
Culturethèque　を利用して、日本にいながら

最新のフランス文化を発見！

Culturethèque は、日本中どこにいても、自分のコンピューターやスマートフォン、

タブレットからアクセスできるアンスティチュ・フランセ日本のデジタル図書館で

す。アンスティチュ・フランセ、アリアンス・フランセーズ、日仏会館のメンバー

およびメディアテーク会員の方は、無料でご利用になれます。

コンサートや講演を見たり、オーディオブックを聞いたり、お子さまがフランス文

化やフランス語にふれるにもよい機会となるでしょう。電子書籍の貸出やコミック

（バンド・デシネ）の閲覧、語学力をアップさせるトレーニングや読みものなど、

さまざまな資料にアクセスすることができます。

ご利用は24時間いつでも可能です。日刊紙、雑誌、バンド・デシネ、オーディオ付

きの「やさしいフランス語」シリーズなど、フランス語学習者向けコンテンツも充

実。また、文学セレクションや、最新のニューストピックに注目したテーマ別読み

もの、さまざまな分野の自己学習プログラム、音楽のストリーミング配信サービス、

コンサートや講演、ドキュメンタリといった映像コンテンツ、ジュニア向けのデジ

タル絵本や青少年向けの読みものなど、すべての資料にアクセスすることができま

す。
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まずは、www.culturetheque.com　にアクセスしてみましょう。

案内表示の言語はフランス語と日本語から選ぶことができます。
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1．ご登録方法

トップページ中段のメニューから「Culturethèque に登録する」のボタンをクリッ

ク。

オンライン登録ページが開きます。フォーマットに必要事項を入力したら、「確

定」ボタンをクリックし、送信してください。（*マークの項目の入力は必須で

す。）

 姓・名はローマ字で入力してください。

 アンスティチュ・フランセ、アリアンス・フランセーズ、日仏会館のメン

バーおよびメディアテーク会員の方は、無料でご利用になれます。ユーザー

ID の部分に会員番号を入力してください。（アカウント作成時に会員でない

方は、アルファベットまたは数字の ID を任意でお選びください。）

 「所属図書館」の部分で、講座を受講している施設、または図書室会員と

なっている施設を選択してください。

メンバー登録をしていない方は、「日本における図書館ネットワーク」からお近く

の施設を確認し、各施設にて直接ご登録手続きを行ってください。

ログインする際は、ページ右上の「CONNEXION」をクリックすると、ID とパス

ワードの入力欄が表示されます。入力が完了したら再度「CONNEXION」をクリッ

クしてください。
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2. マイアカウントの管理

ログインした状態では、右上に「MON COMPTE（マイアカウント）」と表示され

ます。「MON COMPTE」の上をクリックすると、アカウント管理メニューが表示

されます。ログアウトも、このメニューの「Me déconnecter」から行うことがで

きます。

● メニューいちばん上の「MON COMPTE」をクリックすると、

アカウント編集および利用状況の確認ページが表示されます。

左側のリストから「PROFIL」を選択すると、ご登録いただいたメールアドレスと有

効期限を確認することができます。プロフィール情報やパスワードを変更するには、

「EDITER MON PROFIL」をクリックしてください。

● 「MON COMPTE」のメニューの「Ma liste（マイリスト）」では、

お気に入り資料のセレクションリストを編集することができます。
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ブックマークしたい資料があったら、資料の詳細ページから

「AJOUTER A MON COMPTE（マイアカウントに加える）」という項目をク

リックすると、「Ma liste」のカートに追加されます。

カートの中の資料は、さらにカテゴリ分けすることができます。

3. 資料を探す

資料をくわしく見てみましょう。

資料のカテゴリ

まずは、おすすめのセレクションの中から興味のある資料を選んでみましょう。

トップページのセレクションのほかに、「読む」「聞く」「見る」「学ぶ」「ジュ

ニア」の各タブからも、それぞれの部門のおすすめ資料を紹介しています。

● 「読む」のタブでは、新聞や雑誌の「PRESSE（プレス）」、話題の小説や

エッセイなどの「LITTERATURE（文学）」、「BANDES DESSINEES（バ

ンド・デシネ）」、「SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES（人文社会

学）」論文記事のセレクションを紹介しています。

● 「聞く」のタブでは、クラシックやシャンソン、ジャズなどの定番から最新

アーティストまで幅広い分野の音楽のストリーミング配信のほか、コンサー

ト音源や講演会のオーディオアーカイヴを紹介しています。

● 「見る」のタブでは、子供向けのアニメーションや教育番組、コンサート映

像や講演会映像、ドキュメンタリー番組やルポルタージュを紹介しています。

● 「学ぶ」のタブでは、語学学習プログラムのほか、パソコンソフトや楽器演

奏などさまざまな分野の自己学習プログラムが充実しています。フランス語

学習者向けには、単語や文法のトレーニングプログラムや、やさしいフラン

ス語の読みものシリーズがおすすめです。

● 「ジュニア」のタブでは、デジタル絵本や紙芝居、ジュニア向けＢＤ、アニ

メーションビデオ、朗読つき読みもの、子ども向け音楽セレクションなど、

子どもたちを楽しませるコンテンツがたくさん紹介されています。

資料の検索

調べたいテーマやタイトル、人物名などから資料をさがすには、検索エンジンを活

用します。たとえば、 « Balzac », « cuisine », « philosophie », « littérature 
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japonaise »　など、関連のキーワードを入力します。（アルファベットのみ。日本

語入力には対応していません。）

また、検索範囲をあらかじめ絞る場合は、検索エンジンの左側のから分野(「すべ

て」「読む」「聞く」「見る」「学ぶ」「ジュニア」)を選択した状態でキーワード

検索をします。

すべてのコンテンツ一覧を表示させるには、「すべて」を選択した上で、キーワー

ドをなにも入力せず空欄のまま「検索マーク」をクリック。7万点以上の資料すべて

が表示されます。

検索結果をさらに絞り込むには、左側の分類（「読みもの」、「映像」、「音源資

料」などといったコンテンツの種類、テーマ、出版社名、リソースの提供元など）

を利用します。
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4. 資料を閲覧する

4-1. 外部サイト（資料提供元）から閲覧する

閲覧したい資料の画像の上をクリックすると詳細ページ（notice）が開きます。資

料にアクセスするにはページ右側上段の「閲覧表示」ボタンをクリックします。

（「閲覧表示」は資料の種類によって異なります。）

フランス語の学習トレーニングの例を見てみましょう。

「VOIR TOUTES LES LEÇONS」をクリックすると、

外部サイトが開き、自動的に資料の再生がはじまります。

新聞・雑誌などのプレス資料についても、同様に詳細ページ（notice）から右側上

段の「閲覧表示」ボタンをクリックします。
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「LIRE LE MAGAZINE」をクリックすると、資料提供元の「LeKiosk」のサイトが開

きます。「ACTIVER CE MAGAZINE」をクリックして資料を閲覧リストに登録しま

す。資料を開くにはそのまま「LIRE CE MAGAZINE」をクリック。左上の「Ma 
bibliothèque」をクリックすると閲覧リストが表示されるので、これまでにアクセ

スした資料を簡単に見つけることができます。

4-2. Epub形式の電子書籍：デジタル貸出をして閲覧する

Epub形式の電子書籍で、パブリックドメイン以外の資料の閲覧は、「電子貸出 
(PNB – Prêt Numérique en Bibliothèque)」という形式をとっています。
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これは、Adobe Primetime デジタル著作権管理（DRM）機能により、

閲覧可能な期間が定められているもので、ご利用のデバイスに資料をダウンロード

して一定期間アクセスすることができるようになります。 

電子書籍の貸出は同時に 2冊まで、期間は 21 日間です。ダウンロードした電子書籍

は、21 日を超過するとアクセスすることができなくなります。ひと月のご利用上限

は 5冊です。

− 同時貸出は 2冊まで

− ひと月のご利用上限は5冊まで（カレンダー上の毎月初めから末まで）

− 貸出期間：21 日間

ダウンロードした電子書籍は最大 5台のデバイス（パソコン、タブレット、電子書

籍リーダー、スマートフォンなど）で共有することができます。

資料の閲覧

資料をダウンロードし、PC やタブレットで閲覧するには、電子書籍ビューワーが必

要です。

まずは「Adobe Digital Editions」をインストールし、「Adobe ID」を作成してく

ださい。「Adobe Digital Editions」のインストール方法やアカウント作成手順につ

いては、Adobe社のサイトの説明ページをご参照ください。

https://helpx.adobe.com/jp/digital-editions/kb/8409.html

● PC（Microsoft / Mac）

ダウンロードした資料は、「Adobe Digital Editions」で開くことができます。

また、Epub形式に対応しているものであれば、その他の電子書籍ビューワーを

利用することもできます。

● Smartphone / Tablette 

スマートフォンおよびタブレット端末用の電子書籍ビューワーアプリを利用しま

す。電子書籍ビューワーアプリにはいくつかの種類がありますが、

Culturethèqueでは、「Bluefire Reader」 を推奨しています。

Android : Google PlayStore のアプリの項目から、「Bluefire Reader」を検索

し、インストールします。

iOS : App Store から、「Bluefire Reader」を検索し、インストールします。

インストールが完了したら、「開く」をタップしてアプリをスタートします。
「Adobe ID」に同期させることを許可するかという、確認のメッセージが出た

ら、「Adobe ID」の ID とパスワードを入力し、「許可する」をクリック。

「Bluefire Reader」の利用準備が整いました。
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資料のダウンロード

資料の詳細ページ（notice）から右側上段の「LIRE LE LIVRE」をクリックします。

貸出状況を知らせる新たなウインドウが開き、貸出可能であれば「Télécharger」と

いうダウンロードボタンが表示されていますので、クリック。一時的に貸出不可の

場合は、「Réserver」をクリックして予約をすることができます。

電子書籍の「返却」

ダウンロードした電子書籍は、21 日(3週間)を超過すると自動的に「返却」されま

す。返却のための操作や手続きを行う必要はとくにありません。

同じ月に 3冊目の電子書籍の借り出しをしたい場合など、すでに借りている資料を

予定の期限日よりも早く返却手続きを行うことができます。

貸出期間内に資料を返却するには、電子書籍ビューワーに表示されている資料の表

紙画像の上をクリックするとメニューが表示され、「返却」手続きを行うことがで

きます。

借出中の資料の管理

Culturethèque のサイトページ右上の「マイアカウント(MON COMPTE)」の

「PRÉTS NUMERIQUES」の項目から、借りている資料を確認したり、貸出の延長・

予約手続きをすることができます。
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「MON COMPTE」をクリックし、さらに左側のメニューから

「PRÉTS NUMERIQUES」をクリックすると以下のような画面が表示されますので、

こちらから返却日を確認したり、延長手続きを行ってください。
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5.レビューとコメント

閲覧した資料には、レビューを投稿することができます。また、FACEBOOK や
TWITTER などのソーシャルメディアネットワークで、薦めたい資料を「シェア」し

て紹介することもできます。フランス語はもちろん、日本語でのコメントや「シェ

ア」もお気軽にどうぞ。みなさまからの投稿をお待ちしております！

「DONNER MON AVIS」をクリックすると、新たなウインドウが開きます。

評価をつけたり、感想をコメントして、他の利用者と意見交換をしてみましょう。
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　誹謗中傷など、他のユーザーを不快にさせるような不適切な書き込みは削

除されます。また、場合によっては書き込みをした利用者の Culturethèqueアカウン

トは使用停止となることもありますので、投稿の際には内容にご配慮ください。

さあ、Culturethèque
ご利用の準備が整いました。

さっそく資料を閲覧してみましょう！

お問合せ：

アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
03-5206-2560

tokyo.mediatheque@institutfrancais.jp
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