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Bonjour à toutes et à tous,
L’automne à l’Institut sera placé sous le signe de la culture, de la gastronomie et de la
littérature françaises.
Découvrez nos nouveaux cours culturels et de conversation pour vous cultiver et vous
améliorer à l’oral, y compris à l’heure du déjeuner, et participez à nos concours.
Pour les gastronomes, des Journées du goût fin septembre à ne manquer sous aucun
prétexte, suivies par la 10e édition du festival de littérature Feuilles d’automne ﬁn octobre.
Sans oublier de proﬁter sans modération des conférences et expositions, de la médiathèque, du cinéma et de
la Brasserie.
Toute l’équipe et moi-même vous souhaitons une très bonne rentrée.

Xavier Guérard

Directeur de l’Institut français du Japon – Tokyo

皆さま、こんにちは！
アンスティチュ・フランセ東京は、この秋、フランスの文化や美食、そして文学で彩られます。
今学期、知識をさらに深めたい方や会話力を強化したい方のために、新しい文化講座と会話レッスンを開設いたしまし
た。昼食の時間帯も受講いただけます。
学生の皆さまは、フランス語学習者向けのコンクールにも是非ご参加ください。
また、美食家の方々は9月末の
「美食の祭典」
をお見逃しなく！ 10月末からは、第10回を迎える文学とBD（仏版マンガ）
のフェスティバル
「読書の秋」
も開催されます。
もちろん、講演会や展示会、映画、そして、メディアテークやラ・ブラスリーも存分にお楽しみください。
皆さまにとって充実した新学期になりますよう、アンスティチュ・フランセ東京のスタッフ一同願っております。
アンスティチュ・フランセ東京
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アンスティチュ・フランセ東京を選ぶ 3つの理由

1
2
3

下記のイベントをお忘れなく！

フランス政府公式機関

アンスティチュ・フランセとは、世界96カ国に広がるフランス政府
の公式文化機関。
アンスティチュ・フランセ東京は1952年に設立
以来、
フランス語教育のパイオニアとして講座を提供してきまし
た。
フランス国民教育省が認定した唯一の公式フランス語資格試
験、DELF-DALFやTCFも実施しています。

質の高い教師陣と多彩な講座プログラム

フランス語教育の専門資格を持つ52名の教師陣は、東京で随一
のレベルを誇ります。
また、
日本では最大規模となる約150の講座
を展開、
レベルと目的に合わせた講座を選ぶことができます。

文化イベント

東京の中の「プチ・フランス」
と呼ばれる雰囲気の中、
レストラン
やカフェ、図書室など、通うのが楽しくなる環境が揃っています。
映画、展覧会、講演会、
お祭りなどのイベントも盛り沢山です。

アンスティチュ・フランセ東京からフランスへの第一歩 が始まります！

ホットニュース

L e s nou vea u tés

2017 年秋学期も、皆さまのご期待に添えるべく
多彩な講座をご用意しました。

● 9月14日
（木）17：00〜20：00
Portes ouvertes
L’Institut
Institut se présente à vous
– 2017年秋学期説明会
年秋学期説明会
秋学期に受講をお考えの方に、
当館の講座、
文化
活動をスタッフがご紹介する説明会を開催いたし
ます。講座の紹介、使用教科書の説明、館内ツ
アー、無料体験レッスン、教師によるオリエンテー
ション、
そして歓迎会を行います。詳細はチラシな
どで発表。

● 12月13日
（水）18：00

Le Karaoké de Noël !

学期末恒例のパーティーをラ・ブラスリーにて行います。2017 年秋学期の終了と一足
早いクリスマスを教師と共に祝いましょう！おつまみとドリンク、そしてマイクを片手に、
授業とは違う雰囲気の中で楽しいひと時をお過ごしください。在校生の皆さまのご参
加をお待ちしています！

● 東日本高校フランス語スケッチコンクール

第二外国語でフランス語を学ぶ高校生を対象としたフランス語によるスケッチ大会を
11月11日（土）に開催いたします。課題のスケッチを暗誦し、ステージで発表を行いま
す。詳細はサイトにて近日発表。

● 首都圏学生フランス語クイズコンテスト

2017

まずは、「読書クラブ」が装いを新たにスタートします。また、「ジャック・プレヴェール月間」

首都圏の大学、大学院、短大、専門学校のいずれかに在学中の学生
を対象としたフランス語クイズコンテストを開催いたします。優秀な
成績を収められた方々を、ANAの東京・パリ往復航空券、
当館から
は授業の無料受講、語学留学サポートの提携校から短期語学留学
などが当たる抽選会（12月初旬）
にご招待します。

の一環として行う講座「ジャック・プレヴェールの魅力発見」で、マルチな顔を持つプレヴェー
ルの魅力に迫ります。本を読み、意見交換をすることはフランス語の習得にも大いに役立ち
ます。実践的に学びたい方には、会話やディベート、エクスポゼを通して表現力を磨く講座、
お昼時間を有意義に使いながらフランスの文化を学びたい方には「80 分でフランスを発見」
など…バラエティーに富んだプログラムはアンスティチュ・フランセ東京ならでは。秋学期も当
館でフランス語をブラッシュアップさせましょう！
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〜 20：00

ご参加は右記リンクから：http://www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/concours/

応募締切：2017年10月31日
（火）
協賛：

アンスティチュ・フランセ東京
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受講手続と受講料

サービス

Inscriptions et tarifs

Avantages

2017年 秋学期

会員特典 LES + ADHÉRENTS
● 通学講座受講生対象のネットサービスのご利用

2017年10月5日
（木）
〜 12月15日
（金）

● メディアテークでの貸出サービス

● デジタル図書館
（Culturethèque）
のご利用

10 月 9 日
（月・祝）
は授業を行います。
11 月 3 日
（金・祝）
、11 月 23 日
（木・祝）
は授業がありません。
休講の場合は、学期終了後 1 週間以内に補講を行うことがあります。

● フランス語学留学サポートのご利用

● ラ・ブラスリーにてランチのみ5%割引

● 当館内書店
「リヴ・ゴーシュ」
にて5%割引

（但し、洋書のみ。教材、雑誌関係は含みません。
）

登録受付期間

● 当館主催の映画、
ライブなどの入場料の割引

受付執務時間

登録受付

月曜日

在校生

9月 12日
（火）
〜 10月11日
（水）

火〜金曜日 ： 9h30 〜 20h00 ＊

新入生

9月22日
（金）
〜 10月11日
（水）

土曜日

： 9h30 〜 1 9 h00

日曜日

： 9h30 〜 1 8 h00

登録受付期間を過ぎても、空席のあるクラスにはご登録いただ
けます。ただし受講料の割引、すでに終了した授業の補講・振替
はございません。
授業開始後、申し込み人数が少ないクラスは中止される場合が
ありますので、お早めにご登録下さい。

年会費（4 学期間有効、更新制）

ポイントサービス CARTE DE FIDÉLITÉ

：12h00 〜 20h00 ＊

ご登録、ご相談は執務終了 30 分前迄にお越し下さい。
* 受付執務時間の変更：学期開始 3 週目（10 月 26 日）以降、次
学期登録開始日前日までの月〜金曜日は 19h30 までの執務
時間となりますので、ご注意下さい。

通学講座 受講料

¥8,000

時間数

学生

¥6,000（学生証要提示）

10時間

￥1 9,500

25時間

￥43,750

15時間

￥27,000

30時間

￥50,900

20時間

￥35,000

40時間

￥64,300

受講料は受付にて全額、前納していただきます。分納はお受けして
おりません。お支払いは現金の他、MUFG、DC、UFJ、NICOS、VISA、
MASTERカードでお支払いいただけます
（1回払い）
。
事務手続（登録、クラス変更手続きなど）
はすべて直接受付窓口
でお願いします。お電話でのお受けは出来ません。また、登録予
約システムはありません。どうぞご了承下さい。

受講料

時間数

受講料

上記は各クラス一学期分受講料のお支払金額です。
表に該当しないクラスの受講料（お支払金額）
もございます
ので、各ページをご参照下さい。

2018 年 冬学期日程
2018年冬学期

2018 年 1月7日
（日）
〜3月17日
（土）

登録受付期間

VIP 先行受付
：2017年 12 月 2日
（土）
年内受付
在校生：2017年 12 月 3日
（日）
〜12 月22日
（金）
新入生：2017年 12 月15日
（金）
〜12 月22日
（金）
新年受付
：2018 年 1月 4日
（木）
〜

授業のある祝日

2018 年 1月8日
（月・祝）
、2 月11日
（日・祝）
、2 月12日
（月・祝）

受講に関する規定・規則は 56 ページをご覧下さい。
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★ 3ポイントで、当館内「ル・カフェ」
でコーヒーまたは紅茶＋ク
ロワッサンまたはパンオショコラを1回サービス。
★ 4ポイント使用で在校生登録日の前日から先行登録可能。

一般

入学金はいただきませんが、アンスティチュ・フランセ東京会員
料金に相当する年会費を申し受けます。

通学講座にご登録いただくと講座の時間数に応じてポイント
（現
金でお支払いの場合は1クラスにつき10時間で1ポイント。クレ
ジットカードでお支払いの場合は、20時間で1ポイント）
を差し
上げます。
2014年冬学期から2015年夏学期までに発行したポイントは有
効期限なしの永久ポイント。
2015年秋学期以降に発行したポイントの有効期限は、発行学
期から2年間
（8学期）
となります。

★ 5ポイント使用で2つ目のクラスが20％引き。

授業振替制度

RATTRAPAGE

授業を欠席する場合、振替制度をご利用くださ
い。ご登録しているクラスと同じレベルで、同じ
授業時間数、
受講料に限ります。

ネットサービス NET SERVICE
通学講座受講生対象のサービスです。
ログイン画面で「tokyo」を選択後、ご登録クラ
スのクラス記号とパスワード*を入力してくだ
さい。授業内容概要とどのような宿題が出され
たのかがわかります。また、発音講座23課、動詞
の活用練習、発音トレーニング150問もご利用
いただけます！
*パスワードは学期ごとに変更され、登録された授業の担
当教師が開講2週目以降にお知らせします。
お電話やメー
ルでのお問い合わせはお受けできません。各学期ごとに
利用期限が設定されており、期限を過ぎるとすべて消去
されます。

http://cours.institutfrancais.jp/

★ 10ポイント使用で2つ目のクラスが50％引き。

VIP先行受付 INSCRIPTIONS VIP
ポイントを利用すれば 9 月 1 1 日
［月曜日の登録受付は 12 時
からとなります。ご注意ください。
］に VIP 先行受付が可能
です。長蛇の列を避け、ご希望のコースにご登録できます。
先行受付には 4 ポイント必要です。有効期限内のポイント
をご持参いただけない場合はお受けできません。

学生割引 RÉDUCTIONS ÉTUDIANTS

5%
OFF

学生は、受講料が5%OFFになります。この機会に是非受講
してください。但し、日本国内の高校、専門学校、大学・大学
院に在籍の25歳以下の方に限ります。通信制・夜間大学は除
きます。

秋学期に年会費を更新する
先着100 名の方に、

アンスティチュ・フランセ日本
オリジナルのクリアファイルを
プレゼント！

ポイントサービス、授業振替制度等の規定・規定は 56 ページをご覧下さい。
アンスティチュ・フランセ東京
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クラスの選択

教師紹介

Comment choisir ma classe

Équipe enseignante

総合フランス語、子どもためのフランス語、会話、補足強化、実務フランス語、文化講座、資格試験準備、
プライベートレッスン、通信・オンライン講座 ― アンスティチュ・フランセ東京はフランス語とフランス
文化に関する多彩な講座を初心者から上級レベルまで提供しています。
初心者 印のクラス
を選ぶ！

フランス語が
初めての方

少しでも習った
ことがある

オンライン・
レベルチェック

教師と
面接

目的・興味とレベル
からクラスを選ぶ！

経験豊富な教師陣

当館の講座は、資格を持ち厳選された教師陣によって行われています。教師は外国語としてのフランス語教
授法専門教育課程を経たプロフェッショナルです。また、教師の多くはフランス文化に広く精通し、その分
野の専門家でもあります。当館は教師陣と共に、フランス語とフランスの素晴らしさを伝えるべく、質の高
い授業をお約束します。

登録
アンスティチュ・
フランセ東京へ！

FLE ........................................................... Français langue étrangère 外国語としてのフランス語教授法。フランス語が母国
語でない人にフランス語を教えるための専門教育課程。
DUFLE .................................................... Diplôme universitaire de français langue étrangère
語としてのフランス語教授法）
リサンス
（学士）
資格

フランスの大学の FLE（ 外国

マスター 1 ............................................. 大学 4 年目に当たる。修士課程第 1 学年。
マスター 2 ............................................ マスター 1 習得後の大学 5 年目に当たる。修士課程第 2 学年目。

ク
ェッ
ルチ
ベ
と
レ
面接

少しでも習ったことがある方は、まずはレベルチェック！
当館にて、またはオンラインでもレベルチェックが可能です（http://www.institutfrancais.jp/tokyo/niveaux/）。
レベルチェック後、希望者は教師との面接をお受けください。教師とともに、あなたにピッタリなクラスを選びましょう。
日時は HP でご確認ください。

A1 / A1+
超入門・入門
仏検 3 級

A2
初級
仏検準 2 級

B1
中級
仏検 2 級

B2

ÉLÉMENTAIRE

自分に直接かかわりのある分野（自分や家族の情報、買い物、身近な環境、仕事など）でよく使
われる文や表現を理解できる。身近で日常的な話題に関して、相手と直接情報交換しながら、単
純で日常的なやりとりができる。自分の学歴、身の回りの状況、さしあたって必要な事柄を簡単
な言葉で説明できる。

INTERMÉDIAIRE

仕事、学校、レジャーなどに関する身近な話題が、明快で標準的な言葉遣いで表現されていれば、
その要点を理解できる。フランス語が話されている地域を旅行しているときに起こりそうな、たいて
いの事態に対処することができる。身近で個人的にも関心のある話題について、簡単だがまとまり
のあることが言える。出来事、経験、夢、希望、目的などを説明したり、計画や考えを簡単に説
明し、その理由を述べたりできる。

AVANCÉ

上級
仏検準 1 級

自分の専門分野の技術的な議論も含めて、複雑な文章における具体的・抽象的事柄の要点が把
握できる。お互いに緊張しないでネイティブスピーカーと自然かつ流暢にやりとりができる。さまざ
まな話題について、明確かつ詳細に表現したり、時事的な話題について意見を述べたり、色々な
可能性の長所や短所を挙げることができる。

C1

SUPÉRIEUR

準マスター
仏検 1 級

あらゆる難しい長文を理解することができ、言外の意味も把握できる。言葉を探しているという印
象をあまり与えずに、自然に、また流暢に自己表現ができる。社会的・職業的・学問的な目的に
応じ、効果的で柔軟な言葉遣いができる。複雑な話題について明確に、またしっかりとした構成
で表現できる。文章を構成する表現や接続表現、つなぎの表現に習熟していることが伺える。

C2

MAÎTRISE

マスター

6

DÉBUTANT ET FAUX DÉBUTANT

最低限必要なことを行うための、よく使われる日常的表現やごく簡単な言い回しを理解し、用いる
ことができる。自分や他人を紹介することができ、個人的な質問（住んでいる場所、知り合い、
持ち物など）について質問をしたり、答えたりできる。相手がゆっくり、はっきり話してくれ、協力
的であれば、簡単なやりとりができる。

聞いたり読んだりするほぼ全てのものを容易に理解することができる。さまざまな書き言葉・話し言
葉による情報から得た事実や論拠を、
まとまった要約のかたちで再構成できる。
自然に、
とても流暢に、
かつ正確に自己表現ができ、複雑な事柄の細かい意味の違いをはっきりさせることができる。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

DELF-DALF ......................................... DELF-DALF 試験官・採点者の資格を有する。
TCF .......................................................... TCF 試験官の資格を有する。
DELF-DALF+ ...................................... DELF・DALF 試験官・採点者養成研修担当の資格を有する。

アート

文学

モード

グルメ

通訳 / 翻訳

M. AGAËSSE Julien

M. DELMAIRE Gilles

歴史学士、FLEマスター 1、東京大学特任講
師、専門：ゲームを用いた授業

FLEマスター（パリ第3大学）
1
、上智大学講師、
DELF-DALF

Mme BERDER-TOMOTSUGU Agathe

M. DE SOLA Thomas

パリ政治学院卒、青山学院大学講師、
日本語
能力試験1級、
TCF、
専門：ビジネスフランス語

DUFLE、外務省講師、専門：ニュース、口
頭表現、コミュニケーション

M. BERTHET Didier

M. DESPREZ Michaël

現代文学専攻研究専門修士、FLE マスター 1、外務
省講師、都内大学講師、学生のためのフランス語短
期集中講座コーディネーター、DELF-DALF

高等師範学校卒、文学博士、上智大学准教
授

M. BONNIER Clément

Mme DUPEYRON Martine

FLE 学士（INALCO）、フランス国立社会科学高等研
究院卒業、在日フランス大使館公認翻訳者

FLEマスター 2、言語学専攻研究マスター 1、白百合
学園中学校講師、外務省講師、DELF-DALF

Mme CANEVET Annick

M. DUPUY Jean-Gabriel

法学マスター 1、DUFLE、ブリティッシュスクー
ル講師

言語学学士、FLEマスター（
1 トゥールーズ・ル・ミライユ大
学）
、フランスにて小学校教師、NHKワールドラジオ日本
（翻
訳・アナウンサー）
、専門：映画、音楽、演劇、舞台芸術

Mme CLOOSE Eliane
財産マネージメントDES、慶応義塾大学講師、早稲
田大学講師、DELF-DALF、専門：財産マネージメ
ント

Mme FIFE Beatrix
FLE 言語学マスター 2（フランシュ =コンテ大学）、東
京大学講師、早稲田大学講師、アーティスト、音楽
家

Mme COUDENE Cécilia

Mme FONDECAVE Audrey

FLEマスター （
1 グルノーブル第3大学）
、中国語
マスター 1、日本語マスター （
1 INALCO）
、TCF

マルセイユ美術・デザイン学校卒業、大阪大
学卒業、アーティスト、エディター
アンスティチュ・フランセ東京
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Mme FRENEHARD Gaëlle

M. KOISHI Satoru

M. PASCAL Dominique

M. ROUSSEL François

教育コーディネーター、教師トレーナー、FLEマスター
2、日本文学学士
（INALCO）
、DELF-DALF+、TCF

獨協大学教授、フランス語学・フランス語教
授法専門家

芸術・文学・言語学マスター （
1 グルノーブル
大学）、外務省講師、翻訳

日本研究マスター 1、現代フランス史マスター 1、地理歴史
教員資格、フランス国民教育省認定正教員、大東文化大
学准教授、DELF-DALF、フランス語教材執筆

Mme FUKUZAKI Yûko

Mme KUBOKI Eiko

M. PELISSERO Christian

Mme ROUSSEL Hitomi-Ryuka

上智大学教授、会議通訳者、翻訳家

白百合大学フランス文学科卒、パリ第4大学現代フラン
ス文学留学、
ソムリエ協会認定ソムリエ、
チーズプロフェッ
ショナル協会認定チーズプロフェッショナル

言語学（言語教育と教授法）博士、ナント教育研究
センター学術研究員、DELF-DALF+、専門：資格
試験

草月流師範 1 級、ATプロフェッショナルコース卒業、
いけこみのフラワーワーク経験豊富、フランス、日本
において展覧会

Mme FURY Lauriane

M. LAVIGNASSE Christophe

Mme PICHARD Astrid

M. SHIBATA Kôtaro

FLEマスター 2（リヨン第 2 大学）、DELFDALF

FLE マスター 1、人口統計分析学研究専門修士（ボル
ドー大学）、DELF-DALF、TCF、専門：子どものた
めのクラス

ストラスブール大学日本語学科卒、国内旅程
管理責任者、専門：観光ガイド

DUFLE（ニース大学）

M. GROISARD Jocelyn

M. LE BOIS Jérôme

M. PIQUET Benoît

Mme SUBLIME

FLEマスター （
1 パリ第 4 大学）、記号学マスター （
1 パ
リ第 5 大学）、INALCO 卒、外務省講師、獨協大学
講師、ジャーナリスト、DELF-DALF、TCF

歌手、アーティスト、順天堂大学講師、DELF-DALF+、
東北地方の被災者向け支援活動でレジオン・ドヌール勲
章受賞、専門：発音

高等師範学校卒、古代哲学博士
（フランス国立高
等研究実習院）
、高等教育教授資格
（古典文学）

Mme HEURÉ Peggy

Mme LE CALVÉ Christelle

M. PIRIOU Vincent

Mme TAKASE Tomoko

FLEマスター （
1 メーヌ大学、ルーアン大学）
、パブリック
マネージメントマスター （
1 エクス・アン・プロヴァンス大
学）
、TCF、専門：子どものためのクラス

教師コーディネーター、
FLEマスター 2
（アンジェ
大学）
、DELF-DALF

言語教育学マスター2（INALCO）、上智大学
講師、国際基督教大学講師、DELF-DALF

舞台芸術マスター（パ
1 リ第3大学）
、
FLE
（パリ第3大学）
、
文学マスター （
1 成城大学）
、明治大学准教授、DELFDALF

Mme HOJLO Anne

Mme LEMAITRE Catherine

M. PLAIN Coelien

M. TANAKA Yoshihide

現代文学マスター （
1 ディジョン大学）、情報通信マス
ター （
1 パリ第 7 大学）、フランスの中学・高校にて現
代文学教師、青山学院大学講師、DELF-DALF

芸術史・考古学学士
（ソルボンヌ第4大学）
、
DUFLE、編集者、翻訳家、DELF-DALF

FLEマスター 2（グルノーブル大学）、DELFDALF、TCF

獨協大学教授、フランス語学博士

M. HORI Shigeki

M. LEMOINE Fabien

Mme PONSY Marion

Mme TAUZIN Dora

慶應義塾大学名誉教授、思想史家、エッセイスト、
翻訳家（アゴタ・クリストフ、エマニュエル・トッドなど）

言語教育学マスター （
1 INALCO）、女子美術
大学講師、空手教師

FLEマスター 2、現代文学マスタ―1、情報学
マスタ―1（モンペリエ第 3 大学）

パリ政治学院卒、ジャーナリスト

M. IGARASHI Kantaro

M. LETT François-Xavier

Mme RAMET Bénédicte

Mme TOKIWA Ryoko

DUFLE、日本語学士
（INALCO）
、在仏27年、
フランス語・日本語ともに母国語

FLEマスター 1・現代文学マスター （
1 ニース
大学）、都内大学講師

FLEマスター （
1 スタンダール・グルノーブル第3大学）
、
フランスにおけるFLE教師、専門：文化、文明、歴史

言語教育学マスター 2（フォントネ・サン・クルー高
等師範学校）、DELF-DALF、プレミアムパックコーディ
ネーター

Mme ISHIKAWA Sôkô

M. LEYMARIE Pierre

M. RAMON Antoine

Mme URSCHEL Nathalie

お茶歴 20 数年、裏千家准教授資格、横浜菊名地
区センター、南青山TUMUGU、自宅にて指導

FLEマスター 2（INALCO）、DELF-DALF、
日仏バイリンガル

FLEマスター（グルノー
1
ブル第3大学）、
日本語マスター
2
（リヨン第3大学）、獨協大学講師、
白百合女子大学、
東京女子大学、大東文化大学講師、DELF-DALF

フランス国民教育省認定正教員、
フランス語、
ラテン語、ギリ
シャ語、文学、マネージメントマスター 1、TCF

Mme ISHIZAWA Kiri

Mme MANNECHET Florine

M. RIVEAU Cédric

ジャーナリスト、手工芸、
フランス・アンティーク研究家、
アンティーク鑑定師養成学校 IESA 卒業
（パリ）
、カル
チャー・サロン
「プティ・セナクル」
主宰、著書多数
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日本史博士（INALCO）、FLE 学士
（INALCO）、東京外国語大学特任准教授

言語文化教育学マスター 2、日本語学士
（INALCO）

教員養成マスター 2（パリ第 3 大学）、DELFDALF、学習院大学講師、立教大学講師、写真家

M. JAFFRÉDO Sébastien

Mme MATSUI Yukako

M. ROCHET Benjamin

マネージメントマスター
（ESCEMトゥール・ビジネスス
クール）、FLEマスター、DUFLEチューター、DELFDALF +、通信・オンライン講座主任

書家、南青山TUMUGU、西荻窪アトリエ・ハコ、
Université Paris 13 等にて指導

LLCE（海外文明・文学・言語）
マスター （
1 リヨン第
3 大学）、FLE マスター （
1 グルノーブル第 3 大学）

Mme KAWAI Emi

Mme NAKAMURA Hiromi

駒澤女子大学非常勤講師、西洋アンティーク鑑定検
定試験協会代表理事、仏国立アンティークディーラー
組合認定ディプロム取得、専門：アンティーク

DUFLE、絵本作家、翻訳家、専門：子ども
のためのクラス

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

M. WIEL Eric
スペイン語マスター （
1 パリ第 10 大学）、FLEマスター 1
（グルノーブル大学）、東京藝術大学助教、DELFDALF、TCF

アンスティチュ・フランセ東京
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総合フランス語
Français général

L

スピードフレンチ

スピードフレンチ 3学期でフランス語の基礎を習得！
Le français rapide - Speed French
Learn basic French in 3 terms !

速習でフランス語を学びます

スピードフレンチ は、こんな方にお勧め！
英語、ヨーロッパ系の言語をすでに使いこなせる方にお勧めします。外国語を学んだ
経験を生かせば、初めてのフランス語にも早く親しめるでしょう。フランス語を通常
のペースより早く習得したい方にもお勧めします。
● スピードフレンチ1は、
フランス語初心者の方が対象です。1学期で教科書アンテラ
クション1の0-8課を学習します。
● スピードフレンチ2は、
教科書アンテラクション1の0-8課程度をすでに学習され
た方、あるいはフランス語を40 〜 60時間学習した方が対象です。 1学期で教科書アンテラクション1の9-12課、ア
ンテラクション2の1-4課を学習します。
● スピードフレンチ3は、
教科書アンテラクション1の9-12課程度、
アンテラクション2の1-4課をすでに学習された方、
あるいはフランス語を60〜90時間学習した方が対象です。
1学期で教科書アンテラクション2の5-12課を学習します。

e français à toute vitesse - Speed up your French

プレミアムパック

年 会 費 不 要

Premium Pack

Pas d’adhésion

10 週間で
A1 レベル修了！

盛りだくさんのトップパッケージ：1学期、
10週間で認定証を手中に、
渡仏準備！
● ゼロから始めたい方。
● フランス語学習において最高のスタートダッシュを切りたい方。
● 留学や転勤などで渡仏する前に基礎フランス語を身につけたい
方。
● フランスのフランス語検定試験を受けたい方。

使用教科書：スピードフレンチ 1 ：Interactions 1（アンテラクション1）
スピードフレンチ2：Interactions 1、2（アンテラクション1、2）
スピードフレンチ3：Interactions 2（アンテラクション2）
♥

レベルアップをお約束
● 15年以上続く実績ある講座
● 現実の状況に則した場面を通して、
筆記・口頭両面でのフランス語の基礎を習得
● 特別にチームを組んだ5人の教師陣
● 必要不可欠な能力を身につけることができる質の高い教科書
● 100％レベルアップをお約束。
そのためには、休まず授業に積極的に参加してください！

30h

￥50,900

16:30-19:20

30h

￥50,900

1G3EN3

スピードフレンチ3

M. LEMOINE

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

● スピードフレンチ＋は、
1学期で教科書アンテラクション3の15-24課程度を学習する予定です。この

クラスは週2回4時間コースです。今学期は2学期目となります。

使用教科書：スピードフレンチ3：Interactions 3（アンテラクション3）

2G4IN

スピードフレンチ+

M. PLAIN,
Mme HEURÉ

水・金

10:00-11:50

40h

￥64,300

スピードフレンチ ＋ 4学期でフランス語の初級を習得！
Le français rapide +, le français élémentaire en accéléré !
Learn elementary French in 4 terms !

スピードフレンチ＋は、ブランクなくフランス語を120時間程度学習された方、DELF A1, TCF A1, A1+ レ
ベル程度をお持ちの方、フランス語を通常のペースより早く習得したい方にお勧めします。
Mme HEURÉ,
M. LAVIGNASSE,
M. ROCHET,
Mme TAKASE,
Mme TOKIWA

火・
水・
金

● スピードフレンチ＋は、
1学期で教科書アンテラクション3の12-18課程度を学習する予定です。この

10:00-12:50,
14:00-15:20

135h

￥199,500

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

16:30-19:20

土

スピードフレンチ＋は、ブランクなくフランス語を100時間程度学習された方、DELF A1, TCF A1, A1+
レベル程度をお持ちの方、フランス語を通常のペースより早く習得したい方にお勧めします。

10月6日
（金）
よりスタートします。
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土

Le français rapide +, le français élémentaire en accéléré !
Learn elementary French in 3 terms !

Learn French in 3 months !
This is a specific program for Japanese and international students. We are committed to your success: a proven
formula for more than 15 years, an intensive approach focused on communicating in real life situations, a dedicated
team of teachers, carefully selected textbooks. Active participation will rapidly develop your French language
capabilities. Our services include: mid-term support sessions to obtain the TCF (Test de Connaissance du Français),
access to Library facilities and the Brasserie, and reduced cinema rates. For those who wish to study in France, we can
help organise language trips too. Please ask for details.

プレミアムパック

M. PIQUET
M. IGARASHI

スピードフレンチ＋ 3学期でフランス語の初級を習得！

使用教科書：Interactions 1、2（アンテラクション1、2）

1G0IN

スピードフレンチ1
スピードフレンチ2

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

サービス
● 週1回、
無料で補講を受けられます
（金曜日 16：00-16：50）
。担当：Mme TOKIWA
● 火曜日の午後は、
フランス文化に特化した授業を日本語で行います。
● 希望者は学期末にTCF（TOEICのフランス語版）
を無料で受験可能。毎学期、優秀な
成績を収めています。
● プレミアムパックに登録された方はその学期に限り、年会費無料で会員としての
サービスも受けられます。（他のクラスに登録する場合は年会費がかかります。
）

♥

1G3EN1
1G3EN2

クラスは週1回3時間コースです。今学期は2学期目となります。

使用教科書：スピードフレンチ3：Interactions 3（アンテラクション3）
2G0IN

スピードフレンチ+

Mme HEURÉ

木

18:30-21:20

30h

￥50,900

アンスティチュ・フランセ東京
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総合フランス語 Français général

総合フランス語講座は、フランス語を体系的に学ぶ最もよい手段です。コミュニケーションに必要な全ての能力
（話す、
書く、聞く、読む、発音、文化）
を身につけることができます。基礎から上級レベルまで、それぞれのレベルに適した
最新の教科書を使用しフランス語を総合的に学びます。

♥

学生のためのフランス語短期講座

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

Stages intensifs - Intensive Pack

Spécial étudiants - For students

1 学期分を5 日間で学習するチャンス！フランス語が全く初めての方から中級レベルの方まで3つのレベルに対応した
短期集中講座。この講座の最大の特長は、各レベルともに2名の講師が授業を担当し、5日間でレベルアップが図れるよ
う集中的に学べること。フランスの雰囲気を身近に感じながら、短い期間を最大限利用してフランス語を自分のものに
しましょう！申込者が規定の人数に満たない場合は開講いたしません。聴講はお受けできません。

日本でフランス留学

期間 ：9月期 2017年9月25日
（月）
〜 9月29日
（金） 締切：9月21日
（木）
まで。

一歩足を踏み入れたら、空気が変わる、そしてあなたが変わる

1N0ST

集中講座（超入門）/ Interactions 1

0-4

月〜金

10:00-12:50,
14:00-16:50

2N0ST

集中講座（初級）/ Interactions 3

1-4

月〜金

10:00-12:50,
14:00-16:50

30h

￥52,500

3N0ST

集中講座（中級）/ Totem 3

1

月〜金

10:00-12:50,
14:00-16:50

30h

￥52,500

30h

￥52,500

Immersion France - French Intensive Pack

期間 ：2018 年3月13日
（火）
〜 3月23日
（金）
8日間 合計48時間 10：30 〜 18：15
3月17日
（土）
、18日
（日）
、21日
（水・祝）
は授業がありません。
対象レベル：入門・初級・中級
学習内容：口頭、筆記において効果的にコミュニケーションが取れるよう、フランス語
能力を養い、文化的な知識も深めます。
申込受付締切：2018 年2月27日
（火）
まで

期間 ：12月期 2017年12月1 1 日
（月）
〜 12月15日
（金） 締切：12月7日
（木）
まで。
♥

大学生、大学院生、短大生、専門学校生対象

総合フランス語 Français général

一般対象特別短期集中講座

レベル分けテスト：2018 年3月8日
（木）11：00 〜 13：00

1N0ST

集中講座（超入門）/ Interactions 1

0-4

月〜金

10:00-12:50,
14:00-16:50

30h

￥52,500

2N0ST

集中講座（初級）/ Interactions 3

1-4

月〜金

10:00-12:50,
14:00-16:50

30h

￥52,500

3N0ST

集中講座（中級）/ Totem 3

1

月〜金

10:00-12:50,
14:00-16:50

30h

￥52,500

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

受講料：84,000 円
（年会費不要）
1U0ST

Immersion France

火〜金

10:30~18:15

48h

￥84,000

16h

￥28,000

フランス留学準備研修

On part en France ! - Let’s go to France !

留学のスムーズなスタートを切るために Préparer vos études en France

2018年3月期：2018年3月27日
（火）
〜 3月30日
（金）
4日間 合計16時間 10：30 〜 15：30
対象レベル：中級・上級
学習内容：
【10時間】
大学での授業に備えるフランス語の授業
アカデミックな文章を理解し作成するためのスキル
授業の理解とノートを取るためのスキル
プレゼンテーションの仕方
●

●

●

【6 時間】
フランスやフランス語圏における学生生活に役立つ実践的な授業
学生生活や日常生活の過ごし方について
●

申込受付締切：2018年3月20日
（火）
まで
受講料：28,000 円 French intensive Packに参加の方は21,000 円 になります！
スピードフレンチ、スピードフレンチ＋、一般対象特別短期集中講座…どのクラスを受講すればいいのか分からな
い…コーディネーターがあなたのレベルに合ったクラスをアドバイスいたします。是非、ご相談ください。日程は
当館サイトあるいは受付にお尋ねください。

2U0ST

On part en France !

火〜金

10:30~15:30

詳細は下記HPあるいはQRコードからご覧ください。
http://www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/stages/
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Cスタンダードフレンチ

ゆっくり自分のリズムで学びます

e français pas à pas - Cool French

ours standards – Standard courses

アンテラクション

のんびり学ぶフランス語

Interactions

Le français, doucement

入門から初級レベルにまで対応した総合教材アンテラクションは、
最初の授業からフランス語でコミュニケーションを取ることを学び
ます。覚え、実践することを容易にするための双方向的な練習、日常
的なシチュエーションに則したダイアローグを用い、発音や筆記に
も留意し、また文法の基礎もしっかり習得しながら、実際に使えるフ
ランス語を身につけます。

6学期でA1修了程度の力をつけることを目標とし時間をかけ着実にステップアップすることを目指すクラス。教科書
は使わず、学習者のニーズとA1で要求される内容のバランスをとりながら、プリントや音声教材を介して学習します。
授業はフランス語で行いますが、必要な場合は日本語も使用します。今学期は3期目です。
1G2FA3

のんびり学ぶフランス語

F

フランス語を発見

Mme TOKIWA

金

10:00-11:50

20h

￥35,000

フランス旅行へ出発前にフランス語！

最低限必要なことを行うための、よく使われる日常的表現やごく簡単な言い回しを理解し、用いることができ
る。自分や他人を紹介することができ、個人的な質問（住んでいる場所、知り合い、持ち物など）
について質問を
したり、答えたりできる。相手がゆっくり、はっきり話してくれ、協力的であれば、簡単なやりとりができる。

rançais Découverte

フランス・エクスプレス

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

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日曜日1日単発6時間授業！様々なシチュエーショ
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
化にふれてみませんか？ 6名以上で開講。聴講はお受けできません。
開講予定日：9月10日
（日）
、11月12日
（日）
、11月26日
（日）
、12月3日
（日）
受付締切：開講日前の日曜日まで。
0N0FE

フランス・エクスプレス

総合フランス語 Français général

L

クールフレンチ

♥

1G3IN1a

0-4

M. RIVEAU

水

13:30-16:20

30h

￥50,900

♥

1G3IN1b

0-4

M. PELISSERO

木

18:30-21:20

30h

￥50,900

♥

1G3IN1c

0-4

Mme LE CALVÉ

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

♥

1G3IN1d

0-4

M. PLAIN

日

13:30-16:20

30h

￥50,900

1G3IN2a

5-8

M. IGARASHI

金

18:30-21:20

30h

￥50,900

1G3IN2b

5-8

M. BERTHET

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

5-8

Mme MANNECHET

土

16:30-19:20

30h

￥50,900

5-8

M. IGARASHI

日

10:00-12:50

30h

￥50,900

7-

Mme SUBLIME

木

18:30-21:20

30h

￥50,900

1G3IN3a

9-12

M. RIVEAU

火

13:30-16:20

30h

￥50,900

1G3IN3b

9-12

M. RIVEAU

火

18:30-21:20

30h

￥50,900

9-12

Mme FURY

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

9-12

M. SHIBATA

日

10:00-12:50

30h

￥50,900

1G3IN2c
M. PASCAL

日

10:00-12:50,
14:00-16:50

6h

￥15,900

Interactions 1

Interactions 1

1G3IN2d
1G3IN3

1G3IN3c

Interactions 1

Interactions 1

1G3IN3d

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

最低限必要なことを行うための、よく使われる日常的表現やごく簡単な言い回しを理解し、用いることができ
る。自分や他人を紹介することができ、個人的な質問（住んでいる場所、知り合い、持ち物など）
について質問を
したり、答えたりできる。相手がゆっくり、はっきり話してくれ、協力的であれば、簡単なやりとりができる。
1G3IN4a
1G3IN4b
1G3IN5a
1G3IN5b
1G3IN6a
1G3IN6b
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Interactions 2

Interactions 2

Interactions 2

1-4

Mme CANEVET

木

10:00-12:50

30h

￥50,900

1-4

Mme FURY

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

5-8

M. LEMOINE

水

18:30-21:20

30h

￥50,900

5-8

M. LEYMARIE

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

9-12

M. RIVEAU

木

13:30-16:20

30h

￥50,900

9-12

M. RAMON

日

13:30-16:20

30h

￥50,900

アンスティチュ・フランセ東京
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1-4

M. LAVIGNASSE

火

18:30-21:20

30h

1-4

Mme LEMAITRE

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

2G3IN1c

1-4

M. PLAIN

日

10:00-12:50

30h

￥50,900

2G3IN2a

5-8

Mme FURY

水

10:00-12:50

30h

￥50,900

5-8

M. RAMON

土

16:30-19:20

30h

￥50,900

5-8

M. RAMON

日

10:00-12:50

30h

￥50,900

2G3IN1a
2G3IN1b

2G3IN2b

Interactions 3

Interactions 3

2G3IN2c
2G3IN3a
2G3IN3b

Interactions 3

2G3IN3c
2G3IN4a
2G3IN4b

Interactions 3

2G3IN5a
2G3IN5b

Interactions 3

2G3IN5c
2G3IN6a
2G3IN6b

Interactions 3

￥50,900

9-12

M. PELISSERO

水

18:30-21:20

30h

￥50,900

9-12

Mme BERDER-TOMOTSUGU

木

13:30-16:20

30h

￥50,900

9-12

Mme TOKIWA

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

13-16

Mme FURY

火

18:30-21:20

30h

￥50,900

日常生活で出会うほとんどの場面でフランス語を使える方が対象です。仕事、学校、レジャーなどに関する身
近な話題が、明快で標準的な言葉遣いで表現されていれば、その要点を理解できる。フランス語が話されてい
る地域を旅行しているときに起こりそうなたいていの事態に対処することができる。身近で個人的にも感心の
ある話題について、簡単だがまとまりのあることが言える。出来事、経験、夢、希望、目的などを説明したり、計
画や考えを簡単に説明し、その理由を述べたり出来る。

トーテム3
Totem 3

トーテム3でスムーズにB1レベルのスタートを切り、各課の文化的な話題を通して口頭・筆記両面を
バランスよく学びましょう。教科書に付属のDVDでは、フランスの新旧の文化
（文学、歴史、映画、広告、
テレビ、インターネット）
などについても学べます。

3G3TM1
3G3TM2a

13-16

M. ROCHET

日

10:00-12:50

30h

￥50,900

17-20

M. PELISSERO

水

13:30-16:20

30h

￥50,900

17-20

M. RAMON

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

3G3TM3a

17-20

M. LAVIGNASSE

日

13:30-16:20

30h

￥50,900

3G3TM3b

21-24

Mme TOKIWA

火

10:00-12:50

30h

￥50,900

21-24

M. RIVEAU

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

総合フランス語 Français général

自分に直接かかわりのある分野
（自分や家族の情報、買い物、身近な環境、仕事など）
でよく使われる文や表現を
理解できる。身近で日常的な話題に関して、相手と直接情報交換しながら、単純で日常的なやりとりができる。
自分の学歴、身の回りの状況、さしあたって必要な事柄を簡単な言葉で説明できる。過去の経験や将来につい
て語ることも学んでいきます。

3G3TM2b

Totem 3
Totem 3

Totem 3

3G3TM3c
3G3TM4a
3G3TM4b
3G3TM5a
3G3TM5b

Totem 3

Totem 3

1

M. BERTHET

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

2

M. BERTHET

水

18:30-21:20

30h

￥50,900

2

M. LEMOINE

土

16:30-19:20

30h

￥50,900

3

Mme LE CALVÉ

木

13:00-15:50

30h

￥50,900

3

M. PIQUET

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

3

M. PIRIOU

日

13:30-16:20

30h

￥50,900

4

Mme FURY

火

13:30-16:20

30h

￥50,900

4

M. PIRIOU

土

16:30-19:20

30h

￥50,900

5

M. WIEL

木

18:30-21:20

30h

￥50,900

5

M. ROCHET

日

13:30-16:20

30h

￥50,900

アルタ・エゴ+3
Alter ego +3

アルタ・エゴ＋3は、各分野にわたる豊富なテキストや音声資料を用い、文法の知識や語彙力を増やす
ことを更に強化し、B1レベルのフランス語能力に磨きをかけることができる教科書です。テキストは、
課を追うごとに長くなりますが、教科書を一冊終える頃には、次のB2レベルに進む準備ができるで
しょう。

3G3AE4a
3G3AE4b
3G3AE6
3G3AE7a
3G3AE7b

どのクラスを受講すればいいのか分からない…教育コーディネーターがあなたのレベルに合ったクラスをアドバイ
スいたします。是非、ご相談ください。日程は当館サイトあるいは受付にお尋ねください。

16

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

3G3AE9a
3G3AE9b

Alter ego +3
Alter ego +3
Alter ego +3

Alter ego +3

4

M. PASCAL

木

18:30-21:20

30h

￥50,900

4

M. LETT

土

16:30-19:20

30h

￥50,900

6

M. LEYMARIE

水

13:30-16:20

30h

￥50,900

7

Mme HOJLO

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

7

M. LAVIGNASSE

日

10:00-12:50

30h

￥50,900

9

M. AGAËSSE

火

13:30-16:20

30h

￥50,900

9

Mme COUDENE

水

18:30-21:20

30h

￥50,900

アンスティチュ・フランセ東京
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L ibrairie OMEISHA
様々な主題について簡単に意見を述べることができ、新聞やネイティブ同士の会話の主要部分を理解すること
ができる方が対象です。B2 レベルでは、ネイティブと流暢に話し、時事問題について自分の見解を述べる力を
身につけます。複雑な文章のほとんどを理解し、口頭でも文章でも、自分の意見を述べ、論証できるようになり
ます。フランスの大学で勉強する、あるいはフランスで働くために必要なレベルを身につけます。

フランス語専門書店

B2レベル学習準備

欧明社

Objectif B2

2学期に渡って、
B1レベルで学んだ口頭・筆記表現、
文法事項、
語彙などを再度じっくりと学びながら、
B2レベルにステッ
プアップする準備をします。B1レベルで学んだ学習内容をしっかり身につけ、次のレベルにステップアップしましょ
う！この講座は教科書は使用しません。
3G3OB

B2レベル学習準備

M. PIRIOU

日

10:00-12:50

30h

￥50,900

アルタ・エゴ＋4
Alter ego +4

仏検・DELF/DALF・
TEF・TCF・問題集・参考書等
常時在庫あり！

このレベルで使用する教科書は、B2レベルに到達するために必要な要素を口頭・筆記両面においてバ
ランスよく学ぶと同時に、社会、過去・現在の文化など、バリエーションに富んだテーマを通して、意見
を述べ、議論することも学びます。B2レベルで必要な文法事項についても、練習問題を通してしっか
り学習していきます。授業で使用する新聞記事、音声資料、ビデオなどは、教科書に付属のDVD-Romに
収録されています。

4G3AE1

Alter ego +4

1

Mme BERDER-TOMOTSUGU

土

13:30-16:20

30h

¥50,900

4G3AE3

Alter ego +4

3

M. PASCAL

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

4G3AE6

Alter ego +4

6

Mme LE CALVÉ

水

13:00-15:50

30h

￥50,900

4G3AE7

Alter ego +4

7

M. PASCAL

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

4G3AE8

Alter ego +4

8

Mme LE CALVÉ

土

13:30-16:20

30h

￥50,900

広範囲に渡るテーマについて理解し意見を述べることができ、ネイティブと話せる方が対象です。フランス語
を完璧なものに近づけるC1レベルでは、専門用語を交えた複雑な長文を扱います。ニュアンスや皮肉を捉え、
言葉の異なる含みを使い分け、口頭でも文章でも、理論だった答えによって、より自然に受け答えすることを
学びます。

アルタ・エゴ＋4
教材の他に視聴覚資料、新聞記事などを使い、現代社会の問題について話し合いながら語彙力や上級文
法を身につけると同時に、口頭・筆記表現、聴解、読解のレベルアップも図ります。このクラスはB2レ
ベルの同教科書クラスとアプローチが違います。今学期は、7課
「フランコフォニー」
について学習しま
す。

Alter ego +4

Mme DUPEYRON

火

13:30-15:50

25h

雑誌・BD・文学 CD・DVD
取り揃えております。

欧明社・本店

月〜金
10:00‒18:00
土曜日
10:00‒17:30
第2・3・4日曜日 13:00‒17:00

Alter ego +4

5G2AE7

最新のフランス・ラジオ放送から
選んだリスニング教材発売中！

〒102-0071

￥43,750

アンスティチュ・
フランセ東京

東京都千代田区富士見 2-3-4
TEL 03-3262-7276
FAX 03-3230-2517

e-mail info@omeisha.com http://www.omeisha.com
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子どものためのフランス語
Spécial enfants - kids

子ども向けの入門から中級レベルの楽しく学べるフランス語講座。楽しく、活気あふれる雰囲気の中で、自然にフラ
ンス語が身につくよう、そしてフランス語に親しめるようフランス語を学びます。
早期に外国語を学ぶ7つの理由
● 知的発達と精神面における発達のプラス効果
● 柔軟な考え方、才能、聴覚、感覚の発達
● 母国語の理解力の向上
● 初めて会う人とも仲良くできるコミュニケーショ
ン力

● 外国の人々への理解と評価を助け、他の文化に対す

るオープンな思考

● 将来の学業の可能性が広がる

● 将来のキャリアの可能性を広げるために必須で重要

な語学力

お話の時間

●

●

年 会 費 不 要

Les Loustics 1 - Cours de français pour les 6-10 ans
French courses

Pas d’adhésion

Pas d’adhésion

フランス語の童話を聞いて言葉、色、音、イメージ、もので遊びましょう。楽しみながら新しいお
友達もできる特別な60分間です。保護者同伴の4歳〜 10歳児対象。
●

子どものためのフランス語1

年 会 費 不 要

L’Heure du conte – Éveil linguistique à la langue française pour les 4 - 10 ans
Story time

児童1名・1回につき1,000円 – 定員各回12名
各回16時30分〜 17時30分
実施日：10月10日
（火）
、10月24日
（火）
、11月7日
（火）
、11月21日
（火）
、12月5日
（火）

Les «petites oreilles» vous font découvrir de nouveaux contes en français, jouer avec les
mots, les couleurs, les sonorités, les images et les objets. Des instants privilégiés, ludiques et interactifs de
rencontres et de plaisirs, ouverts aux enfants entre 4 et 10 ans, francophones ou non.
1000 yens par enfant et par séance, groupe limité à 12 inscriptions
de 16h30 à 17h30
Dates：les mardis 10 octobre, 24 octobre, 7 novembre, 21 novembre et 5 décembre

●

●

●

7W1HC

お話の時間

Mme NAKAMURA

火

16:30-17:30

￥1,000（1回）

1h

使用教科書：Les Loustics 1（レ・ルスティック1）

1G1EF1

Les Loustics 1

Mme NAKAMURA,
Mme HEURÉ

子どものためのプチ・アトリエ
土

16:30-17:20

子どものためのフランス語2

10h

￥19,500

年 会 費 不 要

Les Loustics 2 - Cours de français pour les 6-10 ans
French courses

Pas d’adhésion

Mme NAKAMURA,
Mme HEURÉ

土

15:30-16:20

10h

6 〜 10歳対象のアートのアトリエ！週に一度、アーティスト、イラストレーターのオードレー・フォンドカーヴと一緒
に楽しく作品を制作しましょう！様々な素材や材料を使い作品を作ります。このアトリエは毎週水曜日、16時30分〜
18時に行います。アトリエは、フランス語、日本語で行い、必要な場合には英語も使います。5名以上で開講。12名限定。
聴講はお受けできません。ご登録の締切は、10月4日
（水）
となります。
●

使用教科書：Les Loustics 2（レ・ルスティック2）

Les Loustics 2

￥19,500

Animés par Audrey FONDECAVE artiste et illustratrice, ces ateliers permettront aux enfants de 6 à 10 ans
de découvrir l’histoire de l’art tout en participant de manière active à la création d’œuvres. Différents médias,
des invités surprise, des expositions attendent les enfants tous les mercredis de 16 h30 à 18 h. L’atelier aura
lieu en français et en japonais et en anglais si besoin. La date limite des inscriptions est le mercredi 4 octobre.
Groupe limité à 12 inscriptions.
du 11 octobre, au 20 décembre (pas de séance le 29 novembre)

●

7T1PA

子どものためのフランス語3

Pas d’adhésion

実施期間：
10月11日〜 12月20日までの毎週水曜日。11月29日は除く。全10回。
お申し込みは、直接、アンスティチュ・フランセ東京の受付窓口にてお願いいたします。

6 〜 10歳対象クラス。子ども向けの教科書を使用し、マリオネットなどを使い、楽しみながら自然にフ
ランス語を身につけることを目指します。新しい文化や世界を発見できるでしょう。フランス人、日本
人の講師が交代で授業を行います。レ・ルスティック1修了程度のお子様にお勧めします。
今学期は3学期目となります。

1G1EF2

年 会 費 不 要

Le petit atelier - 6-10 ans
Creative workshop

子どものためのプチ・アトリエ

Mme FONDECAVE

水

16:30-18:00

15h

￥27,000
（全10回）

年 会 費 不 要

Les Loustics 3 - Cours de français pour les 6-10 ans
French courses

Pas d’adhésion

「子どものためのクラス」
の詳細は下記HPあるいはQRコードからご覧ください。

6 〜 10歳対象クラス。子ども向けの教科書を使用し、マリオネットなどを使い、楽しみながら自然にフ
ランス語を身につけることを目指します。新しい文化や世界を発見できるでしょう。フランス人、日本
人の講師が交代で授業を行います。レ・ルスティック2修了程度のお子様にお勧めします。
今学期は3学期目となります。

http://www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/enfants

使用教科書：Les Loustics 3（レ・ルスティック3）

2G1EF1

20

Les Loustics 3

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

Mme HEURÉ,
Mme NAKAMURA

土

15:30-16:20

10h

￥19,500

アンスティチュ・フランセ東京
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子どもためのフランス語 Spécial enfants - kids

6 〜 10歳対象クラス。初心者の子ども向けの教科書を使用し、マリオネットなどを使い、楽しみながら
自然にフランス語を身につけることを目指します。新しい文化や世界を発見できるでしょう。フランス
人、日本人の教師が交代で授業を行います。
今学期は3学期目となります。

商業フランス語

Français professionnel

Fビジネスフランス語

フランス語圏からの旅行者のための通訳ガイド

Devenez un guide hors-pair pour les francophones au Japon

rançais des affaires / Business

フランス語圏からの旅行者との同行中のやりとり、知識や情報の伝え方のコツやどのように興味を引かせるかなどを
学習します。通訳案内士試験の口述試験対策にもなります。学期内に具体的な場面で実践する機会を設けます。

商業フランス語

注意：11月4日
（土）
、11月11日
（土）
、11月18日
（土）
、11月25日
（土）
、12月2日
（土）
、12月9日
（土）
の全6回。

Le français des relations diplomatiques

5I2GUc

初級者向けの商業フランス語クラス。最新の教科書を用い、フランス語の4つの能力、聞く・読む・話す・書くを学ぶと同
時に国際関係について学んでいきます。また、DELFやTCF試験の準備にも役立ちます。今学期は9学期目です。
使用する教科書：Objectif Diplomatie 1（Hachette）
2P2FP

商業フランス語

11

Mme CLOOSE

月

19:00-20:50

20h

￥35,000

ビジネスシーンでの様々な会話（接客、電話の応対、会議、交渉）
を中心に、ロールプレイングを取り入れた練習も行いま
す。仕事でフランス語が必要な方だけでなく、DELF Pro受験予定の方や聞き取り・口頭表現力をアップしたいすべての
方にお勧めします。
ビジネス会話

M. PIRIOU

土

12:00-13:20

15h

￥27,000

経済ニュースと商業フランス語
経済に関するニュースを音声資料、映像、記事を通し学びます。また同時に、ビジネス上、必要不可欠な書類の書き方、
メール対応など、現実に即したシーンを設定し、仕事にそのまま活用できるよう習得していきます。必要な教材はプリ
ントで配布します。
経済ニュースと商業フランス語

観光通訳ガイド

Mme CLOOSE

木

19:00-20:50

20h

￥35,000

T 通訳・翻訳

raduction - Interprétation

火

10:00-11:50

20h

￥35,000

M. BONNIER

水

19:00-20:50

20h

￥35,000

翻訳
（和文仏訳）
和文、仏文翻訳のテクニックを学びます。翻訳をする上での文体の違いや、原文のニュアンスを理解し、きちんと表現で
きるよう訓練をしましょう。仏訳と和訳の練習を積むことによって、優れた翻訳をするために必要な基礎テクニックを
身に付けることを目指します。
4I1TR

翻訳（和文仏訳）

Mme LEMAITRE

木

12:00-13:20

15h

￥27,000

4I2TR

翻訳（和文仏訳）

Mme LEMAITRE

土

10:00-11:50

20h

￥35,000

観光庁の通訳案内士仏語試験合格に向けて必要な知識と能力を身につけます。授業の前半は第一次フランス語筆記試
験に向けて翻訳、
読解、
語彙などの必要な学習ポイントを押さえ、
後半は第二次口述試験トレーニングとして、
逐次翻訳、
日本の観光地等に関連する地理、歴史、産業、経済、政治及び文化から、外国人観光旅客の関心の強いものを題材として
2分以内のプレゼンテーションの練習を行います。
M. BONNIER

木

19:00-20:50

20h

￥35,000

日仏翻訳 上級講座

M. BONNIER

火

19:00-20:50

20h

￥35,000

文芸翻訳

Traduction de textes littéraires

フランス語の小説やエッセイを注意深く読み込んで日本語に翻訳する実践演習を行います。仏文和訳を超え、原文の
「意」
に挑戦します。
と
「姿」
の両方を訳文に写す
（移す）
のが目標です。今学期は、ERNAUX, Annie：L’autre fille, Paris,（Ed.NiL, 2011）
6I2TL

Préparation à la certification professionnelle de guide-interprète

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

フランス語翻訳 基礎からのスキル

文芸翻訳

M. HORI

土

16:30-18:20

20h

￥35,000

同時通訳

Traduction simultanée

ラボ教室での様々なエクササイズを通じて、通訳メカニズムを体得するための授業です。多様なテーマの教材を使い、
仏日通訳で最も重要なフランス語理解力の強化を特に重視し、正確かつ十分な通訳とは何かを探求します。
注意：11月25日
（土）
、12月9日
（土）
を除く8回授業。
6I2TS

同時通訳

Mme FUKUZAKI

土

15:30-17:20

16h

￥40,720

アンスティチュ・フランセ東京
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商業フランス語 Français professionnel

M. LE BOIS

フランス語通訳ガイド試験対策

フランス語通訳ガイド試験対策

3I2IT

5I2TR

通訳ガイドのキャリアに有用な知識を習得することを目指し、
歴史、
芸術、
日本文化の知識を総体的に学びます。テーマ、
年代、地理的なアプローチを順番に学ぶことで、実践に役立つベースをしっかりと身につけます。授業は講義形式で、専
門用語の大半はフランス語で説明します。学期末には、その学期に取り上げたテーマに関連する場所を訪れます。
フランス語通訳ガイド試験準備

翻訳初心者が押さえておきたいの知識と基礎文法（構文など）
を着実に身につけることを目指します。小・中学校の教科
書、旅行のガイドブックや雑誌から抜粋した短いテキストを使用します。また映像翻訳についても取り上げ、どのよう
に会話文や話法をすぐに理解できる字幕に変換するかについても学びます。

Traduction et société

Préparez-vous au métier de guide-interprète au Japon

22

￥21,000

職場や学業などで日常的にフランス語を使われている方で、翻訳の技術を磨きたい方のための講座です。翻訳者に求め
られるさまざまな技能と能力を強化して日仏翻訳の質の向上を目標とします。授業では、和文仏訳、既存の和文仏訳の
批評分析、日本特有の言葉の翻訳について、新聞記事と社会問題に関する書籍を使用しながら学びます。

フランス語通訳ガイド試験準備

5I2GUb

12h

日仏翻訳 上級講座

2020年東京オリンピックに向けて！

ourisme：Spécial Tokyo 2020 !

5I2GUa

13:30-15:20

Traduction

Actualités économiques

T

土

Initiation à la traduction

Conversations professionnelles

4P2CP

Mme PICHARD

フランス語翻訳 基礎からのスキル

ビジネス会話

3P1CP

フランス語圏からの旅行者のための通訳ガイド

会話

Conversation

E

xprimez-vous !

会話入門

Conversation pour faux-débutants

フランス語を始めたばかりでも、今までに習った単語を生かして会話をしましょう。自信を持ってフランス語でのコ
ミュニケーションが取れるように、また早く上達できるよう現実の状況に即して会話の練習を行います。
1A1CVa

会話入門

1A1CVb
1A2CV

Mme DUPEYRON

火

12:00-13:20

会話入門

M. LEMOINE

金

19:00-20:20

15h

￥27,000

会話入門

Mme RAMET

金

14:00-15:50

20h

￥35,000

15h

￥27,000

会話プラス

2A1CV

会話

M. BERTHET

火

17:30-18:20

10h

￥19,500

2A2CV2a

会話

M. DE SOLA

火

10:00-11:50

20h

￥35,000

2A2CV2b

会話

M. DE SOLA

火

18:30-20:20

20h

￥35,000

2A2CV2c

会話

M. PIRIOU

水

10:00-11:50

20h

￥35,000

2A2CV2d

会話

Mme DUPEYRON

金

13:30-15:20

20h

￥35,000

2A2CV2e

会話

M. DE SOLA

金

18:30-20:20

20h

￥35,000

2A2CV2f

会話

M. LEMOINE

土

13:30-15:20

20h

￥35,000

会話プラス

Conversation +

今までに習った文法の知識をできるだけ生かし、
過去の経験や自分の意見を述べる、
主張するなど、
様々なシチュエーショ
ンを通して、フランス語でごく自然にコミュニケーションが取れるように、1時間、集中的に会話の練習をしましょう。

Conversation +

現実の状況に即したモデル会話を通してフランス語でごく自然にコミュニケーションが取れるように、1時間集中的に
会話の練習をしましょう。
会話プラス（6 名限定）

Mme PONSY

金

10:30-11:20

10h

￥35,000

2A1KP2a

会話プラス（6 名限定）

Mme PONSY

金

12:00-12:50

10h

￥35,000

2A1KP2b

会話プラス（6 名限定）

M. DELMAIRE

土

15:30-16:20

10h

￥35,000

会話のコツ

Outils pour l’expression orale

会話

今まで習った文法や単語を生かして日常会話の中でスムーズに自分の意見を表すためのクラスです。会話によく出る
表現や言い回しを身に付けましょう。

Conversation

ごく基礎的な会話練習を行います。簡単な単語、言い回しを使ってコミュニケーション力をつけましょう。レベルA2前
半程度の方を対象とします。
会話

2A1CV1

Mme DUPEYRON

木

12:00-13:20

15h

￥27,000

会話のコツ

3A1OO

Mme LEMAITRE

土

12:00-12:50

10h

￥19,500

フランス語で言ってみよう！
Exprimez-vous en français !

会話プラス

思っていることをもっと上手くフランス語で言えるように、また、様々な話題について積極的にディスカッションが出来
るよう知識を深めながら、フランス語を自分のものにしましょう！

Conversation +

レストランで注文する、自分や家族のことを話すなど、現実の状況に即したモデル会話を通してフランス語でごく自然
にコミュニケーションが取れるように、1時間集中的に会話の練習をしましょう。
2A1KP1

Conversation

自分の考えをスムーズに表現出来るよう、会話力アップを目指します。会話に参加しましょう。口を動かさなければフ
ランス語が口をついて出るようにはなりません。

自分を表現！

1A1KP

会話

会話プラス（6 名限定）

M. DE SOLA

火

12:00-12:50

10h

￥35,000

3A2EVa

フランス語で言ってみよう！

M. DE SOLA

木

10:00-11:50

20h

￥35,000

3A2EVb

フランス語で言ってみよう！

M. DE SOLA

金

13:30-15:20

20h

￥35,000

3A2EVc

フランス語で言ってみよう！

M. DE SOLA

土

13:30-15:20

20h

￥35,000

会話プラス

Conversation +

自分の意見や感情を表現する、旅先で必要な情報を尋ねるなど、様々なシチュエーションを通して、フランス語でごく自
然にコミュニケーションが取れるように、1時間、集中的に会話の練習をしましょう。
3A1KP
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INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

会話プラス（6 名限定）

M. PIRIOU

水

13:30-14:20

10h

￥35,000

アンスティチュ・フランセ東京
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会話 Conversation

フランス語を自信を持って積極的に話せるように練習しましょう！フランス語圏の人たちと話すには秘密はありませ
ん。全レベルに対応し、様々なシチュエーションに沿った会話クラス。講師がサポートしあなたのフランス語の会話
力をアップをお手伝いします。

eux de rôle

コミュニケーションとは、
ただ言葉を発するだけではありません。それぞれの文化に合った作法、
しぐさ、抑揚、表現方法があります。日常生活に関わる様々なシチュエーションを設定し実際
に口や身体を動かしながら、フランス語らしく表現できる楽しさを見つけましょう。ロールプ
レイを通してフランス語を学ぶことで、フランス語を話すことに自信がつき、フランス語圏の
人たちと自然に話すスキルを身につけられます。楽しみながらレベルアップを図りましょう。

演じて学ぶ！

Grands débats de la société actuelle

最新の新聞、雑誌の記事を取り上げ、常に変化する今のフランスに関する知識、理解を深めながら、与えられたテーマにつ
いてディベートを行います。情報を正しく理解し、自分の意見をまとめながら、積極的に意見を交わしましょう。
4A1DB

C’est à vous de jouer !

日本とフランス文化の違いを踏まえた上で、日常生活に関わる色々なシチュエーションを設定し、自然にフランス語ら
しく自信を持って表現できるように口や体を動かしながら様々な表現、感情表現をロールプレイを通して楽しく習得
していきます。各クラス最大12名まで。2A1JRは、A2レベル対象。3A1JR は、B1レベル対象。

A

ディベート

2A1JR

演じて学ぶ！ 1（A2）

Mme FIFE

金

11:00-12:20

15h

￥27,000

3A1JR

演じて学ぶ！ 2（B 1 ）

Mme FIFE

金

13:00-14:20

15h

￥27,000

ctualités - débats

フランス語である程度のことは話せるけれど、もう少し深い話題につ
いて意見交換をしたい、フランス語をさらに豊かにしたい方向けの
講座です。最新のニュースをテーマに世界の現状について話し合いま
しょう。授業はフランス語のみで行います。

ディベート

M. DE SOLA

土

10:00-11:20

15h

￥27,000

ディベート

Grands débats de la société actuelle

毎週、最新の新聞、雑誌の記事やフランスと日本の社会が直面する問題を取り上げ、一つのテーマについて多角的な議論
を行います。この授業の目的は、与えられたテーマをフランス語で討論することにあります。情報を正しく理解し、自分の
見解を論証し、積極的に意見を交わしましょう。
5A1DB

ニュースで学ぶ-ディスカッション

会話 Conversation

J

ロールプレイ

ディベート

M. DE SOLA

土

11:30-12:50

15h

￥27,000

会話カフェ：フランス語で話そう！
Le p’tit café linguistique

フランス語を話す機会がない、授業だと緊張して言葉が出てこない・・・通常の授業とは違う雰囲気の中、コーヒーを片手
にリラックスしながらフランス語を話しているうちに、いつの間にか自然とフランス語が口をついて出てくるようになる
でしょう。まだ会話に慣れていない方も、そうでない方もブラッシュアップにお勧めです！是非ご参加ください！各回15
名限定。聴講はお受けできません。

ニュースでディスカッション
Discutons l’actualité !

最近の新聞記事やテレビニュースから、フランスと日本の社会状況に関するテーマを見つけ、ディスカッションをします。
3A2CVa

ニュースでディスカッション

M. DE SOLA

火

13:30-15:20

20h

￥35,000

3A2CVb

ニュースでディスカッション

Mme HEURÉ

火

19:00-20:50

20h

￥35,000

3A2CVc

ニュースでディスカッション

Mme HEURÉ

土

13:30-15:20

20h

￥35,000

新聞記事でディスカッション

なお、参加者は参加料金のほかに、飲食代として、ル・カフェでの飲食のご注文が必須となりますので、あらかじめご了承ください。飲食のご注
文をされずに参加いただくことはご遠慮いただきますよう、お願いいたします。飲み物代、軽食代は参加者のご負担となります。参加ご希望の
方は、受付にてご登録をお願いいたします。満席になり次第締め切ります。お電話やメールでの予約システムはありません。払い戻しもお受け
できませんのであらかじめご了承ください。

実施日：10月11日〜 12月13日の毎週水曜日。
場所：アンスティチュ・フランセ東京 1階 ル・カフェ
7W2CL

Discutons l’actualité ! La presse écrite

会話カフェ

Mme CANEVET

水

10:00-12:00

2h

￥1,500
（1回、会員）
￥2,000
（1回、非会員）

フランスの三大日刊紙Le Monde 、Le Figaro 、Libération などの新聞や雑誌の抜粋記事を読みながら、フランスや世界の
最新時事問題をテーマにディスカッションを行います。新聞記事の読解やコミュニケーション力の向上に役立つ口頭表現
のスキルアップを目指します。
4A2CVa

新聞記事でディスカッション

Mme LEMAITRE

火

10:00-11:50

20h

￥35,000

4A2CVb

新聞記事でディスカッション

M. DE SOLA

木

14:00-15:50

20h

￥35,000

最新ニュースから学ぶフランス語
Discutons l’actualité ! Vu à la télé

最新のテレビニュースからフランスや世界の最新時事問題をテーマにディスカッションを行います。コミュニケーション
力の向上に役立つ口頭表現のスキルアップを目指します。
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4A2CTa

最新ニュースから学ぶフランス語

Mme DUPEYRON

木

10:00-11:50

20h

￥35,000

4A2CTb

最新ニュースから学ぶフランス語

Mme DUPEYRON

金

10:00-11:50

20h

￥35,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

アンスティチュ・フランセ東京
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補足強化

Approfondissement linguistique
発音、文法、語彙、聞き取りなど、ご自身のニーズと好みに合わせて特に強化したい分野を学べます。入門から上級
レベルに対応したバラエティー豊かな講座メニューです。

P

発音

発音が出来るということはしっかり聞き取りも出来るということ、そして聞き取りが出来るというこ
とはちゃんと発音が出来るということです！様々な練習を通して、発音のレベルアップを目指し、同
時に発音を学びながらフランス文化についても発見をしましょう。

rononciation

シャンソンと発音

多くの人に長年親しまれているスタンダードなシャンソンをフランス語で歌いながら、ユニークな発音メソッドを用
いて、楽しく発音の練習をし効果的に習得を図ります。日本人の苦手とする発音や鼻母音も自然に発音できるようにな
るでしょう。全てのレベルの方にお勧めします。
シャンソンと発音

1A2CH

♥

Mme SUBLIME

火

14:00-15:50

20h

￥35,000

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

発音トレーニング
Le Labo phonétique

NHK「テレビでフランス語」
、雑誌
「ふらんす」
でおなじみのスブリーム先生によるビジュアルを用いた独自のメソッド
でフランス語の正しい発音を習得しましょう！日本語とフランス語の発音の違いを理解しながら、日本語では使用し
ない口の動きを身につけ、練習を通して楽しみながら効果的に発音の上達を図ります。
発音トレーニング

2A1PH

Mme SUBLIME

木

10:00-11:20

15 h

￥27,000

Poèmes et prononciation

朗読、
解釈、
書取、
イントネーション、
発音、
リズム、
暗誦 …時代の異なるフランスの10人の詩人の詩を毎回一作読みます。
詩を通して発音や読み方を学びますので、
発音が上達するだけでなく、
フランスの詩に親しむ良い機会となるでしょう。
15名限定。

C

大きい声を出して読むフランスの詩集

聞き取り

ompréhension orale

Mme TAUZIN

政治、経済、社会、文化など、旬な話題や問題のルポルタージュを見ながら、聞き取りのレベルアップを目指し、聞き取る
力を養うために必要な語彙力、表現力もしっかりと学習します。生きたフランス語を聞き取り、理解し、そして使いこな
す喜びを実感できるでしょう。
3A1CO

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

Mme DUPEYRON

火

10:00-11:20

15h

￥27,000

3A2COa

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

M. RIVEAU

土

10:00-11:50

20h

￥35,000

3A2COb

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

Mme PONSY

土

17:00-18:50

20h

¥35,000

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語
Vu à la télé! Grands reportages

社会、経済、芸術、文化など、旬の話題のルポルタージュを見ながら、時流の変化を理解し考察し、取り上げるテーマにつ
いて、自分の意見を述べ、議論できる力も養いながら学習します。生きたフランス語を聞き取り、理解し、そして使いこ
なす喜びを実感できるでしょう。
4A2COa

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

M. DUPUY

火

14:30-16:20

20h

￥35,000

4A2COb

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

M. RIVEAU

水

19:00-20:50

20h

￥35,000

4A2COc

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

M. DUPUY

土

13:30-15:20

20h

￥35,000

4A2COd

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

Mme FURY

土

16:30-18:20

20h

￥35,000

人気ドラマ « Plus belle la vie ! »で学ぶフランス語
Spécial série TV ! « Plus belle la vie ! »

大きい声を出して読むフランスの詩集

2A2PP

Vu à la télé! Nos petits reportages

水

19:00-20:50

20h

￥35,000

フランス文化や語学への興味を深め、更にフランス語もしっかり
「聞く」
ための講座で
す。ルポルタージュ、テレビやラジオ番組、ドラマなどを通して聞き取り力のアップ
を図ります。フランス語をよりよく聞き取るために、
フランス文化の知識を、
そして日々
刻々と変わるフランスや世界の最新ニュースを発見し、もっと話せるように練習をし
ましょう。

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語
Vu à la télé ! Reportages faciles

フランス文化に関する主題を扱ったビデオ等を用いて、聞き取る力を養います。時事、文化（グルメ、歴史、有名な人物や
場所、祭、伝統、etc.）
、都市や地方
（観光名所、各地の名物、etc.）
等テーマは様々です。
2A1CO

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

Mme BERDER-TOMOTSUGU

土

12:00-13:20

15h

￥27,000

2A2CO

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

Mme BERDER-TOMOTSUGU

金

10:00-11:50

20h

￥35,000

マルセイユを舞台にバー・ミストラルに集う人々の様々な人間模様を描き出すフランスの人気連続ドラマ« Plus belle la
vie ! »（美しい人生を！）
」
を通して、語彙力、文法、口頭表現の上達を図ります。フランスの日常生活や生きたフランス語
を学びましょう！
3A2PB

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

Mme CLOOSE

金

10:00-11:50

20h

￥35,000

ラジオで鍛えるフランス語-世界の声を聞く！
Radio France - “Les voix du monde” 1

フランスのラジオ番組で扱う世界の最新ニュースを聞き、読み解きながら学びます。聞き取る力を養う練習の他、内容
がより理解できるよう取り上げる話題の語彙についても十分学習します。
3A2RA

ラジオで鍛えるフランス語
― 世界の声を聞く！

Mme LE CALVÉ

金

13:00-14:50

20h

￥35,000

ラジオで鍛えるフランス語-世界の声を聞く！
Radio France - “Les voix du monde” 2

フランスのラジオ番組で扱う世界の最新ニュースを聞き、読み解きながら学びます。聞き取る力を養う練習の他、内容
がより理解できるよう取り上げる話題の語彙についても学習します。世界の現状についても理解し学び、反応できる力
も養いましょう。
4A2RA
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人気ドラマ « Plus belle la vie ! » で学ぶフランス語

ラジオで鍛えるフランス語
― 世界の声を聞く！

Mme DUPEYRON

水

14:00-15:50

20h

￥35,000

アンスティチュ・フランセ東京
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補足強化 Approfondissement linguistique

Chansons françaises et prononciation

ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語

G

文法

rammaire utilie

あなたの文法をサポートします！文法のスペシャリストからしっかり学んで文法事項を完璧に
しましょう！

V語 彙

ocabulaire

基礎文法

使いながら身につける語彙力

今学期から2学期に渡って« l’expression du but et de la concéquence »を学習します。様々な例文を通してその違いを
理解し、練習問題によって正しい使い方を学習していきます。なお、受講生の要望があれば上記以外のテーマも扱いま
す。レベルA2後半の方だけでなく他のレベルの方にもお勧めします。

多様な言葉や表現をロールプレイや練習問題、会話、記事、広告などバラエティ豊かなテキストや音声資料を使いなが
ら文脈に沿った語彙の活用を学びます。日常生活に不可欠な語彙を実際に使いこなせるように学習しましょう。語彙を
豊かにしながら、辞書なしで表現できるようになりたい方にお勧めです。

Grammaire

Jouons avec les mots

M. SHIBATA

水

13:30-15:20

20h

￥35,000

初級文法と表現

Grammaire et expression

4学期かけて仏検3級から2級程度の文法項目を学習します。授業では資料を見ながら文法規則を発見したあと、練習
問題と会話練習を行います。プリントを使用しますので教科書を購入する必要ありません。今学期は2学期目です。
初級文法と表現

Mme TOKIWA

土

16:30-18:20

20h

13:00-14:50

20h

￥35,000

分析的講読と作文

Lecture analytique et thème

￥35,000

B1、B2試験を念頭におきながら、語彙・文法両面からテキストの理解力を伸ばすことを目指します。読解中心ですが、必
要な場合は文法項目（時制、冠詞、法、前置詞の用法など）
も取り上げます。2時間目は長文をフランス人に分かるような
簡潔なフランス語に訳す練習をします。

Grammaire

2学期に渡って勉強する« l’expression du but et de la concéquence »の2学期目。様々な例文を通してその違いを理解
し練習問題によって正しい使い方を学習します。受講生の要望があれば上記以外のテーマも扱います。レベルB1の方だ
けでなく他のレベルの方にもお勧めします。
中級文法

3A2GRa

M. SHIBATA

水

10:00-11:50

20h

￥35,000

分析的講読と作文
（B1）

M. KOISHI

月

18:30-20:20

20h

￥35,000

分析的講読と作文
（B1）

M. KOISHI

土

10:00-11:50

20h

￥35,000

4A1GT

分析的講読と作文
（B2）

M. KOISHI

土

12:00-13:20

15h

￥27,000

Écriture créative

Grammaire et expression

文章を書く楽しみとそのテクニックを学びます。まず始めに短いテキストを読み、次にテキストの理解を助ける問題や
語彙、文法の練習問題などを行った後、テーマを選び個人または数名で実際に文章を書き、最後に作成した文章を発表
します。今学期のテーマ：LE RÊVE

「文章の中で考える文法」
この授業は、仏作文と読解問題を1：1の割合で扱います。文章を自然なフランス語に訳す方法や
簡単な記事や小説の一部を読みながら文法事項や表現について考えます。希望者には仏作文を添削。また文化的・歴史
的背景等は視聴覚資料で解説します。詳細：www.birdcompany.jp
中級文法と表現

3A2GTa
3A2GTb

文章の書き方

中級文法と表現

C

火

xpression écrite

中級文法

3A2GRb

Mme LE CALVÉ

E筆記表現

今学期のテーマ：動詞
（現在形）
、不定形容詞・不定代名詞、中性代名詞、副詞など
2A2GR2b

使いながら身につける語彙力

3A2JM

補足強化 Approfondissement linguistique

基礎文法

2A2GR2a

M. TANAKA

月

13:30-15:20

20h

￥35,000

動詞活用

文章の書き方

4A2AE

P

フランス語の強化クラス

erfectionnez-vous

onjugaison

Mme LEMAITRE

水

10:00-11:50

20h

￥35,000

読解、文法、筆記、聞き取り、ディスカッション、口頭表現などバラン
スよくレベルアップを図るための切り札を習得します。各学期、受講生
の希望があれば扱うテーマ以外の学習も行います。A2 〜 C1レベルの4
つのレベルに対応し、DELF試験の準備に最適です。

楽しく学ぼう“フランス語動詞活用” 基礎編パート2

コミュニケーションのためのロールプレイ

文章の要である動詞活用克服こそがフランス語上達最大のカギ。動詞の法、時制間のニュアンスの違いを理解すると同
時に様々な角度からの練習により活用が自然と口をついて出てくるよう指導します。B1レベル以外の方にもお勧めで
す。今学期は2学期目です。

フランス語らしく表現するテクニック、人前で考えを発表したり、発言する、道筋を立てて話す、など口頭表現のスキル
を、
身振り手振りや声の抑揚など、
様々な表現方法を異文化コミュニケーションの側面を考えながら身につけましょう。
最大12名まで。A2+ 〜 B1レベル対象。

3A2VB

30

楽しく学ぼう“フランス語動詞活用”
基礎編パート2

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

M. SHIBATA

日

13:30-15:20

〜

Communiquer et interagir grâce aux jeux de rôle - Spécial Interculturel

Conjugaison française en action !

20h

￥35,000

3A1IC

コミュニケーションのためのロールプレイ

Mme FIFE

月

19:30-20:50

15 h

￥27,000

アンスティチュ・フランセ東京
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B1レベルアップ !

Le B1 dans tous ses états !
最初の授業の際に、消費社会、フランス人の日常、多様性…など約4つの様々なテーマを選び、そのテーマについて表現
できる口頭表現力を磨き、
また筆記力や文法事項もしっかりと身につけながら、
語彙力を豊かにすることを目指します。
3A2AP

B1レベルアップ

Mme FURY

水

19:00-20:50

20h

￥35,000

フランス語の強化アトリエ
Pratiques au niveau B1

パーフェクトなフランス語を使いこなす事を目指すと同時にDELF B1受験に向けて準備も行います。今学期は、音声資
料の聞き取り、読解（社会についてのテーマに関する語彙習得、読解問題に答える）
、文法（関係代名詞、過去の出来事を
描写する、理由・結果の表現、接続法）
、ディクテ、口頭表現（日常生活に関する質問に答える、説明する、ロールプレイン
グ、プランの立て方）
、筆記表現
（公式の手紙、短い記事）
などを学びます。
3A2AF

フランス語の強化アトリエ

M. PELISSERO

土

10:00-11:50

20h

￥35,000

表現力を鍛えよう！
Exposons !

B2レベルのスキルアップを目指すと共に口頭・筆記表現において自分らしい表現が出来るよう、エクスポゼを通して
学びます。最初の2時間は、取り上げる最新の話題をテーマに毎週短いエクスポゼとディスカッションを行い、3時間目
は取り上げたテーマの記事を元に、語彙、文法、筆記表現の強化も図ります。自分の考えを口頭・筆記両面で表現できる
スキルを身につけましょう。
4A3EX

表現力を鍛えよう！

M. ROUSSEL

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

フランス語の強化アトリエ
Pratiques au niveau B2

パーフェクトなフランス語を使いこなす事を目指すと同時にDELF B2受験に向けて準備も行います。今学期は、文章作
成（要約作成の仕方）
、聞き取りと読解（社会、教育、文化、エコなど様々なテーマについて、聞き、読みながら質問に答え
る）
、文法
（句読法、接続法、過去分詞の一致、過去の時制）
、ディクテ、口頭表現
（自分の意見を表明・組織立てる・説明する、
討論する）
などを学びます。
4A2AF

フランス語の強化アトリエ

M. PELISSERO

土

13:00-14:50

20h

￥35,000

フランス語の強化アトリエ
Pratiques au niveau C1

パーフェクトなフランス語を使いこなす事を目指すと同時にDALF C1受験に向けて準備も行います。今学期は、音声資
料の聞き取り、読解（社会に関するテーマの語彙習得、設問に答える）
、文法（条件、理由・結果、接続法）
、ディクテ、口頭表
現
（エクスポゼの構成、問題点を通して論理を組み立てる）
、文章作成
（サンテーズの組み立て方）
など学びます。
5A2AF
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フランス語の強化アトリエ

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

M. PELISSERO

土

15:00-16:50

20h

￥35,000

文化講座

Cours culturels
フランス文化に興味があり、更に深く知識を深めたい方に向けた講座。文学、文化、世界遺産、芸術、モードなど、
多岐に渡り充実した文化講座で、自分の興味ある分野の知識をもっと広げましょう。

P文化遺産

4T2VF

80分でフランスを発見

Le tour de France en 80 minutes
似たところもあり大きく違うところもあるフランスと日本を、3つのカテゴリーに分けて、それぞれ毎回違うテーマを
日本語を通して学びます。ランチタイムを有意義に使いながら、フランスという国を発見しましょう。必要に応じて、各
自お昼をご持参ください。
7T1TFa：歴史・地理で見るフランス
1. 歴史 2. 地理 3. 地方 ① 4. 地方② 5. フランス語圏 6. 料理 7. 文化遺産 8. 建築 9. ヨーロッパ 10. ご希望のテーマ
7T1TFb：芸術・文化で見るフランス
1. 建築 2. 絵画 3. 美術館 4. 文学 5. 音楽 6. ユーモア 7. 映画 8. 料理 9. モード 10. ご希望のテーマ
7T1TFc：フランス人の日常
1. 価値観 2. 多様性 3. 教育 4. 仕事 5. 暦 6. 料理 7. モード 8. 趣味 9. スポーツ 10. ご希望のテーマ
7T1TFa

80分でフランスを発見
−歴史・地理で見るフランス

M. ROCHET

水

12:00-13:20

15h

￥27,000

7T1TFb

80分でフランスを発見
−芸術・文化で見るフランス

M. ROCHET

木

12:00-13:20

15h

￥27,000

7T1TFc

80分でフランスを発見
−フランス人の日常

M. ROCHET

金

12:00-13:20

15h

￥27,000

Découvrez le monde et des sites de l’Unesco

世界中にはまだ見ぬ美しい景色がたくさんあります。文化・歴史に彩られた世界中の風景を映像資料やテキストを通して
フランス語で学びながら、口頭・筆記両面のレベルアップも図ります。さあ、素晴らしき文化・歴史の旅に出発しましょう！
Mme HEURÉ

火

14:00-15:50

20h

フランスのカルチャー事情を学ぶ

Mme PONSY

土

10:00-11:50

20h

￥35,000

H歴 史
istoire

フランスの歴史の秘密：パリの歴史を話して！
Secrets d’Histoire：Paris, raconte-moi ton histoire !

時と場所を越えてパリへ旅に出かけましょう！今学期は、街が形成され最初の住民が居を構えた後のパリが、どのよう
にしてフランスの中で重要な位置を占める場所となり、都市となったのかを探っていきます。この魅力的な街がどのよ
うな歴史を経て築かれたのかを一緒に発見しましょう。
5T1HI

フランスの歴史の秘密

Mme RAMET

金

10:00-11:20

15h

￥27,000

ユダヤ-キリスト教文明入門

Civilisation：introduction à la civilisation judéo-chrétienne
Salomé et Saint-Jean Baptiste fin-de-siècle

マルコによる福音書、ルカによる福音書を読みながら、19~20世紀にモローが描いたサロメ、シュトラウス、アンドレ・
マリオット、フロラン・シュミット、サロメを題材に踊ったロイー・フラー、マスネの
「エロディアーデ」
、そしてサロメに
ついて書かれたラフォルグやモンテスキューなどの美しい詩についても取り上げます。図像や資料を用い分析しなが
ら知識を深めます。
5T2JC

ユダヤ-キリスト教文明入門

M. DESPREZ

木

17:00-18:50

20h

￥35,000

￥35,000

フランスの地方万歳！

Vive les régions ! Picardie et Nord-Pas-de-Calais

フランスの町や地方、そして人々は多様性に富んでいます！この授業は、歴史や食べ物、建造物、経済や地理などさまざ
まな要素を取り上げた資料やビデオを用いてその地方の独自の文化を発見しながら、自然で多様なフランス語の聞き
取り能力を磨くことを目的としています。今学期は、ピカルディー地方、ノール・パ・ド・カレ地方を扱います。
4T2RG

フランスの地方万歳！

M. LETT

木

13:30-15:20

20h

￥35,000

フランスとヨーロッパの文化を探る

Regards sur la culture française et européenne

今学期のテーマ：La Bretagne des légendes
ブロセリアンドの森からケルト文化の祭典
「ロリアン・インターケルティック・フェスティバル」
まで、豊かな文化、そし
て神話と伝説に刻まれた歴史を秘めた場所、それがブルターニュ地方です。今学期は、ケルト文化を色濃く残す過去、
アーサー王伝説、独特の言語、そして忘れてはならない食文化を通して、ブルターニュ地方の魅力を探っていきます。
4T2CL
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フランスとヨーロッパの文化を探る

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

Mme LE CALVÉ

火

10:00-11:50

20h

￥35,000

アンスティチュ・フランセ東京
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文化講座 Cours culturels

世界の文化・歴史の旅

世界の文化・歴史の旅

Reportages sur la culture française

ニュース？最新情報？パリそれとも地方？日常、レジャー、映画、展覧会など様々なテーマのルポルタージュ番組を毎
週見ながら、フランス文化の知識をより豊かにし、テーマについて自由に話し合いながら、表現力と理解力をアップさ
せましょう。

atrimoine culturel

3T2UN

フランスのカルチャー事情を学ぶ

A暮らしの芸術、ガストロノミー

フランス流ライフスタイル

French touch, l’art de vivre à la française

rt de vivre et Gastronomie

愛するパリ！パリの人間国宝の技と美、その歴史と今
Paris, je t’aime ! Maître d’art parisien hier et aujourd’hui

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

底知れぬ魅力をたたえるパリのスペシャリスト養成講座。ジャーナリストとしてパリに暮らし、パリと日本を頻繁に行
き来する教師と共に、歴史的名所から最新スポットまで冒険旅行するように巡りましょう。今学期は、東京国立博物館
表慶館で開催される展覧会
「パリの人間国宝の技と美」
に合わせて、歴史のなかの名品の誕生秘話についてお話ししなが
ら、芸術の都パリの人間国宝の歴史と今に迫ります。全5回15名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。
実施日： 10月 1 1 日
（水）
：18世紀の淑女のたしなみ、扇＆パラソル
10月25日
（水）
：漆＆磁器 憧れのオリエンタルの工芸品
11 月 1 日
（水）
：シルクの里リヨン発祥の工芸品 タッセル＆リボン
1 1 月 15日
（水）
：刺繍＆造花 シャネルを支えるオートクチュールの技
12月 6日
（水）
：シルバー＆クリスタルガラス エルメスのテーブル・アートの世界観
7T2GP

愛するパリ！パリの人間国宝の技と美、
その歴史と今

Mme ISHIZAWA

水

14:00-16:00

フランス・アンティークの世界と鑑定

（
「アンティーク検定」
対策準備講座）

10h

Pas d’adhésion

Mme KAWAI

木

14:30-16:30

チーズのプロを目指す

10 h

￥19,500
（全5回）

年 会 費 不 要

Tout ! Tout ! Tout ! Vous saurez tout sur le fromage !

Pas d’adhésion

チーズを学びながら飲み物とのマリアージュ、食に関するアレンジやセンスも同時に学べる講座です。年1回実施され
るチーズプロフェッショナル資格認定試験に挑戦される方にも最適です。各回チーズとワイン等の試食あり。7T2FRa
と7T2FRbの全5回20名限定。ただし、全5回にご登録の方が5名以上で開講。聴講はお受けできません。
実施日：
7T2FRa：10月 9日
（月・祝）
：フランスで1番愛されるチーズ、コンテ その 1
10月23日
（月） ：フランスで1番愛されるチーズ、コンテ その2
7T2FRb：1 1 月 1 2日
（日） ：イタリアチーズの王様、パルミジャーノ・レッジャーノ その 1
1 1 月26日
（日） ：イタリアチーズの王様、パルミジャーノ・レッジャーノ その2
12月 3 日
（日） ：ノエルはモン・ドールを囲んで
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7T2FRa

チーズのプロを目指す

Mme KUBOKI

月

18:30-20:30

7T2FRb

チーズのプロを目指す

Mme KUBOKI

日

14:30-16:30

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

Mme PONSY

木

19:00-20:50

20h

¥35,000

A芸 術
rts

今学期の作品：« CORPORATE » de Nicolas Silhol（2017年）
、avec Lambert Wilson et Céline Slletteを取り上げます。仕
事に感情を挟まない人事課長のエミリー。社内で起きた事件をきっかけに、彼女の存在や世界観を一変させてしまう捜
査に直面することになる。映画の理解に必要な聞き取りの強化とともに生きたフランス語を学びます。
4T2CI

映画で学ぶフランス語

M. DUPUY

水

19:00-20:50

20h

￥35,000

4T3CI

映画で学ぶフランス語

M. DUPUY

土

10:00-12:50

30h

￥50,900

フランスとヨーロッパの芸術を通して学ぶ美術史
L’histoire visuelle de l’art français et européen

各時代のフランスとヨーロッパの建築、彫刻、絵画、装飾芸術を資料、ビデオを用いながら、美術史を紐解いていきます。
今学期は、ロマネスク芸術
（ロマネスク建築、タンパン・柱頭、教会内の絵画、彩色装飾）
を取り上げます。
4T2HA

フランスとヨーロッパの芸術を通して学ぶ美術史

Mme LEMAITRE

水

14:00-15:50

20h

￥35,000

最新のアートシーンを探る
Quoi de neuf dans l’art ?

東京とフランスの最新の芸術関連の話題を取り上げます。様々なアプローチやディスカッションを通して、
筆記・口頭表
現力のアップも図ります。今学期は、
「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300年」
（サントリー美術館）
、Cézanne,
le chant de la terre（Fondation Gianadda）
、Manguin, volupté de la couleur（musée GIVERNY）
を取り上げます。
4T2AAa

最新のアートシーンを探る

Mme LEMAITRE

木

10:00-11:50

20h

￥35,000

4T2AAb

最新のアートシーンを探る

Mme LEMAITRE

木

19:00-20:50

20h

￥35,000

歴史、
芸術、
文学入門：マリー・アントワネット、
ウィーンとヴェルサイユ
Histoire de l’art et littérature : Marie-Antoinette, Vienne et Versailles

好評のうちに会期を終了した
「ヴェルサイユ宮殿«監修»マリー・アントワネット展」
（森アーツセンターギャラリー）
を
テーマに、展示品の背景や特徴、どのように欧州の芸術の流れに組み込まれたのか学びます。展示品や資料から、彼女の
人生、ヴェルサイユとウィーンでの生活の違いをより理解していきます。
4T2HL

歴史・芸術・文学入門

M. DESPREZ

日

13:30-15:20

20h

￥35,000

￥21,500
（aとb全5回）
、
2 h ￥4,500（1回）

2h

アンスティチュ・フランセ東京
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実施日： 10月 5日
（木）
：フランスの宝飾芸術の歴史 − ルネッサンスから1940年代までのアンティークジュエリー
10月26日
（木）
：17世紀〜 20世紀におけるフランスのモード史とアクセサリー
1 1 月 9日
（木）
：
「オブジェ・ド・ヴィトリン」
と呼ばれるアンティークの小物の世界
1 1 月30日
（木）
：フランス・アンティークにおける装飾と文様を徹底解説
12月 14日
（木）
：アンティーク＆装飾美術におけるフランス語を学ぶ
フランス・アンティークの世界と鑑定

フランス流ライフスタイル

Voir, aimer et comprendre le cinéma français

￥19,500
（全5回）

フランス・アンティークの世界をArt de vivreを通じて学びます。アンティークの世界に興味がある方なら、どなたでも
気軽に受講できます。今学期は、フランス・アンティークの世界をジュエリーやモードの歴史も含めて、その謎と魅力に
迫ります。アンティークの小物の世界、陶磁器や銀器に描かれている文様の意味などを紐解きながら、装飾美術の世界
を楽しく学びましょう。本講座は
「アンティーク検定」
の公式講座となっています。授業は日本語で行いますのでどなた
でも受講可能。同時にアンティークの専門用語をフランス語で学ぶこともできます。全5回12名限定。5名以上で開講。
聴講はお受けできません。

7T2AN

3T2FT

映画で学ぶフランス語

年 会 費 不 要

Initiation à l’expertise des antiquités françaises 〜 art décoratif

フランス流の衣食住、そして旅には、豊かで多彩なスタイルがあります。ガストロノミー、日常生活、モード、フランスの
エチケット…など、フランス人のライフスタイルや暮らし方をテーマに、テキストや音声資料を使いながら口頭・筆記
表現をレベルアップを図ります。フランス語だけでなくフランス流のライフスタイルも同時に学びましょう。

L文 学

ittérature

フランス語の本を読みましょう

フランス文学の傑作を読む

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

A livre ouvert

Les grands textes de la littérature française

本を読むのは好きですか？フランス語の本を読んでみたいと思いませんか？みなさんの好きな作家について意見交換
をしたり、まだ知らない本を発見したり、次に読む本を見つけたり…と、当館メディアテークの書籍を手に取りながら、
文学について語り合い、一緒に本を読む楽しさを発見しましょう。
A2レベル以上対象。各回10名限定。聴講はお受けできません。
実施日：10月5日
（木）
、10月19日
（木）
、11月9日
（木）
、11月16日
（木）
、11月30日
（木）
7T1LO

フランス語の本を読みましょう

Mme URSCHEL

木

ジャック・プレヴェールの魅力発見

使用する本：Francois-René de Chateaubriand (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe. Édition utilisée : Mémoires d’outretombe, Paris, Classiques de Poche, Vol.3 (Livres XXV à XXXIII), ISBN : 9782253160892.
7月革命が勃発しブルボン朝の終焉を迎える1830年を中心に読み進めていきます。欧州の歴史を見直し、文学作品の
分析に慣れると同時に上質なフランス語を発見しましょう。
5T2LI

14:00-15:30

フランス文学の傑作を読む

M. DESPREZ

日

10:00-11:50

20h

￥35,000

￥1,500
（1回、会員）
1,5h
￥2,000
（1回、非会員）

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

A la découverte de Jacques Prévert - atelier littéraire

今年はフランスの国民的詩人ジャック・プレヴェール没後40年にあたります。コラージュ制作、
詩、
作詞、
映画作家など、
マルチな顔を持つプレヴェールの魅力に迫ります。B1レベル以上対象。全5回15名限定。5名以上で開講。聴講はお受け
できません。
実施日：10月10日
（火）
、10月24日
（火）
、11月7日
（火）
、11月21日
（火）
、11月28日
（火）
10月は
「ジャック・プレヴェール月間」
です。関連イベントの詳細は52ページをご覧ください。
ジャック・プレヴェールの魅力発見

Mme URSCHEL

火

14:00-16:00

10h

アンスティチュ・フランセ日本

通信・オンライン講座

読む楽しみ

通信コース

Plaisir de lire：En Attendant Bojangles

オンラインコース

フランス文学に親しみながらフランス語の知識を高めたい方にお勧め。今学期は、当館で行う
「読書の秋」
に合わせて来
館予定で、フランスで数々の賞を受賞したオリヴィエ・ブルドーの狂気と宴、軽快さとユーモアを兼ね備えたデビュー
作を取り上げます。理解しやすいように分かりやすく説明をしますので、読むのが苦手な方にも最適です。

オンライン
ンライン
プライベートレッスン

使用する本：Olivier BOURDEAUT, En Attendant Bojangles（Folio, 2016）
3T2LC

読む楽しみ

文化講座 Cours culturels

7T2JP

￥19,500
（全5回）

M. BERTHET

火

18:30-20:20

20h

￥35,000

フランス文学探訪

Un auteur, une œuvre：Proust à l’honneur !

使用する本：Marcel Proust : À l’ombre des jeunes ﬁlles en ﬂeurs. Autour de Mme Swann.1919. Gallimard, Folio classique,
ISBN : 9782-070380510. 今学期扱う
「スワン夫人をめぐって」
では、スワン家の娘、ジルベルトとの恋、そしてその恋
を終わらせていく語り手の様子が描かれています。また第5篇
「囚われの女」
のテーマへと姿を現し始めます。文体の分
析、19世紀末の芸術界を作品を通して学び、読み解いていきます。
4T2LIb
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フランス文学探訪

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

M. DESPREZ

木

10:00-11:50

20h

￥35,000

あなたを一人にしない充実したサポート！ ・教師による丁寧な添削と個別指導
・電話 /Skypeでの会話練習
楽しく自宅で学べます
・授業内容や進め方に関するサポート窓口

☎

03-5206-2860

tsushin@institutfrancais.jp

通信・オンライン

アンスティチュ・フランセ東京
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L古典語

D日本を発見する

angues anciennes

écouvrir le Japon

ラテン語：入門

書とお茶のアトリエ

ラテン語入門・初級学習者対象クラス。文法と簡単なテキストを読む学習を通して、ラテン語の基礎知識を養います。暗記
を必要としますが、ラテン語文法の基礎である格変化のシステムを速く体得するのに不可欠です。全く初めての方は、学
期の初回の授業をできるだけ欠席されないようお願いします。

お茶と書
（茶掛け）
を学ぶアトリエです。初心者からご参加いただけます。5回分のお茶菓
子と書の材料費（2000円）
が別途かかります。最初の受講時に教師に直接お支払いをお
願いします。その他必要な道具類は貸し出し致します。授業は、日本語で行いますが、必
要に応じてフランス語も使用します。全5回10名限定。5名以上で開講。聴講はお受けで
きません。
実施日：10月 1 6日
（月）
：茶：お客さまの稽古とお点前の割り稽古
10月30日
（月）
：書：基礎の稽古、季節の和歌又は禅語を選ぶ
1 1 月 6日
（月）
：茶：立礼による盆略点前
1 1 月20日
（月）
：書：選んだ和歌や禅語を色紙又は短冊に仕上げる
12月 4日
（月）
：花月
（又は茶会）書と一碗のお茶を

Latin：niveau 1（Initiation）

7T2LA1

ラテン語：入門

M. GROISARD

土

16:00-17:50

20h

￥35,000

ラテン語：中級

Latin：niveau 2（Approfondissement）

ラテン語の語彙と文法の知識を補い、深めることを目的とします。文法の学習は、難易度が異なるテキストを使用しての
講読です。ダイジェスト版の文章と原文を交互に読みます。初めての文学作品を読むという経験は、講読力をしっかりと
養い向上させるとともに、上級コースへの準備にもなります。
7T2LA2

ラテン語：中級

M. GROISARD

土

14:00-15:50

20h

￥35,000

ラテン語：上級

Latin：niveau 3（Lecture commentée des grandes œuvres）

ラテン語：上級

M. GROISARD

土

12:00-12:50

10h

7T2SH

月

M. GROISARD

土

13:00-13:50

10h

14:00-16:00

10h

￥19,500
（全5回）

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

￥19,500

季節の花を手に植物と向き合い、芸術的に自分の心を表現します。お花の技術を学び、感性磨きは美術館の展示会などと
リンクさせます。お花代1200円/回が別途かかります。お花代は受講時に講師に直接お支払をお願いします。全5回10名
限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。
実施日：10月13日
（金）
、10月27日
（金）
、11月17日
（金）
、12月1日
（金）
、12月15日
（金）
Découvrez l’Ikebana, art créatif de composition ﬂorale aux racines ancestrales. Les frais de ﬂeurs (1200 yens) se
règlent au professeur au premier cours. Atelier en français et japonais à partir de 5 personnes (Maximum 10).
5 séances：les vendredis 13 et 27 octobre, le 17 novembre, les 1 et 15 décembre
7T2IK

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

Mme MATSUI,
Mme ISHIKAWA

Ikebana– Art floral japonais

Études grecques：niveau 2
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書とお茶のアトリエ

アトリエいけばな

L’Apologie de Socrate , de Platon, collection Classiques en poche bilingue, Belles lettres
プラトンが著した作品に出てくる最も著名な人物のひとりソクラテスを取り上げ、著作を読みながら翻訳、歴史や哲学
の解説、語源学、教育的な概念を通して学びます。
ギリシャ語：中級

Vivez la rencontre de deux arts traditionnels japonais：la cérémonie du thé et la
calligraphie !
Les frais pour le thé, les gâteaux et les matériaux de calligraphie (2000 yens pour
les 5 séances) se règlent au premier cours. Les autres matériaux nécessaires sont
prêtés. Atelier en français et japonais à partir de 5 personnes (Maximun 10).
5 séances：lundi 16/10 ： Cérémonie du thé：les gestes du visiteur, la préparation du thé.
lundi 30/10： Calligraphie：exercices de base, choix des mots du zen ou d’un waka (poème).
lundi06/11 ： Cérémonie du thé：Bonryaku temaen, “cérémonie au plateau”.
lundi 20/11 ： Calligraphie：écriture finale des mots du zen ou du waka choisis sur panneau ou sur carte
verticale en washi épais.
lundi 04/12 ： Kagetsu ou Chakai, “cérémonie du thé collective” avec calligraphie.

￥19,500

ギリシャ語：中級

7T1GC

Pas d’adhésion

文化講座 Cours culturels

Suétone, Vie des douze Césars , livres I à VI, Les Belles Lettres, collection Budé
古代ローマの歴史の創世を描いたテキストを一つを取り上げ、翻訳、文学や歴史の解説、語源学、古代ローマ文明を通して
学びます。
7T1LA3

年 会 費 不 要

Calligraphie et Cérémonie du thé

アトリエいけばな

Mme ROUSSEL

金

14:00-16:00

10h

￥19,500
（全5回）

アンスティチュ・フランセ東京
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資格試験準備

Préparation aux examens
簡単！合格！仏検2級準備講座
Préparation au DAPF niveau 2

語彙力強化に主眼を置きながら、前置詞・動詞・長文読解・聞き取り・書き取り（ディクテ）
等、仏検2級合格に必要な学習
ポイントを押さえていきます。授業は、受講生の理解度や弱点を見定めながら進めます。多くの練習問題を解くことで
理解を深め、試験の準備を通じて
「読み」
「聞き」
「書く」
能力をバランスよく強化してフランス語能力を高めましょう。

3A2FKa

簡単！合格！仏検2級準備講座

M. BONNIER

月

19:00-20:50

20h

￥35,000

仏検2級対策

Préparation au DAPF niveau 2

仏検 2 級の筆記、書き取り、聞き取り、面接試験対策を行います。語彙を増やし、総合的にフランス語力を強化し、問
題の解き方のポイントを身につけることを目的とします。仏検を受験する予定がなくとも、2 級レベルのフランス
語を身につけたい方に最適です。

3A2FKb

仏検2級対策

M. DELMAIRE

土

16:30-18:20

20h

￥35,000

DELF B2試験対策

Préparation au DELF B2
DELF B2 受験準備講座ですが、口頭・筆記表現力をまんべんなくレベルアップを目指す方にもお勧めします。口頭
表現試験において効果的な答え方のテクニック（テキストの問題点、論拠を見つける、プランを立てる、起承転結の
構成）
を学び、2 人一組での模擬試験も行います。また、論理的に筋立てることを中心に筆記表現のテクニックを掘
り下げていきます。

4A2B2

DELF B2試験対策

M. DELMAIRE

土

10:00-11:50

20h

￥35,000

仏検準1級・1級準備、和訳仏訳演習
Préparation au DAPF niveau 1

文化的・歴史的背景等を視聴覚資料で解説しつつ、仏文読解・仏作文や時制・多義語の問題を中心に、慣用句・文法事
項などにも留意しながら学びます。仏検 1 級・準 1 級受験準備講座ですが、時事フランス語を学びたい方など、仏検受
験予定者でない方にもお勧めします。詳細：www.birdcompany.jp
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5A2FKa

仏検準1級・1級準備、和訳仏訳演習

M. TANAKA

月

17:00-18:50

20h

￥35,000

5A2FKb

仏検準1級・1級準備、和訳仏訳演習

M. TANAKA

金

19:00-20:50

20h

￥35,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

プライベートレッスン
Cours à la carte

あなたのご希望やペースにあわせて学べる、アンスティチュ・フランセ東京
のプライベートレッスン。オンラインでもレッスンがスタート！

苦手な部分の克服や資格試験準備、授業の補足、留学や旅行前のブラッシュアップなど、教師と
マンツーマンで集中的に、
そして効果的に学べます。
個別にじっくり学習できる時間を有意義に使っ
て、更なる上達を図りましょう！

受講手続の流れ
（通学）
アンスティチュ・フランセ東京でのレッスン

❶下記のサイトで、
レベルチェックテストをお受けください。
（http://
www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/niveaux/）
❷受付窓口またはサイト上で日程表をご確認ください。
❸お申込み用紙にレベルチェックテストの結果、必要事項をご
記入の上、
レッスンご希望日の7日前、
月〜土曜日は18時まで、
日曜日は17時までに受付窓口にてお申込み・お支払いをお願
いします。
❹レッスン日時にお越しになり、受講してください。
※レッスン日時の変更は、アンスティチュ・フランセ東京 受付窓口また
はお電話にて、レッスン日の7日前、月〜土曜日は 18 時まで、日曜日
は 17 時まで可能です。それ以降は変更不可、受講料は返金されませ
ん。

お問い合わせ：03-5206-2500

アンスティチュ・フランセ東京でのレッスン（通学）
1回のレッスン時間

50分

1回分の受講料

6,900円

10回分一括購入の受講料

65,000円

2名での1回分の受講料

（お一人様4,050円）
8,100円

2名で10回分一括購入の受講料

（お一人様37,500円）
75,000円

一括購入の有効期間
年会費

購入日から3 ヶ月間
一般 8,000円
学生 6,000円（学生証要提示）

（スカイプまたは電話）
オンラインレッスン

❶以下のいずれかの方法で受講料をお支払いください。
- アンスティチュ・フランセ東京受付窓口 受付執務終了時間30
分前
（ 4ページ参照）
までにご来館ください。

- 通信ブティック
（http://tsushinboutique.com/）
- 現金書留

❷受講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。
❸専用サイトにログインし、日程表を確認の上、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
（03-5206-2860）
でも承ります。
❹スカイプまたは電話にてレッスンを受講してください。
※レッスン日時の変更は、専用サイトまたはお電話にて、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。

お問い合わせ：03-5206-2860（月〜土：9h30〜18h00）

ご注意

オンラインレッスン（スカイプまたは電話）
レッスン回数

料金

レッスン時間

1レッスン（25分）

3,500円

25分 1回

2レッスン（25分）
または
1レッスン（50分）

6,900円

25分 2回
または
50分 1回

25分のレッスン10回分
または
50分のレッスン5回分

29,500円

25分 10回
または
50分 5回

■ 受講資格

プライベートレッスンは 6 歳から登録が可能です。

■ 登録について

プライベートレッスンは 1 回あるいは 10 回分の一括購入が可能です。10 回分
（10 時間）
を現金一括でご購入の場合のみ、ポイントサービ
スのポイントが 1 ポイント付与されます。一括ご購入の有効期限は、ご購入日から3 ヶ月です。有効期限内に10 回のレッスンを完了して
ください。
■ ご登録の変更
ご登録後、ご本人のご病気、転勤の理由で受講できなくなった場合は、医師の診断書や勤務先の辞令などの公的な書類を提出してい
ただければ、オンラインプライベートレッスンへの振替が可能です。
■ キャンセルについて
―レッスン日時の変更は、当館受付窓口またはお電話にて、レッスン日の7日前までにお申し出いただければ変更可能です。
―予約したレッスン日に受講できなくなった場合、予約したレッスンに遅刻される場合は、必ず受付窓口までご連絡をお願いいたします。
なお、レッスン開始 30 分を過ぎてもご連絡なくお見えにならない場合はキャンセルとみなします。

www.institutfrancais.jp/coursalacarte
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公式資格試験

Certifications officielles
言語に関する アンスティチュ・ コンピュータ
欧州共通基準 フランセ東京 レベルチェック
（CECRL） のレベル
のレベル＊
A1

A2

B1

＊

＊＊

A1

A1
A1 ＋

A2 

A2

A2 ＋

A2 ＋

B1

B1
B1 ＋
B2

TCF

DELF
DALF

運用レベル

DAPF
＊＊
（仏検）

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
DELFB1
300〜399 点 DELFProB1

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
DELFB2
400〜499 点 DELFProB2

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

仏検 1 級

B2

B2

C1

C1

＋＋

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。

C2

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。

B2 ＋

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、フランス語を母国語としない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。
TCF

コンピュータのレベルチェックはアンスティチュ・フランセ東京のHPより行っていただけます。
www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/niveaux/
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。

： 必須試験：聴解・文法・読解 ............ ¥12,000

TCF SO： 必須試験........................................................ ¥13,000
......................... ¥8,000
補足試験
（文書作成のみ）

TCF SOの日程などの詳細は、下記のメールアドレスにお問合せ下さい。

2017年度 TCF 試験日程
試験日
2月12日
（日）
4月16日
（日）
7月16日
（日）
9月17 日
（日）
12月10日
（日）

必須試験
終了しました
終了しました
終了しました
○
○

ご 注 意： 必須・補足共に定員制となります。各日程共に定
員に達した場合、別の日程、別の施設をご案内さ
せていただくことがございます。あらかじめご了承
下さい。
出願締切＊
1 月12日
（木）
3月16日
（木）
6月16日
（金）
8月17 日
（木）
1 1月10日
（金）

補足試験
終了しました
×
×
×
×

日程、受験料などの変更がある場合は、アンスティチュ・フランセ東京HPにてお知らせいたします。

DELF・DALF

TCFについてのお問い合わせは

フランス国民教育省フランス語資格試験
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。一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1991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・フランセ東京の授
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。
詳細は DELF・DALF のパンフレットまたは www.delfdalf.jp をご覧下さい。

2017 年度秋季試験日程（於アンスティチュ・フランセ東京）

出願受付期間 7 月 8 日
（土）
から 9 月 2 日
（土）
まで *
一般

examens@institutfrancais.jp

Bourses du Gouvernement Français（culturelles）

フランス政府給費留学生制度
（文系）

フランス政府給費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。
文学、言語学、哲学、法学の分野ではＢ2レベルが、人文社会科学、経済学、経営学、政治学、
芸術の分野では、Ｂ1レベルが要求されます。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/

ジュニア

受験料*

筆記

口頭表現

筆記

口頭表現

DELF A1

10 月 8 日
（日）

10 月 8 日
（日）

10 月 8 日
（日）

10 月 16 日
（月）

¥1 1 ,000

DELF A 2

10 月 15 日
（日）

11 月 5 日
（日）

10 月 15 日
（日）

10 月 15 日
（日）

¥1 1 ,000

DELF B 1

10 月 8 日
（日）

10 月29日
（日）

10 月 8 日
（日）

10 月22日
（日）

¥13,000

DELF B2

10 月 15 日
（日）

11 月 5 日
（日）

10 月 15 日
（日）

10 月 16 日
（月）

¥13,000

DALF C 1

10 月 8 日
（日）

10 月22日
（日）

¥17,000

DALF C2

10 月 15 日
（日）

10 月29日
（日）

¥17,000

DELF Pro B 1

10 月 8 日
（日）

10 月29日
（日）

¥13,000

ンス・メーヌ大学との共催のこの講座は質の高さで知

DELF Pro B2

10 月 15 日
（日）

11 月 5 日
（日）

¥13,000

られています。

アンスティチュ・フランセ東京では、定員に達し次第、出願を締め切らせていただきます。
* 受験料、日程などの変更がある場合は、アンスティチュ・フランセ東京および上記サイトにてお知らせします。
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出願方法： 願書
（受付カウンターにて配布）にご記入の上、
受験料
（カード払い不可）
を添えて直接アンスティ
チュ・フランセ東京の受付にてお申し込み下さ
い。

補足試験：筆記表現力試験・
口頭表現力試験................ ¥12,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

2018年度の出願締切は9月30日までです。たくさんのご応募をお待ちしております。

DUFLE (Diplôme universitaire de français langue étrangère)
日本あるいは国外でフランス語教師になりたい？アンス
ティチュ・フランセ東京の DUFLEフランス語教師養成
講座なら実現可能です。国内外で評価されているフラ

http://www.institutfrancais.jp/apprendre/dufle/

フランス語教師養成講座

Devenir enseignant de français au Japon et à l’international,
c'est possible, grâce à l’Institut français du Japon - Tokyo
avec le DUFLE. Réputée au Japon et à l’étranger, cette
formation en partenariat avec l’Université du Maine, est
reconnue de qualité autant comme
formation initiale que formation continue.
http://www.institutfrancais.jp/fr/apprendre/dufle/
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フランス語学留学サポート
OFFRE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES

厳選した語学学校・コースの提案から、受講登録手続、
住居手配申込など、日本出発までの個別フォロー
別途申込金なしの、アンスティチュ・フランセ会員向け
サービス（初回のご相談はどなたでもご利用いただけます！）
長期語学留学手続申込者に、学生ビザ申請準備に役立つ
情報提供

フランス語学留学サポート東京（アンスティチュ・フランセ東京1階受付そば）

《カウンセリング受付時間（予約制）》

火曜日
：14：00〜18：00
水曜日〜 金曜日：1 1：00〜19：00
土曜日
：1 1：00〜18：00

automne2017̲A6̲4CIMP.pdf
1 H.29/07/27 17:57
（日・月曜日、及び祝日は休業日です）

Tel : 03-5206-2516（直通）

email : tokyo.enfrance@institutfrancais.jp

まずはホームページからカウンセリングのご予約を！

www.institutfrancais.jp/tokyo/enfrance/osl/

秋から！

来年の留学準備はこの
留学のための情報を集めよう！

Campus France - フランス政府留学局・日本支局は、この秋も各大学での留学

フェアへ出展します。フェアの参加予定などはホームページに掲載されています。

その他にも、ホームページや SNS を通してフランス留学に関する総合的な情

報提供をしています。また、ホームページ内には 33.000 を超えるプログラム

の中から学びたいコースを探していただける検索エンジンも設けています。

11 月 15 日、国立大学へのオンライン応募申請スタート！
フランスの国立大学正規課程へ進学を希望する方は、Campus France の

サイトからオンラインにて応募申請をする必要があります。このオンライン申

請の手続きに関しての説明会を 12 月に東京・京都・福岡にて開催いたしま

す。フランスの大学へ進学したい、修士号をフランスで取りたいみなさん、
ぜひご参加ください！ それぞれの課程の申請期日については HP から

© getty image

→www.japon.campusfrance.org

Campus France - フランス政府留学局・日本支局
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！

www.japon.campusfrance.org

秋学期の主な文化イベント
Principaux événements culturels

8月30日（水）−10月 22日（日）

10月20日（金）−22日（日）

Cirque contemporain：Il n’est pas encore minuit...
de la Compagnie XY

Documentaires français d’hier et d’aujourd’hui
特集上映：フランス・ドキュメンタリー映画の遺産と現在

エスパス・イマージュ

コンテンポラリー・サーカス公演 カンパニー XY『夜はこれから』

各回 一般 1,200 円、学生 800 円、会員 500 円

アンスティチュ・フランセ日本 映画プログラム オフィシャル・パートナー：CNC、笹川日仏財団、
TV5 MONDE

世田谷パブリックシアター

映画『Swagger』（2016）

9月30日（土）−10月1日（日）

© Christophe Raynaud de Lage

1 1月4日（土）−5日（日）

Centenaire Jean-Pierre Melville projections / table ronde

Journées du goût 2017 “French it yourself”

ジャン＝ピエール・メルヴィル生誕 100 年 関連上映 / 国際シンポジウム

第 9 回『美食の祭典』- フレンチなおうちごはん

エスパス・イマージュ

マルシェや、
ワインやチーズのワークショップ、
クッキングショーなど、
フランスらしい美食を楽しめるお祭りです。

中庭＆テラス

大人 4,000 円、その他割引あり

主催：公益財団法人せたがや文化財団

一般 1,200 円、学生 800 円、会員 500 円

共催：日本映画大学、協力：東京国際映画祭、東京国立近代美術館フィルムセンター

入場無料 / 飲食有料

アンスティチュ・フランセ日本 映画プログラム オフィシャル・パートナー：CNC、笹川日仏財団、
TV5 MONDE

10月4日（水）−11日（水）

1 1月20日（月） 午後

雑誌「LAGON」アーティスト展

社会のための取組をどうビジネスにするのか？

Exposition collective des artistes de la revue LAGON
ギャラリー

討論会＆ネットワーキング

L’entreprenariat social : nouveau champ de l’innovation ?

無料

Inpact Hub Tokyo 東京都目黒区目黒 2-11-3

協力：THE TOKYO ART BOOK FAIR 2017

討論会 / 入場無料、ネットワーキング / 有料
オフィシャル・パートナー：ヴェオリア･ジャパン株式会社
© DR

10 5
月

©DR

日
（木） 18：00-20：00

Débat d’idées : Les femmes, moteurs du changement
dans le monde du travail ?

Suivez-nous

討論会：新しい働き方に向けて：女性は変革の鍵？
上智大学 2号館 17階 国際会議室

要事前登録：http：//www.institutfrancais.jp/femmes-travail/

共催：上智大学 オフィシャル・パートナー：ヴェオリア・ジャパン株式会社
© Fotolia

10月1 1日（水） 19：00

IFJTokyo

Le Labo vol.17：rencontre avec l’architecte François Roche

メールマガジン /
Lettre d’information

日仏対談シリーズ「ル・ラボ」vol.17：建築家フランソワ・ロッシュを迎えて
エスパス・イマージュ

最新イベント情報をチェック！

institut_tokyo

一般 1,000 円、学生・会員 無料

© DR
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Focus 注目イベント
10月26日（木）−1 1月4日（土）

Festival Feuilles d’automne 2017
文学とBDの祭典『読書の秋 2017』
エスパス・イマージュ、日仏会館、その他
入場無料
今年で10 周年を迎える、フランス語圏の文学とBD（仏版マンガ）
の
祭典『読書の秋』へは、アンスティチュ・フランセの学生の方だけ
でなく、全ての方がご参加いただけます。今年はフランスからブ
ノワ・ペータース、オリヴィエ・ブルドー、ゼイナ・アビラシェッ
ドなどの招聘作家とBD 作家を迎え、講演会、著名な日本人作家と
のディスカッション、音楽、ライブ・ペインティング&コンサー
トなど、様々なイベントが予定されています。
Que vous soyez ou non étudiants à l’Institut français, vous
êtes tous les bienvenus au festival Feuilles d’automne, qui fête
cette année son 10e anniversaire avec les auteurs français
de littérature et de bande dessinée : Benoît Peeters, Olivier
Bourdeaut, Zeina Abirached... Conférences, rencontres avec des
auteurs japonais majeurs, mais aussi films, musique, concert
dessinés sont au programme. Plus que jamais la littérature est
au croisement de tous les arts !

Le Monde de Milo © Dargaud
En attendant Bojangles © Editions Finitude
Revoir Paris © Casterman
Le Piano Oriental © Casterman

主催：アンスティチュ・フランセ日本

Cycle Jacques Prévert

ジャック・プレヴェール月間

作家、詩人、映画の脚本家、作詞家として活躍したジャック・プレヴェールの没
後40年を記念したイベントを開催します。あわせて、フランス語講座
「ジャック・
プレヴェールの魅力発見」
（p.38）
もご確認ください。
10月13日
（金）
−1 1月12日
（日）
Exposition : “les collages de Jacques Prévert”
ジャック・プレヴェール コラージュ作品展 ギャラリー 無料
10月21日
（土）
Conférence : “De la colle et des ciseaux - Prévert collagiste”, Marianne Simon-Oikawa
講演会
『糊と鋏 – 貼り絵師プレヴェール』
（講師 マリアンヌ・シモン＝及川） メディアテーク 無料
10月19日
（木）
、
11月9日
（木）
Projections : “Les portes de la nuit”, “Jenny” de Marcel Carné / Jacques Prévert（texte）
映画『枯葉−夜の門』『
/ ジェニーの家』*日本語字幕付き エスパス・イマージュ 無料
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メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

ラ
・ブラスリー
LA BRASSERIE

様々な分野の書籍、雑誌、バンド・デシネ、CD、DVD など、
豊富な所蔵資料によって今日のフランスに出会える場所、

「メディアテーク」
。どなたでも無料で閲覧・視聴すること
ができます。フランス語学習者の皆様のために語学力レベ

ルに応じて資料をセレクトしたコーナー、「学習者の本棚」

も是非ご活用ください。また、フランス語圏の作家を招い

て開催する文章やイラストのワークショップなどを通じて、

フランス文化の一端をお楽しみください。

■開室時間

■メディアテークメンバー 年会費：3,500 円

火曜日〜金曜日 12：00 〜 20：00

●

土曜日

10：00 〜 19：00

日曜日

10：00 〜 18：00

●

●

■営業時間

貸出、デジタル図書館等のサービスがご利用いただけます。
アンスティチュ・フランセ東京の通学受講生または会員の方は、
自動的にメディアテークメンバーとなります。
恵比寿の日仏会館図書室の資料貸出も可能な共通会員制度です。

都心にありながら、豊かな緑に囲まれたフレンチ・レス
トラン〈ラ・ブラスリー〉。パリのブラスリーをイメージ
した心地よい店内と、爽やかな風が吹き抜ける木製テ
ラスが魅力です。これぞフランスとも言える美味しい料
理を、お手頃な料金でお楽しみください。

『日本語で読むフランス』コーナーが新着本で更に充実！
係の本棚『日本コーナー』と合わせてご利用ください。

アンスティチュ・フランセ東京で開催されているイベントに関連したテーマの資料
ワインセミナー＆ディナー
Dîners thématiques
9月22日
（金）

話題の新刊の電子貸出、ストリーミングによる音楽配信、フランスからの最

新ニュースを提供する新聞・雑誌、語学学習教材など、7 万点以上の資料へ
オンラインでアクセス ! アンスティチュ・フランセ日本およびメディアテークメン
バ−は、会員登録中全てのサービスを利用することができます。

ツール・ド・フランス 5種のスパークリングワイン！
Le Tour de France, 5 différents vins mousseux !

10月27日
（金）

ブルゴーニュ地方のワイン
Les crus de Bourgogne

スペシャル・ディナー
Dîners spéciaux
11月16日
（木）

ボジョレー・ヌーボー ミュージックナイト
Soirée Beaujolais Nouveaux
会員 8,000円

12月15日
（金）

一般 8,500円

シャンパンMumm の年末パーティー
Soirée de fin d'année – Champagne Mumm!
会員 10,000円

11月24日
（金）

一般 10,500円

12月22日
（金）
〜24（日）

ボルドー地方のワイン

クリスマス特別メニュー

Les crus du Bordeaux

Menu spécial Noël

￥10,000（飲み物なし）
各回 19：00〜 会員 8,500円 一般 9,000円

お問い合わせ：☎ 03-5206-2560
tokyo.mediatheque@institutfrancais.jp

●

月曜日、祝日休業／日曜日はラン
チのみ営業

ブライダル、各種会合、
パーティー
での貸切も承っております

Dîner（mardi - samedi）
18h00 - 21h00（D.C.）
¥ 3.950 〜 ¥ 6.000
● Fermée le lundi, le dimanche
soir et les jours fériés
● Locations pour réceptions,
cocktails, buffets et mariages

『メディアテークのセレクション』

デジタル図書館 CULTURETHÈQUE 学習やゲームのコンテンツが多彩に！

●

Déjeuner（mardi - dimanche）
11h45 - 14h30（D.C.）
¥ 1.000（en semaine uniquement）
〜 ¥ 2.900

て書かれた日本語の本の新着本が入りました。フランス語で出版された日本関

を、蔵書の中から毎月紹介しています。ぜひご利用ください。

ディナー（火〜土）
18：00−21：00（L.O.）
3,950 円〜 6,000 円

■Horaires d'ouverture

メディアテークの蔵書に、フランス語で出版された本の邦訳書、フランスについ

【テーマ】10 月ジャック・プレヴェール / 11 月『読書の秋』/ 12 月文学賞

ランチ（火〜日）
11：45−14：30（L.O.）
1,000 円
（平日のみ）
〜 2,900 円

各回 19:00〜

フランスワイン・サロン

Dégustation et connaissance des vins français
10月15日
（日）

ブルゴーニュ〈シャルドネ〉
Bourgogne (Chardonnay)

11月19日
（日）

コート・デュ・ローヌ〈シラー＆グルナッシュ〉
Côte du Rhône (Syrah & Grenache )

12月17日
（日）

ボルドー〈カベルネ＆メルロー〉
Bordeaux (Cabernet & Merlot)

各回 16：00〜17：30 / 前半45分 解説＋後半45分 試飲
会員 6,500円 一般 7,000円

ご予約・お問い合わせ ☎ 03-5206-2741
Renseignements et réservations

受講に関する規定・規則
受講資格
授業のご登録は、16歳以上が対象です。お子様向けのクラスについては、4 〜 15歳までが対象となります。
●

● ご登録に際しての注意事項
― ご登録は申込順です。クラスは固定制・定員制で、満席になり次第締め切らせていただきます。ご希望クラスが満席の場合、キャンセル待ちの
システムがありますので、受付窓口へお申し出ください。
― 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。学期開始第一週目は聴講システムがあります。登録する前に1クラスにつき
1000円で聴講が可能で、聴講したクラスに申し込まれる場合は受講料の一部とみなします。聴講はお一人様3クラスまで、またクラスの定員
に余裕がある場合に限ります。聴講料は返金できません。
― クラス変更は学期開始第一週に限り、一度だけお受けします。ただし、差額の返金はできません。
● クラスの中止および受講継続不可能な場合
― 授業開始後、申込人数が規定に満たないクラスあるいは授業当日に申込がない場合は中止される場合があります。申し込まれていた方には
相応しいクラスをご案内いたします。変更するクラスがない場合は返金します。
― 当該学期にご本人の病気、転勤の理由で受講できなくなった場合は、医師の診断書や勤務先の辞令などの公的な書類を提出していただけれ
ば、他学期への振替が可能です。その場合は、当館の全ての講座（アトリエは除く）
に振替が可能です。学期振替の有効期限は当該学期から
4学期中の1学期のみとなります。ただし、差額が発生しても差額分は返金できません。
なお、いずれの場合も手続に10%の事務手数料を申し受けます。ただし、年会費の返金はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。
また、学期開始から5週間を経過後の返金、振替は理由のいかんを問わずお受けできません。
● 代講および休講
やむを得ない事情により担当教師による授業が不可能な場合は、代講または休講となります。休講の場合は、原則として学期内または学期終了
後1週間以内に補講を行いますが、補講を欠席されても補講回数分の受講料の返金、授業振替制度のご利用はできません。
● 使用教科書
教科書や書籍を使用するクラスについては、別途教科書代が必要となります。
● その他
教師や他の受講者、スタッフに迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがあります。

ポイントサービスについての規定
― 2つ目のクラスの割引は、同一学期に1つ目のクラスを通常通りにご登録後、2つ目のクラスを登録なさる場合の割引サービスです。ポイント
サービスを利用して登録したクラスのポイントは付与されません。
― 2つ目の割引クラスは、すべてのクラスが対象ですが、1つ目の受講料を超えないクラスを対象とします。また、年会費の発生しないクラスおよ
びプライベートレッスンは割引サービスの対象外です。
― 年会費の発生しないクラス
（特別短期集中講座、プレミアムパック、アトリエなど）
、割引サービスをご利用され登録したクラスにはポイントは
付与されません。
― プライベートレッスンは、10回分（10時間）
を現金一括でご購入の場合のみ、1ポイントが付与されます。
― 3ポイントを使用しての「ル・カフェ」
でのご注文は、コーヒーまたは紅茶＋クロワッサンまたはパンオショコラとなります。
― ポイントサービスはご本人のみ有効で、他人への譲渡・貸与・換金は出来ません。ご登録時、ポイントカードをご持参いただけない場合はポイン
トは差し上げられません。
― ポイントカード紛失の際の再発行は出来ません。

アンスティチュ・フランセ東京

Institut français du Japon –Tokyo

〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町15
15 Ichigaya-funagawara-machi Shinjuku-ku Tokyo 162-8415

www.institutfrancais.jp/tokyo/

メールマガジン
のご登録

IFJTokyo
institut_tokyo
institut_tokyo
開館時間［受付］Horaires dʼouverture
月曜日 lundi
12h00~19h30
火〜金曜日 mardi– vendredi
9h30~19h30
土曜日 samedi
9h30~19h00
日曜日 dimanche
9h30~18h00
祝日 jours fériés
閉館 fermé
問い合わせ Renseignements

総合受付/フランス語講座 通学コース
Tel : 03-5206-2500
Fax : 03-5206-2501
Email : tokyo@institutfrancais.jp

フランス語講座 通信・オンラインコース
（直通）
Tel : 03-5206-2860
Fax : 03-5206-2861
Email : tsushin@institutfrancais.jp

授業振替制度についての規定

アクセス Accès

手続き開始日およびご利用期間：学期開始第1週目〜当該学期10週目まで
ご予約方法：振替希望日の2日前までに、受付窓口またはお電話
（03-5206-2500）
でお申し込みください。お申し込み時に、ご希望の振替ク
ラス（満席のクラスは除く）
と日にちをお知らせください。受付時間は17時までとなります。
― 振替日当日の授業前に、受付にて
「振替許可証」
をお受け取り下さい。
― 振替希望日当日、前日のご予約はお受けできません。
― ご予約は、受付窓口、お電話のみとなり、メール、ファックスなどでのご予約は一切お受けできません。また、満席のクラスへの振替はお受け
できません。
― 一度予約されたクラスは変更、キャンセルはできません。
― 特別短期集中講座など、年会費の発生しないクラスは授業振替制度はありません。
― 授業の補講および休講欠席分の振替はお受けできません。
― 振替クラスは、ご登録クラスの授業内容と合致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
― 2017年春学期より、振替制度の利用に回数制限はなくなりました。但し、制度の濫用が認められた場合は、ご利用をお断りすることがあります。
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■ JR飯田橋駅西口より徒歩7分
（総武線）
JR : sortie ouest ligne Sôbu

駐車場はございませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用下さい。

■ 東京メトロ飯田橋駅B3、
B2A出口より徒歩7分
（有楽町線、
南北線、
東西線、
都営地下鉄大
江戸線）
métro : station lidabashi, sortie B3 ou B2A
(lignes Yûrakucho, Namboku, Tôzai, Ôedo)

