン 
¥34,650

 19:00-21:00 中級 
Saison 2 （7課～） 
教師：ファビアン 
¥46,200

 14:00-15:30 中級以上 
文化を楽しむ 
教師：ステファン 
¥34,650

 19:00-21:00 中級以上 
ニュースで学ぶフランス語 1 (B1+) 
教師：フレデリック 
¥46,200

 19:00-20:30 上級以上 
会話からのディベートサロン 
教師：ジョアン 
¥15,750  5回：4/13、27、5/11、25、6/8

※ 全館休館：4月29日（土）～5月5日（金）建物内にはお入りになれません。
※ 6月3日（土）はDELF・DALF試験実施のため全講座休講となります。

PRINTEMPS 2023
2023年4月1日（土）〜6月24日（土）2023年春学期時間割

 テキストを使って体系的に学ぶ
 特に強化したい項目を絞って学ぶ
 会話のテクニックを学ぶ
 フランス文化を題材に学ぶ

月曜日 Lundi 火曜日 Mardi 水曜日 Mercredi 木曜日 Jeudi 金曜日 Vendredi 土曜日 Samedi

3月4日（土）より
受講登録受付開始

 10:00-12:00 上級以上 
コミュニケーション 2 
教師：ベルナール 
¥46,200

 19:00-21:00 中級 
Le nouveau taxi ! 2 （30課～） 
教師：ジャン＝マルク 
¥46,200

 19:00-21:00 上級以上 
コミュニケーション 3 
教師：ベルナール 
¥46,200

※受講クラスのZoomリンクをお持ちでない方は、メールにてお知らせ下さい。
kyushu@institutfrancais.jp

授業は対面でもオンライン※でも受講可能！

欠席講座振替制度
欠席した場合、代わりの授業を受
講できます。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（開
講初日除く）。

©Ludivine Gragy 受講料は
1学期分

小学生初級クラス　Les Loustics 1   
　教師：ジョアン　土 Samedi　14:00-15:00　¥23,100
小学生中級クラス　Les Loustics 2   　 
　講師：ジョアン　土 Samedi　15:10-16:10　¥23,100
小・中学生上級クラス　 
　講師：ジョアン　水 Mercredi　17:15-18:15　¥23,100

小・中学生クラス
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。上級クラスでは、文法の基礎固め、文章読解、
レベル相応の口頭表現力を養います。

Cours de français pour enfants et adolescents

４回講座で要領よくDELFに備えましょう。各回【聴解】【読解】【文書作成】【口頭表現】
の一分野ずつ。試験で求められる4分野全てを網羅します。
2023年春季試験日は6月3日（土）、4日（日）です。

DELF A1
DELF A2
DELF B1
DELF B2

教師：ジャン＝マルク
教師：ジャン＝マルク
教師：セバスティアン
教師：ジャン＝マルク

火19:00-21:00
水19:00-21:00
土17:00-19:00
木19:00-21:00

¥16,800
¥16,800
¥16,800
¥16,800

4回：5/9、16、23、30

4回：5/10、17、24、31

4回：5/6、13、20、27

4回：5/11、18、25、6/1

DELF試験準備クラス

※ DALFC1/C2につきましては、プライベートレッスンをお勧めいたします。まずはお尋ねください。

年会費不要

年会費不要プライベートレッスン 

※ 回数券、特別パッケージや企業への
教師派遣についてはお問い合わせく
ださい。

▶1名で受講の場合

▶2～3名で受講の場合
1時間

お一人

¥7,000

¥4,000

Cours privés
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を選
べます。

年会費不要

3月25日土
11:00-17:00

全レベルのフランス語体験レッスンのほか、
お子様向けのクラスや

美食スタンド・セミナーも！

▶年会費無料
▶人気のオリジナルエコバッグ
▶文化アトリエ参加券

⬅プログラム詳細はこちら

当日初登録

の方への

　  つの特典!
まったく初めての方
のためのクラスは 
火 19:00-21:00
金 14:30-16:30
土 16:00-18:00
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カフェ・デザミ Café des amis  

　4月8日（土）～6月24日（土） 毎週土曜 14:00-15:00
　※ 5月3日（土）、6月3日（土）はお休みとなります。
　料金（各回）　¥800　※ ワンドリンク付き（定員10名）
　会場　カフェ・パンデロー（同ビル1F）

クラスの選択 
初めてフランス語を学ぶ方
1 入門者のための無料体験レッスンの受講をお勧めします。
2 レッスン後に説明を聞いて、クラスが決まったら受講手続きへ。
すでに学習経験のある方
1 レベルチェックと個別面談でアドバイスを受けることができます。 
2 受講登録の前にクラスが合っているかどうか見学することをお勧めします。

お支払い 
オンラインブティックや受付窓口でお支払いできます。
新規でお申し込みの方は年会費と受講料が必要になります。前学
期からの継続の方は、クラブ・フランスカードの裏面で年会費の
有効期限をお確かめください。
※ テキストを使用する講座を受講する方は別途テキスト代が必要です。

年会費 
フランス語講座（プライベートレッスン、集中講座を除く）を受講される方がお支
払いの対象となり、有効期間は4学期間。クラブ・フランスの会員カードをお
渡しします。

＊ 25歳以下の学生の方を対象としています。

＊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。
＊その他受講の際の注意事項などは、登録時にお渡ししている「受講に関する
規定・規則」をお読みください。HPでもご確認いただけます。

お申し込みの際の注意事項

九州日仏学館のフランス語講座は、フランス国民教育省認定のフランス語資格試験
DELF / DALF及びTCFのレベルと対応しています。

 対面参加 　  オンライン参加

オンラインブティック、あるいは願書（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。
クラブ・フランス会員の方は受験料が1,000円割引。
試験の詳細は日本フランス試験管理センターのパンフレット
またはHP（www.delfdalf.jp）をご覧下さい。

Inscriptions受講手続き Niveaux講座レベル

Certifications資格試験

学生＊（学生証提示）・子供
一 般

初回
無料
￥4,000

継続2年目以降
無料
￥2,000

会員
特典

▶アトリエ・セミナー（一部対象外）などの割引料金
▶メディアテークの本やDVDの貸出
▶デジタル図書館Culturethèqueへのアクセス
▶九州日仏学館の近くのカフェやレストランでの特典

＊フランス語講座ご登録の方には、受講情報やサービスをまとめた 
「受講生ガイド」をメール送信しております。

TCF SO

DELF・DALF 
フランス国民教育省公認 フランス語資格試験

TCF
フランス国民教育省公認 フランス語資格試験

DELF・DALF / TCF　出願方法

DELF
DELF
DELF
DELF
DALF
DALF

A
A
B
B
C
C

1
2
1
2
1
2

¥ 9,900
¥12,500
¥14,900
¥18,000
¥24,000
¥26,000

6
6
6
6
6
6

3
4
3
4
3
4

月
月
月
月
月
月

日
日
日
日
日
日

（土）
（日）
（土）
（日）
（土）
（日）

6
6
6
6
6
6

3
4
3
4
5
5

月
月
月
月
月
月

日
日
日
日
日
日

（土）
（日）
（土）
（日）
（月）
（月）

筆記
筆記
筆記
筆記
筆記
筆記

口頭
口頭
口頭
口頭
口頭
口頭

受験料
受験料
受験料
受験料
受験料
受験料

¥16,000必須試験 受験料

※上記受付期間より前に定員に達した場合は、出願受付を締め切らせていただきます。

出願受付期間：  2月17日（金）～4月21日（金）

出願受付期間：ご希望日の10日前まで

TCF （一般）の試験をオンラインで受験できます。
※ 試験センターでの実施となります。

¥12,000

¥ 8,000
補足試験

口頭表現・文書作成　両方とも

口頭表現・文書作成　いずれか一つ

受験料

受験料

※ 日時はご相談ください。

割引サービス 
▶一括登録で同学期に二つのフランス語講座を受講：
　　低料金の方が10%割引（プライベートレッスンは対象外）
▶ALFI、SJDF、SJLLFの会員：
　　フランス語講座が1,500円割引

A1 入門 DELF A1 / TCF 100～199点 / 仏検3級

B1 中級 DELF B1 / TCF 300～399点 / 仏検2級

C1 準マスター DALF C1 / TCF 500～599点 / 仏検1級

A2 初級 DELF A2 / TCF 200～299点 / 仏検準2級

B2 上級 DELF B2 / TCF 400～499点 / 仏検準1級

C2 マスター DALF C2 / TCF 600～699点

講師 小栁由紀子  美術史家（芸術工学博士 / エコール・ド・ルーヴル出身）

フランス美術史 Histoire de l’art français 

　6月10日（土）、17日（土）、24日（土）
　13:00-14:00　
　　パリを愉しむ - 画家たちの愛したパリ景色②
　料金　クラブ・フランス会員 ￥7,000（3回）
　　　　一般  ￥7,500（3回）

芸術サロン Salon des Beaux-Arts     

　4月22日（土）
　  14:30-15:30 　  14:30-16:00　
　　特別展「アール・ヌーヴォーのガラス」を観る前に
　料金
　  クラブ・フランス会員、一般 ￥1,000
　  クラブ・フランス会員 ￥3,500、一般 ￥4,000
　※ 対面はデザートセット、展覧会チケット付き。

フェット・ド・ラ・ミュージック  
Fête de la musique  

　6月24日（土）　18:00-20:00　参加無料

フランス文化
Culture

小栁由紀子の美術史セミナー

森田けいこ＆山本ゆりこ  
パリ時間旅行 ［近郊編］  
Voyage dans le temps en région parisienne

　4月28日（金）　20:30-22:00
　　いにしえを求める小さな旅  サン・ジェルマン・アン・レイ
　講師　森田けいこ　パリ在住 文筆家
　　　　山本ゆりこ　菓子・料理研究家

フランス、魅惑の庭園と室内装飾 #5 
Jardins et décoration d’intérieur #5

　5月25日（木）　19:00-20:30
　　ジョセフィーヌのバラが香る夢の城館：
　　マルメゾン
　講師　遠藤浩子　フランス在住 
　　　　　庭園文化研究、ペイザジスト
　　　　小栁由紀子　美術史家

パリからライヴ配信 料金（各回）  ¥1,000　　
※ Peatixからもお申し込みいただけます

フランスワイン巡り Œnologie  

4月11日（火）
4月25日（火）
5月9日（火）
5月23日（火）
6月13日（火）

19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30
19:00-20:30

フランスワイン概要
フランス北部のワイン
フランス南部のワイン
サスティナブルなワイン造り
フランスワインと世界のワインの比較

　講師　吉村智美　
　　　　シニアソムリエ / 
　　　　「ラタフィア」（薬院）オーナー
　料金　クラブ・フランス会員 ￥26,500（5回）
　　　　一般 ￥27,500（5回）　
　　　　共通 ￥5,800（1回）
　　　　※ ワイン代込み

フランス留学のことなら
フランス政府留学局・日本支局に相談！

フランス文化アトリエ・セミナーは
※ 3日前までにお支払いください。
※ 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。
※ お申し込みはアンスティチュ・フランセ オンラインブティックが便利です。

ジョルジュ・スーラ「エッフェル塔」 DR

菊にカマキリ文月光色鉢　エミール・ガレ　
1884-1889年　北澤美術館

ツール・ド・フランス 
Tour de France    

　5月13日（土）
　ペイ・ド・ラ・ロワール地方
　  18:00-19:00
　  18:00-19:30
　講師　ダヴィッド・モネステス
　　　　九州日仏学館講師
　料金　  クラブ・フランス会員、一般 ￥1,000 
　　　　  クラブ・フランス会員 ￥3,000、一般 ￥3,500
　※ 対面は飲み物・スペシャリテ付き。
　　 5月6日（土）までにお申込みください。

文学カフェ Café littéraire   

　6月9日（金） 19:00-20:00　覆面作家：あなたは誰？
　講師　倉方健作　九州大学准教授
　料金　¥1,500

2023年フランコフォニー月間  
Mois de la francophonie 2023  

　3月30日（木）　18:30-20:30
　上映会『ANAÏS アナイス』
　ロジェー・ワルッヒ監督来場
　入場無料・要予約
　※ スイスワイン、チーズ試食付き

アクセス
地下鉄「赤坂駅」3番出口を出てすぐ
バス「赤坂門」から徒歩3分
※ 1階にカステラ本舗福砂屋さんが店舗を構えているビルの3・4階
※ 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）

開館時間
【3F 受付・メディアテーク】
火～金10:00-13:00 / 15:00-19:00
土10:00-13:00 / 14:00-18:00

www.institutfrancais.jp/kyushu

九州日仏学館館長
フランク・ボルジアニよりメッセージ

Message du 
Directeur de l’Institut français du Kyushu
Franck Bolgiani

Website + SNS

LINE お友達追加

お問い合わせメール

〒810-0041 福岡市中央区大名2-12-6
Tel 092-712-0904

九州日仏学館

講座やイベント情報、大切なお知らせを
LINEでお届け！

E-mail : kyushu@institutfrancais.jp

講師 セバスティアン・プロー 
　　（LOVE FMのDJ / 九州日仏学館教務部長）

フレンチ・ポップス French Pops

4月21日（金）　19:00-21:00 
5月19日（金）　19:00-21:00
6月16日（金）　19:00-21:00

料金（各回）　¥1,000

春の音楽フェス特集
カバー特集(セリーヌ・ディオン、アダモ…)
2023年上半期のベスト

2023年上半期のフランス映画  
Les sorties du premier semestre 2023 

　6月23日（金）　19:00-20:30

セボのアトリエ

アトリエ・パティスリー Atelier pâtisserie Chandeleur  

　4月13日（木）14:30-16:00　マカロン
　講師　納富大輔 
　料金　クラブ・フランス会員 ￥3,700 
　　　　一般  ￥4,200 
　　　　※ マカロン・お土産付き 




