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アンスティチュ・フランセ沖縄

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - OKINAWA

www.institutfrancais.jp/okinawa

アンスティチュ・フランセ九州-沖縄
フランク・ボルジアニよりメッセージ

Message du 
Directeur de l’Institut français du Japon - Kyushu-Okinawa
Franck Bolgiani

アクセス
沖縄バス 「若松入口」下車すぐ
ゆいレール 「美栄橋駅」下車国道58号線沿い徒歩5分
 「県庁前駅」下車国道58号線沿い徒歩8分

開館時間
火・水・金 10:00-13:00 / 14:00-19:00
木 14:00-19:00
土 10:00-13:00 / 14:00-18:00

Website + SNS

LINE お友達追加
　　講座やイベント情報、大切なお知らせをLINEでお届け！

お問い合わせメール
E-mail : okinawa@institutfrancais.jp

Médiathèque + Culturethèque
受講生、会員の方はフランス関連の書籍、CD、DVDを閲覧で
きるメディアテークをご利用になれます。またデジタル図書館
Culturethèqueも併せてお楽しみください！

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）。

沖縄からもアンスティチュ・フランセ九州の講座がオンラインで受講できます！

※ 講師は状況によって変更となる場合があります。

 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

 10:30-12:00 入門   
Spirale （1課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

 13:00-14:00 入門  
発音2 
講師：リュディヴィーヌ 
¥19,250
 

 14:30-16:00 初級以上 
文法 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

 19:00-20:30 入門   
Spirale （1課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

火曜日 Mardi

 13:00-14:00 入門  
発音 
講師：リュディヴィーヌ 
¥19,250
 

 14:30-16:00 初級   
日常会話を楽しむ 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

 17:00-18:30 初級   
復習とリフレッシュ 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

 19:00-20:30 中級以上  
  

ニュースで学ぶフランス語 1 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

木曜日 Jeudi

 10:30-12:00 初級   
日常会話を楽しむ 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

 13:00-14:30 中上級   
Édito B2 （6課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875
 

 15:00-16:30 入門 
文法 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

 19:00-20:30 初級 
Édito A2 （6課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

水曜日 Mercredi

 10:30-12:00 入門   
Spirale （1課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875
 

 19:00-20:30 初級 
Édito A2 （2課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

金曜日 Vendredi

 11:00-12:30 中級 
Édito B1 （5課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

 13:00-14:30 入門 
Spirale （4課～） 
講師：リュディヴィーヌ 
¥21,000 
8回：7/2、9、16、23、30、9/10、17、24

 
 15:00-16:30 初級 

日常会話を楽しむ 
講師：ジェレミー 
¥28,875

 17:00-18:30 中級以上 
  

ニュースで学ぶフランス語 2 
講師：リュディヴィーヌ 
¥28,875

土曜日 Samedi

アンスティチュ・フランセ九州の
オンライン・フランス語 無料体験レッスン
6月26日（日）11:00-17:00

11:00

11:15

12:00

12:30

14:45

15:30

16:15

16:45

フランス語［入門］

お子様向け［全レベル］

フランス語［初級］

文化とルポルタージュ［中級］

フランス語でディスカッション［初～中級］

フランス語［入門］

フランス語［初級］

フランス語［入門］

※ 体験レッスンは各回約45分
※ ZOOMコードを送信しますので、前日17時迄にご予約ください。
※ 時間割は変更になる可能性がございます。最新情報はサイトでお確かめください。

初回登録の方は年会費が無料！

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。

小学生低学年クラス  　Les Loustics 1 （1課～）　 
講師：リュディヴィーヌ　火 Mardi　17:30-18:30　¥19,250
小・中学生クラス　Les Loustics 1 （4課～）　 
講師：リュディヴィーヌ　土 Samedi　9:30-10:30　¥14,000

8回：7/2、9、16、23、30、9/10、17、24

小・中学生クラス
Cours de français pour enfants
et adolescents

プライベートレッスン 講師紹介

※ 特別パッケージや企業への講師派遣については
お問い合わせください。

▶
 

▶

1名で受講の場合　
1時間 ¥4,000 （回数券＊：10回分 ¥38,000）
＊回数券は購入から 6ヵ月間有効
2～3名で受講の場合　 
お一人 ¥2,500

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。

リュディヴィーヌ
Ludivine PLOUZEAU

ジェレミー
Jerémy SAJOUS

年会費不要

※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。
okinawa@institutfrancais.jp

授業は対面でもオンライン※でも受講可能！

1時間当たり

の料金

￥1,750

受講料は
一学期分です。

ÉTÉ

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - OKINAWA

P R O G R A M M E

2 0 2 2

アンスティチュ・フランセ沖縄

夏
フランス語講座・文化プログラム

学期

2022年7月2日（土）〜9月30日（金）

［フランス政府公式機関］

ÉTÉ 2022
2022年7月2日（土）〜9月30日（金）2022年夏学期時間割

※ 祝日：7月18日（月）、9月19日（月）、23日（金）通常通り授業は行われます。
※ 夏期休暇：8月3日（水）～8月16日（火）授業はお休みとなります。
※ 受付窓口お休み：8月2日（火）～9月6日（火）6月11日（土）より

受講登録受付開始

Cours privés



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歳以下の学生に限ります。

＊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要項をお読みください。
HPでもご確認いただけます。

お申し込みの際の注意事項

［こちらもチェック！］
▶フランス語無料体験レッスン受講やお知り合いのご紹介で 一年分免除！
▶一般の方もクラブ・フランスの会員登録ができ、特典をご利用になれます。

アンスティチュ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（アンスティチュ・フランセ九州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。

アンスティチュ・フランセ九州
フランス語講座・文化プログラム

文化ページ

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
￥3,000

継続2年目以降
無料
￥1,500

会員
特典

▶アトリエ・セミナーなどの割引料金
▶メディアテークの資料閲覧
▶デジタル図書館Culturethèqueへのアクセス

DELF・DALF 
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

11
11
11
11
11
11

5
6
5
6
5
6

月

月

月

月

月

月

日

日

日

日

日

日

（土）

（日）

（土）

（日）

（土）

（日）

筆記

筆記

筆記

筆記

筆記

筆記

11
11
11
11
11
11

5
6
5
6
7
7

月

月

月

月

月

月

日

日

日

日

日

日

（土）

（日）

（土）

（日）

（月）

（月）

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

※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：8月16日（火）～9月23日（金）

割引サービス 
▶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

フランス文化
Culture

カフェ・デザミ Café des amis  

6月25日（土）、7月9日（土）、23日（土）、9月24日（土）　15:30-17:30
※ 8月はお休みとなります。
料金　¥300　※ ワンドリンク付き（定員15名）

6月25日（土）、7月9日（土）、23日（土）　15:30-17:30
※ 8月と9月はお休みとなります。
料金　¥300　　※ ワンドリンク付き（定員15名）

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！

※ アンスティチュ・フランセ九州のDELF試験準備講座のオンライン受講が可能です。

※ C1、C2の授業をご希望の方はプライベートレッスンをお勧めします。

ツール・ド・フランス  
Tour de France  

9月17日（土）　ヴァンデ地方
 19:00-20:00
 19:00-20:30 

講師　リュディヴィ－ヌ・プルゾ　アンスティチュ・フランセ沖縄 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
　　　　 ※ 対面参加は飲み物・スペシャリテ付き 

読書会 Club de  lecture 
7月2日（土）15:30-17:00
参加無料・要事前申し込み（定員15名）

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

　7月1日（金）　19:00-20:30
　　18世紀のアール・ド・ヴィーヴルを再現した銀行家の夢の邸宅：
　　モンソー公園とモイーズ・ド・カモンド邸
　　（現ニッシム・ド・カモンド美術館）　
　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

森田けいこ＆山本ゆりこ パリ時間旅行 #6  
Voyage dans le temps à Paris #6

　7月29日（金）　20:30-22:00
　パリの近代の物語とおいしい話
　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

永田公彦 パリ発・日仏比較ライブ！  
Les différences culturelles entre la France et le Japon 

　9月14日（水）　20:30-22:00
　　旬刊：日本人が知りたいフランスの現況
　講師　永田公彦　ダイヤモンドオンライン、論座（朝日
　　　　　　　　　新聞社）のレギュラーコラムニスト

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

ニッシム・ド・カモンド美術館

シネクラブ in 桜坂 Ciné-Club in Sakurazaka  

6月26日（日） 12:30　『カブールのツバメ』
7月（日時未定）　『森の奥深くで』
料金（各回）　¥1,500
会場　桜坂劇場
※ 日時などの詳細はサイトやSNSでご確認ください。

こどものための上映会   
Projection pour enfants 
　7月16日（土）　16:30-18:00
　『とてもいじわるなキツネと仲間たち』
　入場無料・要予約

アンスティチュ・フランセの多彩なテーマのアトリエやセミナーは全国どこからでもオンラインで受講いただけます。
新たな角度から、フランス語、フランス文化を発見してみましょう。詳細はオンラインブティックのイベントページで。

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。

オンライン講座
会話からのディベートサロン 

上級以上

9月8日（木）、15日（木）、22日（木）、29日（木） 19:00-20:30
講師　フランク・ボルジアニ　アンスティチュ・フランセ九州-沖縄 館長 
料金　¥11,800

森田けいこ＆山本ゆりこ パリ時間旅行 #5bis 
パリ祭スペシャル企画

1789年7月14日のパリへタイムスリップ！
Voyage dans le temps à Paris  #5bis

7月14日（木）20:00-21:00
講師　森田けいこ、山本ゆりこ

参加無料・要事前申し込み

先着
500

名


