フランス語ならアンスティチュ・フランセ日本

自宅学習プログラム
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フランス政府公式機関

フランス政府公式機関であるアンスティチュ・フランセ日本の通信コースは1953 年
に設立されました。

質の高い講座

教育の質の高さとバラエティに富んだ講座の内容は、フランス国民教育省と外務省の
エキスパートに高く評価されています。

3つのタイプの自宅学習

通信コース：対応レベル、コースバラエティーともに日本最大のフランス語通信教育。
長年の実績と添削指導で自宅にいながら質の高いフランス語教育を受けられます。
オンラインコースe-フランセ：今までの一般教材では実現できなかった音声ファイル
やビデオが満載の学習システムと個人指導で、初歩の段階からコミュニケーション能
力を養います。すべてのサービスをご利用いただけるフルバージョン、オンライン学習シ
ステムのみの利用と3回の会話レッスンがセットになったe-フランセ LITEの2つのタイプ
からお選びいただけます。
オンラインプライベートレッスン：自分のペースや目的に合わせて学びたい、苦手な部
分を克服したい、教師と個別にじっくり学習したい、こうした声にお応えするために自
宅でできるプライベートレッスンがスタート。
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多彩なコース

初級レベルまでは、総合的にフランス語の基礎を学習。B1（中級）レベル以上は、
学習目的にあわせてコースをお選びいただけます。文法とディクテコースから試験対
策、翻訳講座まで、各レベル、多彩なコースをご用意しています。

フランス語学習をさまざまな角度から

3つのタイプの学習方法を提案する自宅学習プログラム他、アンスティチュ・フラン
セ日本は通学コース、留学など、フランス語学習をトータルでサポートしています。
フランス語教育専門の教授資格を持つ教師陣による指導、さまざまな角度からの
フランス語学習と多彩な学習方法をご提供しています。DELF・DALF（フランス国民
教育省フランス語資格試験）の試験センターにもなっています。

フランスの文化を伝える
アンスティチュ・フランセ日本

語学教育だけでなく、映画、展覧会、講演会などフランスやフランス語圏の文化イ
ベントを各地で開催し、日本におけるフランス文化の発信拠点となっています。

アンスティチュ・フランセ日本で学ぶ、
それがフランス語上達への第一歩です！

信頼性が高く定評ある通信コース
1953 年の設立から、その質の高い教育で信頼性と定評がある
アンスティチュ・フランセ日本の通信コース！
●自宅学習のサポート充実！

• 課題や添削答案の復習で理解できないことがあったら… メール、Fax、書
面で質問。自宅学習の強い味方です！
• テレフォンサポートで、直接先生に質問、会話練習、発音チェック。自宅
学習でもアウトプットとコミュニケーションの機会をご用意しています。

●レベル・内容ともにバラエティに富んだコースラインナップ

50 を超えるコース数で、入門レベルから準マスターレベルまで対応。アン
スティチュ・フランセ日本の通信講座は、日本最大です。
入門（A1）から初級（A2）レベルでは、フランス語の基礎をじっくり学び、
中級（B1）以降は、学習目的に合わせてコースをお選びいただけます。
充実の翻訳講座は、長期にわたり通信コースの中でも特に高い評価を受講
生からいただいています。

インターネットでアンスティチュ・フラ ンセ！
パソコンとインターネットがあれば、いつでもどこでもフランス語学習！
●入門・初級の日本人学習者向けに考案されたオンライン学習システム

入門（A1）から初級（A2）レベル：多くの画像、動画、音声ファイルを使用。
他の教材にはない聞き取り量の多さです。自分の音声を録音してネイティ
ブの発音と比べながら違いを確認し矯正する練習他、インタラクティブで
楽しくフランス語を学習していただけます。文法、発音の解説など総合的
にフランス語の基礎を学べます。

●さらに、添削指導、
導 スカイプでの
スカイプでの会話レッスン、
スクーリングで総合的に学習をサポート！

フルバージョン（P6を参照）では、インターネットでの学習に加え、添削、
会話レッスンによる個人指導でフランス語をトータルでサポート！ご希望者は
月1 回のスクーリング（無料）にご参加いただけます。
（A1-A2レベル）

オンラインプライベートレッスン
ご自身の目的に合わせて教師とマンツーマンでじっくり学習！
●1 レッスン 25 分。1 レッスンずつの購入が可能ですので、気軽に
ご利用いただけます。
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●苦手な部分の克服、試験資格準備、発音矯正、授業の補足、留学
や旅行前のブラッシュアップなどご自身の目的に合わせて教師
とマンツーマンでじっくり学習できます。
アンスティチュ・フランセ日本
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通信コース

COURS PAR CO RRESPONDANCE

信頼性が高く定評あるアンスティチュ・ フランセ日本の通信コース
フランス政府公式機関であるアンスティチュ・フランセ日本の通信
コースは1953 年に設立され、その教育の質の高さとバラエティに富
んだ講座の内容は、フランス国民教育省と外務省の専門家より高い
評価を受けています。
高いレベルの資格を持つ教師陣による定期的な添削により、効果
的にフランス語を学習。
入門レベルから準マスターレベルまで対応、50を超えるコースからご
自身のレベルや学習目的に合わせてコースをお選びいただけます。
対象レベル

入門（A1）〜準マスター（C1）

通信コースの1学期
1学期分の課題（コースによりCD・DVD含）とコースガイド、
受講生ガイド、提出用封筒が届きます。
各コース、指示に従って学習を開始し、決められたスケジュールで
課題を提出。2週間に1度、1学期間に5回の提出です。
（コースまたは課題により異なる場合があります。
）
添削された答案が戻ってきます。添削された答案を、模範解答を見
ながら復習。学習診断表で自分の弱点を確認。

自宅学習のサポート充実！
自分で解決できない疑問は、通信コース専属の教師が
ていねいにお答えします！質問は、メール、Fax 、または
書面で。
テレフォンサポート

発音チェック、会話、エクスポゼなど、アウトプットの機会とし
てご利用いただけます。

通信ネット

付属のサービスとしてオンラインシステムを導入
◆ 外出先で、スマートフォンやタブレット、パソコンを使って、
課題やコース別の学習ガイド、その他資料をご覧いただいた
り、CD、DVD教材を聞いたり、見たりしていただくことがで
きます。
◆ 通信ネットフォーラムをご利用いただけます。
（フランス語に
関する質問の投稿や答えの閲覧）
◆ 発音と動詞の活用練習（従来どおり）
サポ
いろ ート
いろ
！

サポートサービスの利用

学期終了後…
●
●

すべてのコースで成績表をお送りします。
上級レベル翻訳 仏文和訳／和文仏訳およびエキスパートレベル仏文
和訳は、上位成績優秀者の発表と平均点などをお知らせいたします。

通信コースの課題見本
3
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一部コースの課題見本は、サイトからご覧いただけます。
www.institutfrancais.jp/cad
アンスティチュ・フランセ日本
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COURS PAR INTERNET

オンラインコース

パソコンとインターネットがあれば、いつ でもどこでもフランス語
日本人へのフランス語教育に精通したアンスティチュ・フランセ日
本の教師が、インターネットを使ったフランス語オンライン学習シス
テムを開発。今までの一般教材では実現できなかった豊富な音声
ファイルを使った学習内容で、インタラクティブで楽しいフランス語
学習が可能になりました。
ヨーロッパ共通参照枠に準じたカリキュラムで、通学コースに通う
のと同じフランス語のスキルを習得できます。
会話、構文、単語、文法をバランス良く総合的に学習し、
コミュニケーションに必要な基礎力が身につきます。フ
ルバージョン（P6参照）ではオンラインシステムでの総
合的な学習に加え、電話またはスカイプによる個人指
A1-A2 導の会話レッスンとスクーリング（希望者のみ・無料）
により、学習した内容をさらに確実なものにし、初歩の
レベル
（全10コース） 段階からコミュニケーション能力を養います。
学習は、現代のフランスでの実生活に密着したさまざ
まなシチュエーションでの会話文や資料を使って進めて
いきますので、
「すぐに使える実践的なフランス語」が身
につきます。
通信コースをオンラインでも学習できるようになりまし
た。
（対象コース限定）課題と添削が中心のコースです。
同じ内容で通信コースまたはオンラインコースの2つ
の学習タイプから選択していただけます。

B1

レベル

対象レベル

入門（A1）〜中級（B1）

オンラインコースの1学期
A1-A2
レベル

B1
レベル

オンラインでの学習 5 レッスン（1レッスン約8時間、
1学期
で40 時間の学習）
5 回の課題と添削指導
電話またはスカイプを使った担当教師との会話レッスン3回
（発音・会話練習サポート）
スクーリング＊3 回
（希望者のみ・無料）
クラス別の教師とのフォーラム、チャットへのアクセス
オンラインでの5回の課題と添削指導

-フランセLITEが
新しく変わります！
e-フランセの受講は
ふたつのタイプからお選びいただけます！
● e-フランセフルバージョン：

e-フランセのご提供内容を全てご利用いた
だけます！インターネットでの定期的な学習
に加え、担当教師による添削指導やスカイ
プまたは電話による会話レッスンなど。
（A1-A2 / B1）
対象コース：全コース

● e-フランセ LITE：

学習システムの3 ヶ月間のご利用と3回の
会話レッスンがセットになった新しいe-フラ
ンセ LITE！
お申込みは、学期ごとの受付期間に限らず
いつでもOK!
フランス語をはじめたいときに、すぐにお申
込みいただけます。
課題の添削、スクーリングは含まれません。
対象コース：A1、A2レベルのすべてのコース
オンライン学習
システム
フルバージョン

添削指導

会話レッスン

（電話・スカイプ）

スクーリング

学習期間
1学期（3ヶ月）
3 ヶ月

LITE

まずは、デモレッスンをお試しください！

www.e-francais.jp

＊スクーリングは無料です。お時間のご都合がつく方は是非ご参加ください。
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アンスティチュ・フランセ日本
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オンラインプライベートレッスン

COURS PARTICU LIERS À DISTANCE

学習テーマを自由に選べる！オンライン プライベートレッスン
自分のペースや目的に合わせて学びたい、苦手
な部分を克服したい、教師と個別にじっくり
学習したい、こうした声にお応えするために、
プライベートレッスンがスタート！
オンラインプライベートレッスンは、お忙しい方でも、ご自宅や移
動先でスカイプや電話を使って受講が可能です！週末や深夜の時
間帯にも多くのレッスンが設定されていますので、空いている時間
を使ってフランス語レッスン！1レッスン、25分ですのでちょっとした
空き時間も利用できます。
予約は48 時間前まで、キャンセルは24時間前までとご利用しやす
いシステムになっています。
学習したい内容をあらかじめ専用サイトのフォームに入力しておくと、
それに従って担当教師がレッスンの準備をしますので、充実したレッ
スンを受講いただけます。教師を選べるのもおすすめポイントです。
レッスンの学習テーマはご自身で選んで自分だけのレッスンにしま
しょう！

学習テーマ
■会話レッスン 会話力をアップさせたい！毎日少しでもフランス語を話

す機会を持ちたい。
新聞記事などをテーマに、積極的に教師と意見を交わ
したい。

■旅行会話

まもなくフランス旅行に出発。レストランやショッピング、
ホテルで役立つ会話表現を学習したい、実際にロール
プレイングをしながらそれらの表現を習得したい。

■仏検二次

仏検の二次試験やDELF・DALFの口頭試験に備えて、
実試験と同じように練習したい。
テーマを設定し、模擬試験のようにレッスンをしたい。

■発音矯正

■授業補足

きちんと正しく発音できているかネイティブにチェック
してもらい、矯正したい。
おろそかになっていた発音をもう一度基礎から学習したい。
定期的に通学コースや通信コースを受講しているが、リ
ストアップしてある疑問点をまとめて解決したい、学習し
た内容を実際に使えるように、練習量を増やしたい。

■総合フランス語 独学でフランス語学習しているが、アウトプットの機会

がないので、学習した内容を実際に使って話す練習
をしたい。きちんと基礎力がついているか、教師に
チェック・指導してもらいたい。
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●お申込み手続き
1. 以下のいずれかの方法で受講料をお支払いください（P.30 参照）。
■ お申込み専用サイト通信ブティック
■ アンスティチュ・フランセ東京受付窓口（執務終了時刻 30 分前まで受付）
■ 現金書留
2. レッスン料のお支払い確認後、メールで予約専用サイトへのログイン情報をお送
りします。
3. 専用 webサイトにログイン後、レッスンを予約する前にまず学習目的やご希望の
レッスン内容をご入力ください。
4. 予約：ログイン後、専用ページで予約表を確認し、レッスン日時の48 時間前まで
に予約してください。お電話でも承ります。
（03-5206-2860 月〜土 09：30-18：00 /
日・祝 休み）
5. スカイプまたは電話にてレッスンを受講してください。
●レッスン料
申込コード

申込タイプ

料金

7CCP-1

1レッスン

￥3,500

レッスン時間

7CCP-5

5 回分一括購入

￥15,800

25 分

5回

7CCP-10

10 回分一括購入

￥29,500

25 分

10 回

25 分

* 購入されたレッスンの有効期限は1年です。有効期限内に購入回数分のレッスンを完了してください。
【ご注意】
■レッスン日時の変更は、専用サイトまたはお電話（03-5206-2860 月〜土 09：30-18：00 / 日・
祝休み）にて、レッスン日時の24 時間前まで可能です。それ以降は変更不可、受講料は返金
されません。
■レッスンの予約は1 回ずつとなります。複数回を一括購入されている場合も、予約されたレッス
ンが終了した時点で次の予約が可能になります。
■ 電話で受講を希望の場合は、専用サイトでレッスンを予約後、電話で受講される旨必ず事務
局にお知らせください。
■ 購入されたレッスンの有効期限は1年です。有効期限内に購入回数分のレッスンを完了してください。

アンスティチュ・フランセ日本
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CHOISIR VOTRE COURS コース選択

通信コース

フランス語学習ははじめて？
はい

オンラインコース

3CGD1
3CGD2

3LGD1
文法とディクテ B1

3CGD3

3LGD2
3LGD3

3CLE1

いいえ

3CLE2

リーディング・ライティング

3CLE3
3CEC1
3CEC2
3CEC3

Web サイトで
自宅学習プログラム専用の
レベルチェック

B1

http://www.institutfrancais.jp/level

（中級）

3CEC5
3CAE1
3CAE2

通信コース
の0CFR1

3CCV1
3CCV2

レベルチェックの結果を
目安にコースを選択

または

オンラインコース
の0CEL1

または

A NT

3CRF2

各コース説明のレベル表示を
T
A1 DÉBU 参考にしてください。

ース
コー
全 3コ
。
ス語
」
指します
総合フラン ンフランス語 入門 や簡単な文の習得を目
し
質問し､
表現
ョ
に関する
かせない
ものなど
「コレクシ
生活に欠
係 持ち
係､
。

4CGD2
4CFK1
4CFK2

DELF B2 準備対策
TV5 で学ぶフランス語

4CFA1

：課題リニューアルコース

4CFA2

5CGI1

0CFR1

OCEL1
OCEL2
1CEL1
1CEL2
2CEL1
2CEL2
2CEL3
2CEL4
2CEL5
2CEL6

5CGI2

A2

（初級）
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フランス語会話 A2

C1

（準マスター）

仏検準 1 級準備対策

4CTV

4CGF2

総合フランス語

文法とディクテ B2

4CDE

オンラインコース

1CFR1
1CFR2
1CFR3
2CFR1
2CFR2
2CFR3
2CCV1
2CCV2

ビジネスフランス語 B1

4CGD3

通信コース

0CFR3

仏検 2 級 準備対策

4CGD1

（上級）

0CFR2

3LRF2
3LRF3

4CGF1

（入門）

3LRF1
フランスの地方発見

3LFK1

3CTC2

B2

超入門〜A1

フランス語会話 B1

3CFK1
3CTC1

オンライン
プライベートレッスン

3LAE1

3CRF3
3CFK2

間関
では､ 日常
、全 3コース
ころや人
ベル）
A1（入門レ 紹介､ 住んでいると 学習ガイドと CD 付き
A1
す。
人の
を学びま
自分や他
ことなど
える
法
文
。
それに答
、たずねる
3 章）／③
う、
言う
を言
ばを
とば
1 章〜第
こと
ねる。
第
るこ
せる
（
たず
門
話せ
・話
入
う、
籍・
国籍
を言
。国
1 ①
る。
ねる
ずね
のの位置
たず
る。1 週
、た
する
りす
たり
。身近なも
えた
ろを言う
答え
、答
り、
（0 〜 11） を聞
数
たり
いるとこ
いた
す。
聞い
んで
て話
間を
時間
。時
名前・住
す。
業につい
話す
を話
動を
行動
。家族・職 る。
の行
日の
1日
あいさつ
教える
ずねる、
道順をた
を話す。
文法
。
間の生活
／
）
する表現
6章 ③
移動に関
こ
4 章〜第
を言う。
からする
か
①入門（第
の理由
と、これ
、またそ
0CFR 1
にしたこ
いを言う
係。すで トでご覧いただけます。
き嫌
一部コー
スは課題見本がサイ
置関
。好
の位
る。
描写する
国や都市
的を述べ
人や物を
て話す。
義務・目
候につい
。予定・
）
地域と気
（11 〜 100
。月、数
とを言う

コース一覧

作文のアトリエ

3CRF1

入門
超入門〜

：新開講コース

聞き取り

3CEC4

5CDA

ビジネスフランス語 B2
ガストロノミーフランス語
通訳案内士フランス語筆記試験準備対策
DALF C1 準備対策

5CLC1
5CLC2

フランス語とフランス文化の起源

5CLC3
3CVT1
3CVT2
Traduction
（翻訳）

翻訳入門 仏文和訳／仏文和訳

3CVT3
CVEA
CVEX

上級レベル翻訳仏文和訳
エキスパートレベル翻訳仏文和訳

4CTH

上級レベル翻訳和文仏訳

4CTP

上級レベルビジネス翻訳 和文仏訳
アンスティチュ・フランセ日本
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A1 DÉBUTANT

超入門〜入門

総合フランス語 入門
「コレクションフランス語 入門」

e-フランセ 総合フランス語入門

CD付

0 CFR 1

①入門（第 1 章〜第 3 章）／③文法

A1

名前・住んでいるところを言う、たずねる。国籍・話せることばを言う、たずねる。
あいさつ。家族・職業について話す。数
（0 〜 11）
。身近なものの位置を言う、
たずねる。
道順をたずねる、教える。1日の行動を話す。時間を聞いたり、答えたりする。1週
間の生活について話す。

0 CFR 2

①入門（第 4 章〜第 6 章）／③文法

A1

人や物を描写する。好き嫌いを言う、またその理由を言う。移動に関する表現。地
域と気候について話す。国や都市の位置関係。すでにしたこと、これからすること
を言う。月、数
（11 〜 100）
。予定・義務・目的を述べる。

0 CFR 3

①入門（第 7 章〜第 8 章）／③文法

A 1+

意見、感想を言う。賛成・反対の表現。レストランやカフェでの注文。丁寧な頼み方。
値段を聞く。要望や提案の仕方。親しい人への手紙。

コースコード
コース名
受講料
0CFR1
￥22,000
総合フランス語 入門
0CFR2
￥22,000
「コレクションフランス語 入門」
0CFR3
￥22,000
別売り教科書（教科書のご購入はP.29参照）
コレクションフランス語①入門 コレクションフランス語③文法

OCEL 1

超入門 1

A1

フランス語学習のはじめに、まず初歩のコミュニケーションに必要な力をつけま
す。最初の一学期は、フランス語学習への第一歩です。あいさつ、自己紹介、他
の人を紹介することを学習し、自分の好き嫌いや好みについて述べたり、意見を
言うこともできるようになります。

OCEL 2

超入門 2

A1 DÉBUTANT

A1（入門）
レベルでは､ 日常生活に欠かせない表現や簡単な文の習得を目指します。
自分や他人の紹介､ 住んでいるところや人間関係､ 持ちものなどに関する質問をし、
それに答えることなどを学びます。学習ガイドとCD付き。

A1

この学期は、具体的な話題についてフランス語で表現できるよう、より実践的な内
容を理解、使えるように学習を進めます。場所や自分の住んでいる地域、国につい
て話す、所有の表現、自分の職業について話す、人を招待する、会う約束をするこ
となどを学習します。またスポーツをすることや美術館に行くことなどを話せるよ
うになります。

1 CEL 1

入門 1

A 1+

会話に参加する、また自分自身や、よく知っている場所や人についての情報を提供
できるようになります。この学期は、家族や友達、一日の過ごし方やスケジュール
について話す、予定について理解、また説明することを学習します。さらに、レス
トランでオーダーする、食べ物の名前を言う、店で買い物をすることができるよう
になります。

1 CEL 2

入門 2

A 1+

日常的なことがらについて話せるよう、日頃よく使われる表現への理解を深めま
す。この学期は、自分の住まいについて説明する、地図で自分のいる位置を示す、
道をたずねる、教えることを学習します。旅行や、交通機関を利用するときに必
要なことが話せるようになります。また、このレベルでは過去のことを話したり
自分のしたことを説明する簡単な手紙を書く学習もはじめます。

コースコード
OCEL1
OCEL2
1CEL1
1CEL2

コース名

総合フランス語

超入門1
超入門2
入門1
入門2

受講料
＊
LITE
フル
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500

＊フルバージョンとLITEバージョンについては、P.6をご参照ください。
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A2 ÉLÉMENTAIRE

初級

総合フランス語 初級《前半》
「コレクションフランス語 初級」

フランス語会話 A2

CD付

A2（初級）
レベル前半では､ A1（入門）
レベルで学んだことをさらに深めます。
できごとを述べたり、過去にしたことや未来について話すことにより、フランス
語圏の人たちと話せるようになります。実用的な文章を書く練習も始めます。学
習ガイドとCD付き。

1 CFR 1

②初級（第 1 章〜第 2 章）／③文法

A2

助言・提案をする。義務や可能性の表現。許可を求める。誘う。過去のことについて
話す。過去と現在を対比する。謝る。家の中の描写。

②初級（第 2 章〜第 4 章）／③文法

A2

過去にしたことを話す。できごととその背景について話す。経歴を言う。確実な未来、
これからすること、旅行の計画、将来の計画について話す。条件つきの予定を言う。
時の表現。頻度、習慣について話す。

1 CFR 3

②初級（第 4 章〜第 5 章）／③文法

A2

過去・未来に視点をずらして話す。親しい人に手紙を書く。電話で話す。未来のことを
話す。助けを求める。公的な手紙を書く。目的の表現。原因と理由、
対立と譲歩の表現。

総合フランス語 初級《後半》
「コレクションフランス語 初級」

通信コースで学ぶフランス語会話コースです。会話の学習ができるのは通学コー
スだけではありません！
オラルコミュニケーションのスペシャリストであるアンスティチュ・フランセ日本
の教師が考案した、通信コースで開講のオリジナリティーに富んだコースです。
日常生活によくあるシチュエーション
（最近あったことをたずねる、謝る、旅行
について話す、など）
で、すぐに使える表現を音声と練習問題で学習します。
また、学習した内容を実際に使えるように、1学期に 5 回各20 分の電話または
スカイプを使った会話練習を先生と1対 1で行います。

2 CCV 1

フランス語会話 A 2 2013年春学期新開講

A2

A2 ÉLÉMENTAIRE

1 CFR 2

CD付

90時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：自己紹介をする、謝る、日常生活について話す。

2 CCV 2

フランス語会話 A 2 2013

A 2+

120時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：住居について話す、食事を注文する、買い物をする。

コースコード
2CCV1
2CCV2

コース名
フランス語会話 A2

受講料
￥30,000
￥30,000

CD付

A1からA2前半と続けてきたフランス語文法の習得がこのA2後半で終了し、自分
の意見や気持ちを言い表すことができるようになります。学習ガイドとCD付き。

2 CFR 1

②初級（第 6 章）/ ③文法

A2

好みを言う。興味のあること、ないことを言う、たずねる。自分の気持ち、喜び・怒
りなどの感情を表現する。意見を言う、求める。

2 CFR 2

②初級（第 7 章）/ ③文法

A 2+

疑念や確実・不確実なことについて述べる。
現在や過去の事実に反することを仮定する。

2 CFR 3

②初級（第 8 章）/ ③文法

A 2+

聞かれたこと、頼まれたことを伝える。過去に聞いた話を伝える。

コースコード
コース名
受講料
1CFR1
￥22,000
総合フランス語 初級（前半）
1CFR2
￥22,000
「コレクションフランス語 初級」
1CFR3
￥22,000
2CFR1
￥22,000
総合フランス語 初級（後半）
2CFR2
￥22,000
「コレクションフランス語 初級」
2CFR3
￥22,000
別売り教科書（教科書のご購入はP.29参照）
コレクションフランス語②初級 コレクションフランス語③文法
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オンラインコース e-フランセの学習画面（例）

e-フランセ 総合フランス語 初級
2 CEL 1

初級 1

A2

これまでより少し複雑、抽象的な状況で、今まで学習した内容への理解をさらに深
めていきます。この学期の終わりには、
身近なことがら
（住んでいる場所、
家族、
学業、
仕事など）
について話したり、自己紹介や、簡単な情報を伝える手紙を書くことも
できるようになります。また、人から聞いた話の要点を理解し、情報を伝えること
ができるようになります。

2 CEL 2

初級 2

A2

2 CEL 3

初級 3

A2

このレベルでは、さらに複雑で抽象的な状況（自分の身近な話題ではないこともあり
ます）
で、これまで学習した基礎力を固めていきます。これまでの学習でできるよう
になったことを、さまざまな実践的なシチュエーション（住居に関わることから、外
出、パーティ、旅行、電話でのコミュニケーションにいたるまで）
で応用します。また、
提案する、提案されたことを承諾する、断ることができるようになります。前の段階
に比べ、より正確にニュアンスを表現できるフランス語を使えるようになります。

2 CEL 4

初級 4

進度と評価

マイプロファイル

単語カード

A 2+

ここでの学習を通して、積極的に会話に参加することができるようになり、文章を読む
ときやリスニングでもより理解できるようになります。この学期の内容は実践的で盛り
だくさんです。旅行をするときの多くのシチュエーションをカバーします。ホテル、旅
行代理店、観光案内所、そしてフランス人医師のクリニック。さらに過去に経験した面
白いできごとを話すこともできるようになりますから、周りのフランス人が喜んで聞い
てくれるでしょう。

2 CEL 5

A2 ÉLÉMENTAIRE

ここでの学習を通して、簡単な会話に参加したり、書くことでも口頭でも仕事や家族
のことを取り上げて言えるようになります。この学期では、主に好き嫌いや好みの表
現を学習します。何に関心があるのかを明確に表現し、丁寧な表現を使い、より正確
に説明することができるようになります。また、ものを選ぶときや質と量の比較をす
るときの表現を学習します。

初級 5

参考ブロック

（辞書、動詞活用、発音）

A 2+

過去に起こった出来事や未来を話題にしたり、自分の身近にいる人や自分の経験ま
たは今後の計画について説明したりすることが、前のレベルよりずっと楽になりま
す。確実性を伝える、問題となっていることがらとその原因を説明する、またそれ
についての自分の見解を伝えることを学びます。さらに、感想を伝え合う、感動や
驚き、怒りを表現し、不満も言うことができるようになります。

2 CEL 6

初級 6

A 2+

フランス語の基礎を習得し、コミュニケーションのレベルは満足できるものになりま
す。この学期の終わりには、助言をしたり、人を励ましたり安心させることもできま
す。さらに、意見を明確に述べる、楽しさ、悲しみ、喜び、心配、希望、安堵などの
感情の表現が、日常の会話で表現できるようになります。このレベルになれば、これ
までに習得したフランス語を使って、あらゆる分野において他の役立つ知識を得るこ
とができるようになります。

コースコード
2CEL1
2CEL2
2CEL3
2CEL4
2CEL5
2CEL6

コース名

総合フランス語

初級1
初級2
初級3
初級4
初級5
初級6

受講料
＊
LITE
フル
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500
￥38,500
￥19,500

＊フルバージョンとLITEバージョンについては、P.6をご参照ください。
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B1 INTERMÉDIAIRE

中級

Grammaire et dictée B1
（文法とディクテB1）

CD付

このコースは、基本文法全般の復習と強化を目的としています。
各課題は、その単元が理解できたかどうかを確認する文法問題（70点）
と聞き取り能
力をつけるためのディクテ
（30点）
からなっています。
学習ガイドとＣＤ付き、全3コース。
教科書は、
「フランス語文法問題の解き方 解説編」
と
「フランス語文法問題の解き方
練習問題集」
（2冊とも駿河台出版社/P.29参照）
を使用します。

B1 /B 1 +

3 CGD 1 /3LGD1

（教科書1 〜 7）
名詞と形容詞の性・数一致、前置詞（1）
、疑問文の作り方と疑問詞、
代名詞
（関係代名詞、その他）
、動詞の直説法

B1 /B 1 +

3 CGD 2 /3LGD2

（教科書8 〜 12）
条件法、接続法、受動態、代名動詞、非人称動詞、現在・過去分詞、
ジェロンディフ

3 CGD 3 /3LGD3

B1 /B 1

+

（教科書13 〜 20）
直接・間接話法、品詞の転換（副詞の作り方、名詞化）
、前置詞（2）
、
音声学の基礎、動詞の復習、総合復習

コース名

受講料
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000

Grammaire et dictée B1
（文法とディクテ B1）

このコースでは、難易度の低いものから高いものへ、いろいろなシチュエーション
で、フランスの日常生活で役立つ実践的なドキュメントを読んだり、テキストを書
いたりします。たとえば、個人的な手紙やメールのやり取り、語学学校の申し込み
や学校生活、住居を探す、旅行を企画する、観光する、新聞記事を読む、など。
このコースは、受講生にとってひとつの冒険になります。フランスに滞在するとい
う設定で、いろいろなシチュエーションに身を置き、さまざまな経験をします。ホー
ムステイ先の家族に会う、友達をつくる、美術作品を鑑賞する、すばらしい景観を
見に行く。そして、恋をする･･･こともあるかもしれません！
【課題の構成】
1. ドキュメントの読解と分析 2. ポイントの解説と練習問題 3. 作文
2015年春学期新開講

B 1+

日常生活：自己紹介する、滞在する、勉強する、買い物をする、不満を言う

3 CLE 2

2015年夏学期新開講

B 1+

文化生活：訪問する、旅行する、話す、教養を高める、情報を得る

3 CLE 3

2015年秋学期新開講

B 1+

社会生活：招待する、人を迎える、祝う、働く、意見を言う、別れる

コースコード
コース名
3CLE1 2015年春学期新開講
Lire et écrire
3CLE2 2015年夏学期新開講
（読み書き中心：フランスに滞在！）
3CLE3 2015年秋学期新開講
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見て、聞いて、フランス語を理解する、聞き取り力を強化するコースです。
アンスティチュ・フランセ日本の教師セドリック・リヴォが考案、フランスのニュー
ス番組
（TF 1、France 2）
の抜粋を使って聞き取り力をトレーニングします。
話されている情報を理解することは、次のステップで聞き取りのコツをつかめば、
思っているほど難しくはありません。自分の知識を使う、聞き取りの的を絞る、理
解の手助けとなる手がかりをさがす、少しずつ全体から詳細まで、易しいものから
難しいものまで理解できるようになります。
さらに現代のフランス社会をさまざまな見方で直接触れる、知る機会にもなります。

3 CEC 1

聞き取り中心

2015年春学期課題リニューアル

B1/ B1 +

テーマ
（2015年冬学期まで）
：Nintendo au Louvre, le vieux Lyon, le bikini, Édouard
Leclerc et ses supermarchés, et le président Hollande.

テーマ
（2015年春学期以降）
：リニューアル

3 CEC 2

聞き取り中心

2015年秋学期課題リニューアル

B1/ B1 +

テーマ
（2015年夏学期まで）
：Le miel de lavande, Les Enfants du paradis, La
première rencontre, Tamasaburo Bando, Marcel Proust.

テーマ
（2015年秋学期以降）
：リニューアル

3 CEC 3

聞き取り中心

B1/ B1 +

聞き取り中心

B1/ B1 +

聞き取り中心

B1/ B1 +

テーマ：La santé des patrons, le mariage pour tous, les mamies tricoteuses,
la philosophie, la photo du président.

3 CEC 4

テーマ：Des cuisiniers japonais en France, la Promenade des Anglais à Nice,
la Marseillaise, un tour d’Europe en travaillant, les animaux de compagnie.

3 CEC 5

テーマ：La boisson Orangina, l’histoire du livre de conjugaison “Le Bescherelle”,
l’apprentissage en ligne avec les “MOOC”, le film japonais “Tel père tel fils”
(“そして父になる”), le “selfie”.

Lire et écrire : mes aventures en France
（読み書き中心：フランスに滞在！）

3 CLE 1

DVD付

受講料
￥22,000
￥22,000
￥22,000

コースコード
3CEC1 2015年春学期課題リニューアル
3CEC2 2015年秋学期課題リニューアル
3CEC3
3CEC4
3CEC5

コース名
Compréhension
orale
（聞き取り中心）

受講料
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000

Atelier d’écriture（作文のアトリエ）

このコースでは、信頼度の高いメソッドに沿って、いろいろなテーマで、楽しみな
がらフランス語で文学的に
「書く」
ことを学習します。短いテキストと、楽しみなが
ら答えられる読解と文法問題から学習をはじめ、次に学習したテキストからヒント
を得て、1つまたは2つの課題で作文をします。
編集者そして作家でもあるこのコースを考案した教師が、答案を添削、評価します。
創造力とフランス語の表現力を養います。
テーマ：
3CAE1/3LAE1：思い出、将来の夢について書く、物語
（フィクション）
を書く
3CAE2：自分を取り巻く環境について書く、例えば通りの風景、なじみの情景や人
物の描写、見たり聞いたりしたことなど。
B 1 /B 1 +

コースコード
3CAE1
3CAE2
3LAE1

コース名
Atelier dʼécriture
（作文のアトリエ）

受講料
￥23,000
￥23,000
￥23,000

アンスティチュ・フランセ日本
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B1 INTERMÉDIAIRE

コースコード
3CGD1
3CGD2
3CGD3
3LGD1
3LGD2
3LGD3

Compréhension orale（聞き取り中心）

Conversation B1（フランス語会話 B1）

Préparation au DAPF 2（仏検2級準備対策）

CD付

通信コースで学ぶフランス語会話コースです！会話の学習ができるのは通学コースだ
けではありません！
オラルコミュニケーションのスペシャリストであるアンスティチュ・フランセ日本の
教師が考案した、通信コースで開講のオリジナリティに富んだコースです。
日常生活によくあるシチュエーション（心配事を話す、相手を安心させる、自分の意
見を述べるなど）
で、すぐに使える表現を音声と練習問題で学習します。
また、学習した内容を実際に使えるように、1学期に5回各20分の電話またはスカイ
プを使った会話練習を先生と1対1で行います。

3 CCV 1

フランス語会話 B1

B1

300時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：苦情を言う、願望、感情を表現する、旅の行き先について語る、
提案する、過去の経験について話す、物を描写する、など。

3 CCV 2

フランス語会話 B1

B 1+

コースコード
3CCV1
3CCV2

コース名
Conversation B1
（フランス語会話 B1）

Régions françaises（フランスの地方発見）

受講料
￥30,000
￥30,000
DVD付

フランスの各地方の魅力を発見するコースです。このコースで、地方特有の風土や大
衆的な文化、また未知なるフランス各地の魅力を発見する旅に出かけましょう！歴史
的な観点からだけではなく、現代の新しいフランスの魅力についても学習しましょう。
そこで暮らす人々やその地方特有の文化、食文化や美食、建築物、風景、工芸品にい
たるまで、知識を広げていきます。
3CRF1/3LRF1では、太陽の光溢れる南フランスの地方
（プロヴァンス、ラングドック、
南西部）
を、3CRF2/3LRF2にはフランス北部（アルザス、ノルマンディー、ブルター
ニュ）
、3CRF3/3LRF3はロワール、ブルゴーニュ、サヴォワの魅力溢れる美しさを
探索します。
このコースではDVDに収録されたオリジナルビデオを使用し、ヴァリエーション豊か
な文化や自然遺産、そして魅力満載の土地や小さな村々について発見していきます。
目と耳から入る情報を分析する力、論理的
な思考、そして今までの国内、海外旅行の
経験をフルに活用してください。語彙力、
聞き取り力、書く力を養いながら、世界で
もっとも美しい国のひとつであるフラン
スの文化についての知識を豊
かにします。Bon voyage !

B 1+
コースコード
3CRF1
3CRF2
3CRF3
3LRF1
3LRF2
3LRF3
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コース名

Régions françaises
（フランスの地方発見）

受講料
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000
￥22,000

仏検（実用フランス語技能検定試験）2級（学習時間400時間以上、大学のフランス
語専門課程で4年程度）
では、日常生活や社会生活に必要なフランス語を理解し、
口頭で表現できることが要求されます。読む力はもとより、聞き、話し、ある程
度の書く力も必要です。
仏検2級は
「フランス語学習者にとってのひとつの壁」
とも言われています。本コー
スの課題は仏検の本試験と同じ形式で構成されていますので、試験対策の総仕上
げ（模擬試験）
として、またこれから仏検2級の勉強を始めようという方の実力（弱
点）
チェックとしてご活用いただけます。仏検対策のÉcritとOralのスペシャリス
トによる特別編成で開講します。学習ガイドと書き取り・聞き取り問題を収録し
たCD付きです。
短期集中とノーマルリズム：仏検実施日までに効果的に準備ができるよう、学期によ
り課題提出のぺ−スが異なります
（1学期5課題）
。ご自身の学習計画に合わせてお選び
ください。
●短期集中（春・秋学期）
：仏検の試験日の直前にコースが終了するように、受講期間
を通常より短く設定しています（開講から約7週間）
。答案の提出は3回。2課題、2
課題、1課題の提出で計5課題です。
●ノーマルリズム（冬・夏学期）
：2週間に1課題の提出。3 ヶ月で5課題をこなします。
（他コースと同じペースです。
）

内容が異なる2つのコース（難易度は同等）3CFK1と3CFK2がありますので、1学
期に1つずついずれかのコース、または同じ学期に2コース同時に受講し集中的に
学習していただくことも可能です。
B 1+

コースコード
3CFK1
3CFK2
3LFK1

コース名
Préparation au DAPF 2
（仏検2級準備対策）

受講料
￥22,000
￥22,000
￥22,000

口頭模擬試験
通 信 コ ー ス：2次試験の対策として、テレフォンサポートの指定時間を利用して口頭模擬試
験を電話でお一人3回まで受けていただけます
（予約制、1回約10分）
。
オンラインコース：スカイプまたは電話で担当教師との口頭練習が1学期3回あります。
（1回約20分）

Français des affaires B1（ビジネスフランス語 B1）

このコースは、B1（中級）
レベルに向けて学習中で、フランスや日本企業でフラン
ス語を使って仕事をしている、または今後仕事をしたいと考えている方、あるい
はフランスのビジネス界に興味があり、ビジネスフランス語を勉強しながら語学
力を上達させたい方に適しています。
語学レベルを上げるために必要な用語や文法に加え、聞き取りや簡単な文書の作
成、いろいろなタイプのビジネス文書を読み、理解する練習をします。
またこのコースはDELF Proの聞き取り、読解、筆記の試験準備にも適しています。
コースは2学期で構成されており、1学期目に5課題で教科書の前半を、2学期目
にさらに5課題で後半を学習します。
教科書は、
« Travailler en français en entreprise 2 », Didier
（CD付）
を使用します。P.29参照。

B1

コースコード
3CTC1
3CTC2

コース名
Français des affaires B1
（ビジネスフランス語 B1）

受講料
￥22,000
￥22,000

アンスティチュ・フランセ日本
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B1 INTERMÉDIAIRE

400時間以上の学習者を対象とします。
主な学習内容：映画について話す、意図や希望、目的を表現する、人物を描写
する、伝える、意見を求める、述べる、住まいについて話す、問題の解決策を
提案する、など。

CD付

B2 AVANCÉ

上級

Grammaire et dictée B2（文法とディクテB2） CD

Préparation au DAPF 1-bis（仏検準1級準備対策）

付

Ce cours a été conçu pour renforcer vos connaissances grammaticales et vous
aider à en acquérir de nouvelles. À travers la réalisation d’exercices variés
mais également de tâches concrètes (rédiger une lettre formelle, un mail à un
ami, un résumé, un discours, etc...), vous apprendrez la grammaire comme un
outil naturel de communication.
Chaque devoir comprend un cours de grammaire complet et détaillé (pas de
manuel à acheter), et les exercices associés vous permettront d’être bientôt
familiarisés avec l’utilisation des nouveaux points abordés. Les dictées vous
feront quant à elles progresser en compréhension orale et vous aideront à
mémoriser les points essentiels du devoir (CD audio inclus).
中級レベルまでの文法知識をさらに強化、コミュニケーション能力を高める
文法力を養成します。

4 CGD 1

B2

Dans ce cours l’accent sera particulièrement mis sur l’expression du passé,
sur le conditionnel, l’expression de sa pensée (opinion, doute, certitude et
probabilité), le discours rapporté indirect, les pronoms relatifs simples et
composés ou encore l’expression des causes et conséquences.

4 CGD 2

B2

Dans ce cours, vous étudierez l’article (défini, indéfini, partitif), les négations
particulières, le subjonctif, l’infinitif, la forme passive, le participe présent et le
gérondif, les prépositions, les pronoms indéfinis, les anaphores, l’interrogation
et l’expression de votre situation dans l’espace.

4 CGD 3

B2

コースコード
4CGD1
4CGD2
4CGD3

コース名
Grammaire et dictée B2
（文法とディクテ B2）

受講料
￥22,000
￥22,000
￥22,000

Ce cours vous permettra, par une préparation systématique, d’aborder dans
les meilleures conditions l’examen du DAPF Niveau 1 bis ( 仏検準 1 級 ).
Chaque devoir se présente comme un examen blanc reprenant exactement
la structure de l’épreuve écrite de l’examen. Vous pouvez également vous entraîner à l’épreuve orale de l’examen (un entretien d’environ 7 minutes) grâce
au système de soutien téléphonique des cours par correspondance.
Vous retrouvez dans cet examen des exercices similaires à ceux du niveau 2 :
choix de prépositions, choix et conjugaison de verbes, compréhension écrite et
orale, dictée ; mais aussi des exercices nouveaux : catégorie syntaxique (substantivation), polysémie, résumé en japonais d’un texte français, traduction du
français au japonais. Contenu du cours :
• 5 devoirs correspondant chacun à une épreuve écrite complète
• Un CD audio pour les exercices de compréhension orale
• Un guide d’apprentissage
短期集中とノーマルリズム：仏検実施日までに効果的に準備ができるよう、学期により課
題提出のぺ−スが異なります
（1学期5課題）
。ご自身の学習計画に合わせてお選びください。
●短期集中（春・秋学期）
：仏検の試験日の直前にコースが終了するように、受講期間
を通常より短く設定しています（開講から約7週間）
。答案の提出は3回。2課題、2
課題、1課題の提出で計5課題です。
●ノーマルリズム（冬・夏学期）
：2週間に1課題の提出。3 ヶ月で5課題をこなします。
（他コースと同じペースです。
）

実際の試験と同じ出題傾向の問題を 5 課題こなします。試験直前には模擬試験
としてもご利用いただけます。
B2

コースコード
4CFK1
4CFK2 2015年秋学期新開講

コース名
Préparation au DAPF 1-bis
（仏検準1 級準備対策）

受講料
￥22,000
￥22,000

口頭模擬試験
2次試験の対策として、テレフォンサポートの指定時間を利用して口頭模擬試験を電話でお一
人3回まで受けていただけます
（予約制、1回約10分）
。

Préparation à l’unité B2 du DELF（DELF B2準備対策）

B2 AVANCÉ

Notre troisième offre de grammaire et dictée s’intéresse particulièrement aux
niveaux de langue (les registres familier, standard, soutenu), à l’expression du
temps, aux adjectifs (les adjectifs indéfinis, le changement de sens en fonction
de la position), à l’expression des nuances grâce aux adverbes, aux pronoms
personnels compléments, à l’accord du participé passé ou encore à la ponctuation.

CD付

CD付

Obtenir le DELF B2, c’est prouver que l’on maîtrise la langue française, tant à l’oral qu’à
l’écrit, mais c’est aussi un passeport pour des études en France ou un emploi en entreprise francophone. Dans ce cours, nous allons vous donner toutes les clefs de la réussite !
Pour réussir, il faut connaître la langue française, mais aussi l’examen : le déroulement des épreuves, leur nature ou les erreurs à éviter... C’est l’objectif de ce cours, qui
est également recommandé pour apprendre les techniques de communication écrite
et orale de niveau avancé, en particulier l’argumentation.
Dans ce cours, vous trouverez :
1 guide d’apprentissage pour comprendre et réussir les épreuves du DELF B2 ;
5 devoirs conçus comme l’examen, avec les 3 épreuves de compréhension orale,
compréhension écrite et production écrite.
1 entraînement à l’épreuve orale par téléphone. Sur rendez-vous, entraînez-vous à
l’oral de l’examen, au téléphone, avec un professeur spécialisé.
実際の試験と同じ出題傾向の問題を5課題こなします。オプションで口頭模擬試
験を受験いただくことも可能です。
B2

コースコード
4CDE
4CDE+OB

コース名
Préparation à l’unité B2 du DELF
（DELF B2準備対策）

受講料
￥22,000
￥27,000

口頭模擬試験をご希望の方は4CDE＋OBでお申込みください。
電話による模擬試験
（オプション）
試験は約20分。試験前に選択された分野の課題をお送りします。試験日の指定さ
れた時間に受講生から電話をかけていただきます（スカイプの利用も可能）
。試験の
日時などの詳細は、学期開始後にお知らせいたします。
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Actualités télévisées avec TV5 :
analyser l’actualité en français（TV5で学ぶフランス語）
Comprendre le journal télévisé, c’est parfois difficile. Mais nous sommes
là pour vous aider ! Dans ce cours, nous vous proposons une sélection de
5 courts reportages choisis sur « 7 Jours sur la Planète » de TV 5 Monde
(chaîne francophone de télévision). Chaque devoir est conçu comme une grille
d’analyse du reportage qui vous permet, de manière progressive, de comprendre ce document authentique et vivant. À l’aide du guide d’apprentissage,
vous développez une méthode d’analyse et vous apprenez à le synthétiser, à
comprendre le choix d’un titre et à y
porter un regard critique. Les vidéos
sont accessibles en ligne sur le site
de l’Institut français du Japon.
TV5 «7 jours sur la planète » のビデオ
を視聴し、ルポルタージュのテーマを
把握する、
レジュメを作成する、
ジャー
ナリストの見解を分析、自分の見解を
述べるなど、DELF/DALF対策として
もご利用いただけます。
テーマ（2015年冬学期まで）
：l’art contemporain / les jeunes Français à l’étranger /
l’habitat partagé / la marque “Paris” / les femmes des Présidents
テーマ（2015年春学期から）
：Une toile inconnue de Picasso / l’huile d’argan, la plus
chère du monde / un potager sur le toit / les risques de l'humanitaire / la mode au festival
de Cannes
B2

コースコード
4CTV

2015年春学期課題リニューアル

受講料

Actualités télévisées
avec TV5 : Analyser
lʼactualité en français
（TV5で学ぶフランス語）

￥22,000

Français des affaires B2（ビジネスフランス語 B2）

CD付

Ce cours constitue un véritable entraînement intensif au français du monde du
travail et insiste en particulier sur le vocabulaire de l’entreprise, du commerce et
de l’économie, sur la compréhension écrite de documents professionnels mais
également sur la rédaction de documents de correspondance.
Ce cours pratique vous aidera à construire des compétences immédiatement
utilisables dans votre vie professionnelle de tous les jours. Les deux cours peuvent
être pris séparément, dans n’importe quel ordre, ou bien ensemble, pour un
entraînement encore plus intensif !
Contenu des cours :
• 1 guide d’apprentissage comprenant un module d’entraînement très complet avec
des activités de compréhension orale, de résumé et de rédaction de documents de
correspondance ;
• 1 CD audio pour les activités de compréhension orale du module d’entraînement ;
• 5 devoirs corrigés par un professeur comprenant des activités de vocabulaire
spécialisé, de compréhension de documents économiques, de résumé et de
correspondance professionnelle.
Manuel d’accompagnement recommandé pour ce cours : «Le français du monde du
travail», P.U.G., vendu à part (cf.page 29)
ビジネスで使われるボキャブラリーに関する練習、ドキュメントの理解、経済
記事のレジュメ、商業文の作成を課題でこなします。
B2

（ガストロノミーフランス語）

Grâce à ce cours et à travers quelques plats, recettes ou spécialités, vous allez mieux
comprendre la langue mais aussi la façon de vivre des Français. À partir de courts
extraits d’émissions de radio sur la gastronomie, vous découvrirez également les
tendances culinaires actuelles, des saveurs du terroir et des produits célèbres ou
nouveaux de la gastronomie française.
Au cours du premier trimestre, vous découvrirez par exemple le fameux vin muscadet, le
boom du champagne rosé, comment cuisiner l’asperge, un chocolat marseillais étonnant,
les produits bio et les OGM, le cassis, ou encore le fromage corse traditionnel.
Au second trimestre, ce sera au tour du taboulé, de la galette des Rois, des bienfaits
de la pêche et du melon ou encore de la meilleure manière de cuisiner l’agneau... Bon
appétit !
Contenu du cours :
• 5 devoirs composés de deux parties. Dans chaque partie, vous écoutez un extrait
d’émission, répondez à des questions de compréhension, de vocabulaire et vous
rédigez un court texte sur vos goûts et vos habitudes alimentaires ;
• 1 CD audio comprenant les extraits des émissions à écouter ;
• 1 guide d’apprentissage comprenant des compléments d’information sur les
produits et les plats présentés dans les devoirs.
フランスのガストロノミーをワインの話題からOGMまで、幅広く取り扱う、聞
B2
き取り中心のコースです。

コースコード
4CGF1
4CGF2
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コース名
Français des affaires B2
（ビジネスフランス語 B2）
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受講料
￥22,000
￥22,000

コース名
Gastronomie française
（ガストロノミーフランス語）

受講料
￥22,000
￥22,000

資格試験
言語に関する アンスティチュ・ レベルチェック
欧州共通基準 フランセ東京
のレベル＊
（CECRL） のレベル
A1

TCF

DELF
DALF

運用レベル

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。

仏検 3 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。

仏検準 2 級

レベル 3
300〜399 点

DELF B1
DELF Pro 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。

仏検 2 級

レベル 4
400〜499 点

DELF B2
DELF Pro 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。

仏検準 1 級

＋＋

レベル 5
500〜599 点

DALF C1

フランス語の優れた運用能力を持
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。

仏検 1 級

＋＋

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。

A1

A1
A2

A2

A1 ＋


A2 ＋

A2
A2 ＋
B1

B1

B1

B2

B2

C1

C1

B1 ＋
B2

C2

＊

＊＊

コースコード
4CFA1
4CFA2

CD付

C2

B2 ＋

B2 AVANCÉ

コース名

Gastronomie française

DAPF
＊＊
（仏検）

レベルチェックは下記のアドレスから行っていただけます。
http://www/institutfrancais.jp/level
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。

●試験日程や出願に関する詳細とお問い合わせ：
DELF・DALF ：www.delfdalf.jp delfdalf ＠ institutfrancais.jp
TCF：www.delfdalf.jp/tcf_jp.htm examens@institutfrancais.jp

アンスティチュ・フランセ日本
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準マスター

Cours de préparation à l’épreuve de français
de l’examen national de guide-interprète
（通訳案内士フランス語筆記試験 準備対策）
Si le principal objectif de ce cours est de préparer les étudiants à l’épreuve écrite de
langue française de l’examen national de guide-interprète, il s’adresse également de
façon plus générale à toutes celles et ceux qui souhaitent aiguiser leurs compétences
dans les domaines de la compréhension et de l’expression écrites.
Les 3 examens blancs proposés chaque trimestre suivent exactement le déroulement de l’épreuve, avec au total 6 exercices de compréhension écrite, 3 versions
(traductions français-japonais), 3 thèmes (traductions japonais-français) et enfin 3
exercices d’expression écrite. De son côté, le guide d’apprentissage qui vous sera
remis vous donnera les clefs et les stratégies susceptibles de vous aider à résoudre
les problèmes qui vous seront soumis le jour de l’examen. Autant d’éléments qui vous
permettront de vous familiariser avec un contenu très spécifique et de vous préparer
au mieux pour passer cette épreuve avec succès !
通訳ガイド筆記試験の準備としてご利用いただけます。模擬試験形式の出題です。

5 CGI 1

Préparation à l’unité C1 du DALF（DALF C1 準備対策）
Autour de documents authentiques soigneusement sélectionnés selon les dernières
recommandations du CIEP, l’organisme officiel qui gère les épreuves du DALF,
nous travaillerons les différents exercices qui composent le DALF : exposé, essai
argumenté, synthèse et questionnaire de compréhension orale. Recommandé aux
étudiants déjà titulaires du DELF B2, ce cours est aussi adapté à tous les élèves
désireux d’améliorer leurs techniques de communication écrite et orale.
Inclus dans ce cours :
1 guide d’apprentissage qui vous prépare, étape par étape, aux épreuves du DALF C1 ;
5 devoirs conçus sur le modèle de l’examen, chaque devoir comprenant les 3
épreuves de compréhension orale, synthèse et essai ;
1 entraînement à l’épreuve orale par téléphone avec un professeur spécialiste du
DALF ! C’est une occasion unique : vous êtes chez vous, vous êtes à l’aise, et vous
pouvez même vous enregistrer (en option).
実際の試験と同じ出題傾向の問題を5課題こなします。オプションで口頭模擬試
験を受験いただくことも可能です。
C1

コースコード
5CDA
5CDA+OB

C1

3 devoirs par trimestre avec Guide d’apprentissage.

5 CGI 2

C1

3 devoirs par trimestre avec Guide d’apprentissage.
• このコースは、1学期に3課題の提出となります。
• 内容が異なる２つのコース
（難易度は同等）5CGI1と5CGD2がありますので、1
学期に1つずついずれかのコース、または同じ学期に2コース同時に受講し集
中的に学習していただくことも可能です。

コースコード

コース名
Cours de préparation à l’épreuve de français
5CGI1
de l’examen national de guide-interprète
5CGI2 （通訳案内士フランス語筆記試験 準備対策）

受講料
￥26,000
￥26,000

コース名
Préparation à l’unité C1 du DALF
（DALF C1 準備対策）

受講料
￥22,000
￥27,000

口頭模擬試験をご希望の方は5CDA＋OBでお申し込み下さい。
電話による模擬試験
（オプション）
試験は約30分。試験前に選択された分野の課題をお送りします。試験日の指定さ
れた時間に受講生から電話をかけていただきます（スカイプの利用も可能）
。試験の
日時などの詳細は、学期開始後にお知らせいたします。

Origines de la langue et de la civilisation françaises

（フランス語とフランス文化の起源）

5 CLC 1

C1

Dans ce premier cours, vous étudierez le cadre historique, les principes d’évolution
des langues, les rapports avec le latin ou encore l’histoire de l’écriture.

5 CLC 2

C1

Dans ce deuxième cours nous explorerons les influences grecques, celtiques et
germaniques. Nous illustrerons ces influences dans 2 devoirs thématiques : les noms
de lieux et les animaux.

5 CLC 3

C1

Ce troisième cours présentera les échanges avec d’autres cultures : l’anglais, les
autres langues d’Europe, les langues régionales et le rôle international du français.
Nous illustrerons ce cours par un devoir thématique sur les idées et la religion.

コースコード
コース名
5CLC1
Origines de la langue et de la civilisation françaises
5CLC2
（フランス語とフランス文化の起源）
5CLC3
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受講料
￥22,000
￥22,000
￥22,000

アンスティチュ・フランセ日本
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Les mots français que vous étudierez avec ce cours vous feront voyager dans le temps, du
passé lointain jusqu’à l’actualité récente. Après un rappel de notions d’étymologie, nous
étudierons les apports de l’Antiquité, les influences européennes, les parlers régionaux, le
français dans le monde ou encore l’histoire des idées et des choses.
Vous aurez l’occasion de découvrir, par exemple, ce qui reste du gaulois dans le français, pourquoi il y a des noms masculins et féminins en français, d’où vient l’alphabet
latin... Autant d’histoires passionnantes et savoureuses !
Au menu :

翻訳講座
信頼性が高く定評のある通信コースの翻訳講座

歴史の長いアンスティチュ・フランセ日本の通信コースの中でも、長期にわた
り特に受講生の評価が高い翻訳講座です。

Traduction initiale
翻訳入門
（仏文和訳・和文仏訳）

このコースは本格的な翻訳に入
る前の準備講座です。
B 1 レベルのいずれかのコースを
3 段階目まで終えられた方、あ
るいは同等のフランス語力を有
する方を対象としています。
仏和・和仏ともそれぞれ 5 課題で、合計 10 課題をこなします。
（2 週間に 1 度、
2 課題ずつの提出）

3 CVT 1

B1+-B 2

3 CVT 2

B1+-B 2

3 CVT 3

2015年春学期新開講

B1+-B 2

翻訳入門 仏文和訳・和文仏訳
（各5題 合計10課題）

Version 仏文和訳
アンスティチュ・フランセ日本 通信コースで、長年高い評価と人気を誇る仏文和
訳コースです。受講生にはプロレベルの方も多い、レベルの高いコースです。
仏文和訳コースでは、フランス語のレベルだけではなく、フランス語にできるだ
け忠実にかつこなれた日本語を使って訳すことができているかどうかなど、日本
語力についても評価の対象となります。
通信コースの仏文和訳講座では、翻訳学習の各レベルは次の点を指針としています。
翻訳入門（3CVT）
上級レベル翻訳（CVEA）
エキスパートレベル翻訳（CVEX）

仏和辞典から仏仏辞典に慣れることを目標とします。
仏和辞典だけに頼らず仏仏辞典を使いこなせるようになる
ことを目標とします。
仏仏辞典を使用し、じゅうぶんに使いこなせるレベル。

CVEA

上級レベル翻訳 仏文和訳（10 課題）

B2 -C 1

Les célèbres cours de thème de l’Institut ! Des milliers d’étudiants ont déjà suivi nos cours à
distance les plus célèbres.
• Traduction d’articles authentiques de journaux, de revues, spécialisés ou non, ou d’extraits
littéraires variés, d’auteurs classiques ou contemporains.
• Les sujets se répartissent entre de multiples domaines : Arts-culture, Economie-Monde des
affaires, Lettres-Langues, Sciences et techniques, Sciences sociales, Sciences juridiques,
Sciences humaines et Sports.
• Inclus : un guide d’apprentissage qui vous livre toutes les clefs pour bien réussir votre thème.
• Le contenu de ces cours est renouvelé chaque trimestre, ce qui vous invite à vous inscrire
autant de fois que vous le souhaitez.
• 10 devoirs par trimestre avec Guide d’apprentissage.

4 CTH

上級レベル翻訳 和文仏訳（10 課題）

毎学期課題が変わります。

Traduction professionnelle ビジネス翻訳 和文仏訳
Ce cours vous entraîne à la traduction professionnelle du japonais vers le français, c’est
à dire la traduction telle qu’on doit la pratiquer de temps en temps, quand on travaille
dans une entreprise en rapport avec la France. Il s’agit donc de pratiquer la traduction de
documents à usage professionnel tels que synopsis d’entreprises, descriptions de produits
ou de services, curriculum vitae d’un candidat à un poste, devis détaillés, etc. Ces tâches
de traduction sont souvent le fait de la demande de supérieurs hiérarchiques qui veulent
«savoir ce que ces documents disent», n’étant pas capables eux-même de lire le japonais.
Dans bien des cas, vous n’êtes pas sollicité pour traduire intégralement et parfaitement
ces documents (c’est plutôt le travail d’un traducteur professionnel), mais aider à faire
comprendre de quoi ces documents parlent. Ce cours ne se limite pas à l’exercice de la
traduction mais vous propose aussi d’enrichir votre vocabulaire à travers des exercices
corrigés dont certains vous demandent d’exploiter les ressources en français d’Internet.
Enfin, pour rendre ce cours aussi complet que possible, une partie facultative vous invite
à rechercher des phrases incorporant les mot-clés des textes à traduire, et à lire ces
phrases à haute voix pour acquérir plus de confiance dans votre capacité à parler un
français professionnel.

4 CTP

上級レベル翻訳 和文仏訳（5 課題）

エキスパートレベル翻訳 仏文和訳（5 課題）

毎学期課題が変わります。
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C1 以上

B 2 以上

課題は変わりません。

コースコード

課題

課題数

受講料

3CVT1

–

10

￥22,000

3CVT2

–

10

￥22,000

3CVT3

2015年春学期新開講

10

￥22,000

CVEA

毎学期新課題

Version
上級レベル翻訳 仏文和訳

10

￥23,000

4CTH

毎学期新課題

Thème
上級レベル翻訳 和文仏訳

10

￥23,000

4CTP

–

Traduction Professionnelle
ビジネス翻訳 和文仏訳

5

￥23,000

CVEX

毎学期新課題

Version
エキスパートレベル翻訳 仏文和訳

5

￥21,000

毎学期課題が変わります。

CVEX

B 2 以上

コース名

翻訳入門 仏文和訳・
和文仏訳

アンスティチュ・フランセ日本

通信翻訳講座

上級レベル、エキスパートレベルともにさまざまなジャンルから出題され、エキス
パートレベルでは、専門的な内容も含まれます。
フランス語の原文のニュアンスを日本語できちんと表現することが求められ、フラン
ス語力だけではなく、日本語の使い方についても評価の対象となります。
上級レベル以上は、仏和辞典の訳語をそのまま引用せず、難解な語彙は仏仏辞典を使っ
て、ニュアンスを理解しながらこなれた日本語にする訓練を行ないます。

Thème 和文仏訳
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授業料とお申込み
●開講・受付期間

●お申込み方法
1 専用サイト「通信ブティック」でのお申込み
通信コース

冬学期

春学期

夏学期

秋学期

オンラインコース

期間

1月 7日（水）〜 3月31日（火）

1 月 7日
（水）〜 3月18日
（水）

お申込み受付

12月 8日
（月）〜 1月 7日
（水）

12 月 8日
（月）〜 1 月 6日（火）

期間

4月 4日（土）〜 6月23日
（火）

4月 4日（土）〜 6月19日（金）

お申込み受付

3月 9日
（月）〜 4月 4日
（土）

3月 9日（月）〜 4月 3日（金）

期間

6月27日（土）〜 9月15日
（火）

6月29日（月）〜 9月27日（日）

お申込み受付

6月 1日
（月）〜 6月27日
（土）

6月 1日（月）〜 6月27日（土）

期間

9月26日（土）〜12月15日（火）

10月 5日（月）〜12月15日
（火）

お申込み受付

8月31日
（月）〜 9月26日
（土）

9月 7日（月）〜10月 3日（土）

よりよい条件で受講していただくために、開講日の一週間前までにお申込みください。

●受講料

コースにより受講料が異なりますので、各コース説明のページをご覧い
ただきご確認ください。
●
●

●

●

●

●

●

課題一式のほか、受講の手引きとなる「受講生ガイド」をお送りします。
授業料には、メールや FAX での質問、テレフォンサポート、通信ネットサー
ビス（P.4 参照）へのアクセス権が含まれます。
授業料に含まれない教材については、
下記の「別売教科書の購入方法と代金」
をご参照ください。
フルバージョン：ログインに必要なユーザー名とパスワードは、開講日にメー
ルで送信します。
LITEバージョン：お申込み後 3 日以内（事務局執務時間外［日・祝およびアン
スティチュ・フランセ東京の休館日］は除く）に、ユーザー名とパスワードを
メールで送信します。
授業料に含まれない教材については、
下記の「別売教科書の購入方法と代金」
をご参照ください。
（B1 レベルのみ）
オンラインプライベートレッスン：P.8 参照

別売教科書の購入方法と代金

下記の別売教科書は、大型書店やフランス書籍専門店・欧明社（03-3262-7276）で直
接ご注文またはご購入いただくか、コースのお申込みと同時に事務局にご注文くださ
い。ご注文いただいた教科書は、課題とは別便で欧明社より発送となります。
レベル / コース

使用教科書

「コレクションフランス語」（白水社）
①入門と③文法
「コレクションフランス語」（白水社）
A2 / 総合フランス語 初級
②初級と③文法
｢フランス語文法問題の解き方 解説編｣
（駿河台出版社）
B1 / 文法とディクテ B1
｢フランス語文法問題の解き方 練習問題集｣
（駿河台出版社）
A1 / 総合フランス語 入門

＊2

B1 / ビジネスフランス語初級 B1
B2 / ビジネスフランス語上級 B2

冊同時購入の場合

Travailler en français en entreprise 2 (Didier)
Le français du monde du travail (P.U.G.)

代金

（税・送料・手数料込）

各 ¥3,100
計 ¥6,200
各 ¥3,100
計 ¥6,200
¥2,300
¥1,600
＊ ¥3,400

¥ 3,800
¥4,400

通信コースとオンラインコースのお申込みに
ご利用いただける専用サイトです。
通信ブティックの会員登録をしていただくと、
次回の申込み時には住所などの入力が不要に。
カンタン・スピーディー、お申込みは通信ブティックで！

（お申込みにはクレジットカードが必要です。
）

tsushinboutique.com
2 アンスティチュ・フランセ東京でのお申込み

総合窓口受付時間（終了時刻 30 分前までにお越しください。）
月曜日：12：00 – 19：30

火〜金曜日： 9：30 – 19：30

土曜日： 9：30 – 19：00

日曜日

： 9：30 – 18：00

3 現金書留でのお申込み
上記 1、2 の方法でお申込みが難しい場合は、P. 33 の現金書留用の申
込用紙にご記入いただくか、下記の必要事項を別紙に明記いただき、
現金書留でコース代金と教科書（必要な場合）代金をご郵送ください。
お申込用紙は、
アンスティチュ・フランセ日本のwebサイトからダウンロー
ドしていただくことも可能です。
• 氏名（漢字、ローマ字）と Mme（Madame）、M.（Monsieur）の区別
• ご住所（漢字、ふりがな）
• 電話番号（ご自宅・携帯）
• 生年月日（西暦）
• ご職業（会社員、教師、学生、主婦、自由業、退職者、その他）
• メールアドレス（e-フランセにお申込みの方はパソコン用のメールアドレス
を必ずご記入ください。
）
• 受講生コード（はじめてお申込みの場合は、「新規」とご記入ください。）
• お申込みのコースコード（例 : 0CFR1, 3CGD1, 1CEL1 など）
• 別売り教科書をご購入希望の方は教科書名
• ご送金額の明細と合計額
（例：3CGD1 22,000 円 1、3CVT2 22,000 1、フランス語文法問題の解
き方 2 冊セット 3,400 1 合計 47,400 円）

e-フランセ パソコン環境とパソコンソフトについて
パソコン
環境

• スピーカー またはイヤホンとマイクの使用が可能なパソコン
• ブロードバ ンドインターネット接続（高速通信）

パソコン
ソフト

• OS：Windows（XP, Vista, 7, 8）
または Mac（10 . 5 以上）
• fl ash player（フラッシュ プレーヤー）10 以降
• ブラウザ：Mozilla Firefox（モジラ ファイアフォックス）
、Internet
Explorer（インターネット エクスプローラー）
、Chrome
（クローム）

上記代金には税・送料・手数料が含まれています。
＊ B1/ 文法とディクテ：2 冊同時購入の場合、
送料・手数料が割引となります。書籍の割引はありません。
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VOS PROFESSEURS
BERTHET Didier

私は食文化の都、そしてとても美しい街であるリヨン地方
で生まれました。
私は音楽と自然、そして人とふれあうことがとても好きで
す。À bientôt ！

BOGAERS Julien

日本で10年ほど前から教師をしています。好きなものは、
サッカー、水泳、チョコレート、テレビゲーム（時間があると
きに少しだけ）です。

教師紹介

HEUSCHLING Aurélie

2006年に日本に来ました。フランス語教師の資格（FLE）を
取った後、イタリアやインドネシアや日本でフランス語を教え
ていました。フランスの文化やフランス語のいい所をみなさ
んに紹介したいです。

JAFFRÉDO Sébastien

私はアンスティチュ・フランセ日本 通信・オンラインコース
の主任で、
「フランス語とフランス文化の起源」講座の添
削も担当しています。時間のある時には料理をしたり絵を
描いたりすることが好きです。アンスティチュ・フランセや
NHKの「まいにちフランス語」のイラストを担当したことも
あります。

LE YOUDEC Gwénaël

仙台でフランス語を教えて10年になります。私は母国語を教
えることはもちろん、外国語を学ぶのも大好きです。新しい
言葉を使えば、自分も新しい人になれると思います。是非皆
さん、フランス語がんばって、フランス人バージョンの自分を
発見してください！

MABILLOT Jean-François

Bonjour. ジャン･フランソワです。2007年から日本に滞在し、
アンスティチュ・フランセ東京では2011年から働いています。
日本で魅力を感じるものは、寺社の雰囲気や美しさ、お祭
り、そして寿司です。趣味は散歩や人と話したり笑ったりする
こと、そして空手です。
皆さんのフランス語学習をお手伝いします！

BONNET Céline

Bonjour ! 3年間アンスティチュ・フランセ東京で美術の歴史
を教えていました。今はサンフランシスコの近くに住んでい
ます。印象派の絵画、彫刻、建築、フランスの美術館につい
て教えています。

JULIEN Lucie

私は10年前からアンスティチュ・フランセ東京、そしてトゥー
ルでフランス語を教えています。DELF/DALFの試験官を担
当していますので、試験合格に向けていっしょに学習しま
しょう。一般的なフランス語学習や発音の矯正ももちろんお
手伝いします。À très bientôt !

BOURGEOIS Rodolphe

1972年パリ生まれです。高校で英語とスペイン語、ドイツ
語を習いました。ナンテール大学院の文化人類学科を卒業
した後、E.H.E.S.S.（Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales）の博士課程に進み、更に文化人類学の研究に励
みました。現在は、F.L.E.（Francais Langue Etrangère）を
習得し、言語学を研究中です。趣味は読書と音楽鑑賞です。
日本の文化も大好きです。

BREFUEL Romuald

2002年に東京に来て以来、日本の生活が私に与えてくれ
る自由を謳歌しています。皆さんの和文仏訳を読むのを楽
しみにしています。

KATAGIRI Yu
片桐祐

大学でフランス語を解説しながら翻訳をこつこつやってま
す。フランス語との接点は作家バルザックでしたが、最近
は植民地の歴史のほうに関心を抱いています。趣味はボ
クシング。きつい練習にはまるとやめられません。

私は千葉に住んでいますが、よくジョギングをします。また読
書、旅行そしてレストランを「開拓」するのが好きです。フラ
ンスの生活で何が恋しいかと聞かれたら、夏の間、日が落ち
るのがとても遅いことです。受講生のみなさんが学習内容を
よく理解し、課題をこなせるようにサポートします。

CLOOSE Eliane

Bonjour！ 私はパリ出身で、東京に来るまでずっとパリ
に住んでいました。私は長期に亘り通信教育の添削に携
わっています。ビジネスフランス語が専門で、なかでも、辞
書には掲載されていないような新しい用語や最新のコン
セプトに関心があります。

DAIZEN Mariko
大善マリ子

フランス語教育に携わるようになって約20年になります。
語学学校や高校、大学での経験を元に、フランス語にま
だ慣れていない受講生の皆さんが上達するよう添削を通
じてサポートしたいと思います。

DERSOT Lionel

経営修士、通訳
パリ生まれ、1985年から日本に滞在。日本語、英語教師。グ
ランゼコールÉcole nationale des ponts et chaussées MBA
取得。

HEURÉ Peggy

ペギーです。日本国内を旅行して、いままでに見たことの
ない風景やその地方にしかない、自分が知らなかったも
のを発見することが大好きです。2012年からアンスティ
チュ・フランセ東京で教えています。À bientôt ！

ブルターニュ地方ヴァンヌ市出身。アンジェ大学院卒業
（FLE・DESS）。アンスティチュ・フランセ東京で教育コー
ディネーターや教員の養成も担当。趣味はボサノバ鑑賞や
山歩きなど。

LEMAÎTRE Catherine
元編集責任者、翻訳家

Bonjour à tous ！ 私はプロとして編集と翻訳をしており、文
化と文化間の比較、相違に関する分野を専門としています。
アンスティチュ・フランセ東京と通信コースで4年前から教
えていますが、和文仏訳と発想力を生かす作文のアトリエ
コースを主に担当しています。フランス語で文章を書く、日
本語からフランス語に訳すことを楽しみながら、みなさんの
フランス語がレベルアップしていくことを願っています。

MROUEH Jade

みなさん、こんにちは！リヨン出身のジャデゥです。日本では
1年前からフランス語を教えています。À bientôt !

NOMURA Masayo
野村昌代

通信コース添削者の野村昌代です。フランス語を始めて？
0年ですが、フランスとフランス語については飽きることを
知りません。皆さんもきっとそうだと思います。気長に、で
もいつまでも続く情熱をもって、一緒に勉強しましょう。

仏文和訳を担当します。文章を通じて遠くフランスにいる
（いた）人の考えを理解できるというのはすごいことだなあ
と思います。二つの言語を行ったり来たりする面白さを共有
できたら嬉しいです。お茶の水女子大学言語文化学科卒。

Bonjour ！ 私は2007年からアンスティチュ・フランセ東京
で教えています。カナダとフランスでの長期の滞在経験が
あります。旅行をして、さまざまな文化を知るのが好きで
す。Bon courage et à bientôt！

UZAWA Keiko
鵜澤恵子

楽しく学びながら、フランス語を身につけましょう。学習者ひ
とりひとりが自分の気持ちに添って言葉が使えるように…。
コミュニケーションの場となる授業を目指しています。
アンスティチュ・フランセ東京専任講師

VELOSO Christelle

クリステルです。パリ地域圏の出身です。10年近く前から
FLEの教師として、フランス語を教えていますが、チェコ共
和国、ウクライナ、リトアニア、エストニア、トルコ、さらにロ
シアとさまざまな国々で仕事をしました。2012年からアン
スティチュ・フランセ横浜で教えています。私が好きなこと
は、演劇、音楽、文学そして新しい言語を学ぶこと、そして
もちろんフランス語を教えることです。

ロバの耳を引きちぎる！とまで言われているとてつもなく
強い風「ミストラル」とワインが好きな人は良くご存知の
コート・デュ・ローヌの地で生まれました。フランス語に対
するわたしの情熱を日本でこのようにみなさんとともに感
じられることをとても嬉しく思っています。

PIQUET Benoît

VERGNON Pellagy

14年間大阪でフランス語を教えていますが、アンスティ
チュ・フランセでは７年間総合フランス語講座やテストの準
備を担当しています。
私は様々な言葉に興味があります。言葉を愛し、学校で英
語、スペイン語、ドイツ語、そして大学で日本語も勉強しま
した。今度は私が自国の言葉であるフランス語を色々な人
に教えたいと思います！

FLE修士、記号学修士

YAHYAOUI Cédric

RIVEAU Cédric

パリ生まれ。2001年から東京在住、2003年よりアンスティ
チュ・フランセ東京講師。国際的大企業で9年間の勤務経験
あり。写真家で、ブログを書くだけでなくウェブのデザインも
手掛ける。

みなさん、こんにちは！日本で文化交流できることがう
れしくてたまりません。私はパリ出身ですが、世界とつな
がっていたいと思っています。私にとって、日本はとても魅
力的な国ですが、特に日本の歴史や社会に興味をもって
います。食べることが大好きで美味しいものに目がありま
せん。そして、
「自然大好き人間」なので、トレッキングに
はまっています。

LETT François-Xavier

Bonjour. 私は1997年から日本に住んでいますが、東京が大好
きです！まだ日本語はあまり上手ではありませんが、ある卓球
クラブのメンバーになっています。私が好きなことは、料理と
読書そして隅田川や中川沿いを散歩することです。
通信・オンラインコースで是非フランス語を勉強してくださ
い！ Bon courage et à bientôt.

LEYMARIE Pierre

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON

TAKASE Tomoko
高瀬智子

Bonjour ! フランス語は初めて、という方、大歓迎です！初
心者の気持ち、わかります…忘れちゃったけど、思い出し
たい！という方も大歓迎！自分のリズムで楽しく学びましょ
う！

PASCAL Dominique

LE CALVÉ Christelle

私はパリ生まれで、フランスの国立東洋言語大学（INALCO）
で勉強しました。
2012年からアンスティチュ・フランセ日本の講師になりま
した。よろしくお願いします！
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Bonjour ! 生まれも育ちもフランス語を始めたのも異国情緒
あふれる長崎です。(だから昔から異文化に興味があるのか
も？)学生の頃、フランスのアンジェに留学していました。フラ
ンス語は学ぶのも教えるのも大好きです。フランス語を一緒
に楽しみましょう！

TOKIWA Ryoko
常盤僚子

OTANI Noriyo
大谷則代

LAVIGNASSE Christophe

TAKANO Yuko
高野裕子

ROCHET Benjamin

バンジャマン、34歳です。ガストロノミーの街、映画発祥の
地、そして光の祭典が開催されるリヨンで生まれました。興
味のある分野は、歴史、建築、サッカーです。プライベート
レッスンでは翻訳や文法も学習しましょう。

SASAKI Rie
佐々木 理恵

仏文和訳コースを担当しています。グローバル化の今、仏
語を学ぶことは多様性を学び、自らの世界を拡げることだ
と思っています。翻訳は毎回がテキストとの真剣勝負。私
も受講生の皆さんといっしょに課題に取り組んでいます。
好きなことは古本屋＆古着屋通いです。

アンスティチュ・フランセ日本
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現金書留お申込み専用

新規

初めてお申込みいただく方

は○で囲んでください。

通信コース・オンラインコース 申込用紙

フランス語学習に
「どっぷり浸かる」、
アンスティチュ・フランセ日本の
フランス語学留学サポート

C
m

受講生
コード

サービス内容は、厳選したフランス各地の語学学
校から、
あなたにぴったりの学校・コースのご提案、
事務手続、そしてご出発までの個別フォローなど。
アンスティチュ・フランセ日本のフランス語学留学？
ら、
あなたの語学力アップを最優先に考えながら、
面倒な留学手続を簡単
ポ トです
す。
にするサポートです

アンスティチュ・フランセ東京 会員番号
おわかりになる方はご記入ください。

性別

氏

名

（漢字）
受講生
氏名

（漢字）

□ M.
□

Mme （ローマ字）
Mlle

（ローマ字）

OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES
■ フランス語学留学サポート東京

生年月日

年

ご職業

会社員

教師

月
学生

主婦

日
自由業

退職者

その他

フリガナ
〒

アンスティチュ・フランセ関西（旧関西日仏学館）
〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8
Tel: 075-761-2122 Fax: 075-761-2106
Mail：kansai.enfrance@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/enfrance-kansai/

カウンセリング受付時間：

カウンセリング受付時間：

火曜日〜木曜日 ：14時〜 20時

ご住所

金曜日＊

：18時〜 20時

土曜日

：11時〜 18時

火曜日〜金曜日 ：14時〜 20時
土曜日

ご自宅

：10時〜 17時

（予約制。日・月曜日、及び祝日は休業日です）

（予約制。日・月曜日、及び祝日は休業日です）
＊金曜日の14時〜 18時は、キャンパスフランス東京インフォメー
ション・カウンターとなります。

電話番号

■ フランス語学留学サポート関西

アンスティチュ・フランセ東京（旧東京日仏学院）
〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町15
Tel: 03-5206-2516 Fax: 03-5206-2501
Mail：tokyo.enfrance@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/tokyo/osl/

大阪でもカウンセリングを実施しております。
日程はホームページでご確認ください。

携帯電話

メールアドレス
円 コース代金合計
お申込み
コースコード

円
円
円

お申込み
教科書

円
ご送金合計金額

前学期に受講した
コース
通信欄

必ずご記入ください。

円
教科書代金合計
円
円

留学が決まっている人も、
これから計画をたてる人も！
Campus Franceは、
フランスの高等教育機関への留学推進
活動、留学生受け入れ支援、国際学術交流のために設立さ
れた、
フランス外務省、
国民教育省、
および高等教育・研究省
が所轄する公的機関です。現在、世界110ヶ国に190ヶ所の
拠点を有しています。
Campus Franceはフランスの留学全般のサポートをして
います。
留学計画の準備、
フランスの大学への応募申請や学生ビ
ザ申請前の必須手続に関する情報を提供します。
対面相談も可能です！お気軽にCampus Franceまでお
問い合わせください。
http://www.japon.campusfrance.org/
：www.facebook.com/cfjapon
：@CampusFrance_jp
東京メインオフィス
tokyo@campusfrance.org
03-5798-6266

関西オフィス
kyoto@campusfrance.org
075-761-2121

アリアンス・フランセーズ

札幌／仙台／名古屋／徳島

東京／横浜／関西／九州

札幌アリアンス・フランセーズ
Alliance française de Sapporo

アンスティチュ・フランセ東京
Institut français du Japon – Tokyo

〒060ｰ0062
札幌市中央区南2条西5丁目10-2
南2西5ビル2階
Tél : 011-261-2771 | Fax : 011-261-1507
bureau@afsapporo.jp
www.afsapporo.jp

仙台日仏協会・アリアンス・フランセーズ
Alliance française de Sendai

〒162-8415
東京都新宿区市谷船河原町15
Tél : 03-5206-2500 | Fax : 03-5206-2501
tokyo@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/tokyo

アンスティチュ・フランセ横浜
Institut français du Japon – Yokohama

〒980-0014
仙台市青葉区本町2-8-10 4・5 階
Tél : 022-225-1475 | Fax : 022-225-1407
contact@alliancefrancaise-sendai.org
www.alliancefrancaise-sendai.org

〒231-0015
横浜市中区尾上町5-76
明治屋尾上町ビル7階
Tél : 045-201-1514 | Fax : 045-201-7660
yokohama@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/yokohama

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会
Alliance française Association France Aichi

アンスティチュ・フランセ関西
Institut français du Japon – Kansai

〒464ｰ0819
名古屋市千種区四ツ谷通り2-13
ルーツストーンファーストビル 3階
Tél : 052-781-2822 | Fax : 052-782-4971
afnagoya@afafa.jp
www.afafa.jp

アリアンス・フランセーズ 徳島
Alliance française de Tokushima

〒770-0852
徳島市徳島町２丁目59 仁田ビル2F
Tél : 088-655-8585 | Fax : Fax 088-655-8822
aftokushima@hotmail.com
www.aftokushima.com

［京都］

〒606-8301
京都市左京区吉田泉殿町8
Tél : 075-761-2105 | Fax : 075-761-2106
kansai@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kansai

［大阪］

〒530-0041
大阪市北区天神橋2-2-11
阪急産業南森町ビル9階
Tél : 06-6358-7391 | Fax : 06-6358-7393
kansai.osaka@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kansai

アンスティチュ・フランセ九州
Institut français du Japon – Kyushu
〒810-0041 福岡市中央区大名2-12-6
Tél : 092-712-0904 | Fax : 092-712-0916
kyushu@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/kyushu

自宅学習プログラム
（通信コース・オンラインコース）事務局
アンスティチュ・フランセ東京 〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町15
Institut français du Japon – Tokyo
15 Ichigaya-funagawara-cho Shinjuku-ku Tokyo 162-8415

Tel : 03-5206-2860 Fax : 03-5206-2861

www.institutfrancais.jp

執務時間

月〜土：09：30〜18：00
日・祝 休み
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