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1アンスティチュ・フランセ東京

Cet hiver à l'Institut sera riche en événements culturels, en prolongement de 
notre très riche offre de cours de français. 
Nous vous attendons nombreux pour participer activement à la 2ème édition 
de la Nuit de la Lecture le samedi 19 janvier, suite au succès de la première 
édition. De fin février à fin mars, la 8ème édition de Digital Choc, notre festival 
d'arts numériques, sera axé sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Sans 
oublier le Rendez-vous du cinéma français avec une sélection des meilleurs films 
français récents, l’atelier tourisme en Nouvelle Calédonie à la médiathèque ou 
encore le lancement du Café Philo.  
Et si vous souhaitez améliorer rapidement votre niveau de français, ne ratez pas le Premium pack 
et ses 10 semaines de cours intensifs.  
Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un très bel hiver. Xavier Guérard

 Directeur de l’Institut français du Japon – Tokyo

アンスティチュ・フランセ東京はこの冬も、豊富な文化イベントとバラエティーに富んだフランス語講座を皆さ
まへお届けいたします。
成功を収めた第1回に引き続き、1月19日（土曜日）には、第2回「読書の夕べ」を開催いたします。奮ってご参加く
ださい！ 2月下旬から3月下旬までの期間は、ARやVR等の新しいテクノロジー・ツールをテーマに、メディア
アートのフェスティバル第8回「デジタル・ショック」を開催いたします。さらに、最新の選りすぐりのフランス
映画をご紹介する「フランス映画の現在 ～映画批評家週間～」や、メディアテークで行うワークショップ「街歩
き-ニューカレドニア」、そして新企画「哲学カフェ」もお忘れなく！
また、フランス語を早く上達させたい初心者の皆さまに、10週間の集中講座「プレミアムパック」をお薦めして
おります。是非ご検討ください。
皆さまにとって素敵な冬となりますよう、アンスティチュ・フランセ東京のスタッフ一同願っています。 

アンスティチュ・フランセ東京
館長   グザヴィエ・ゲラール
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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！

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、DFPも実施しています。

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。

1
2

フランス政府公式機関

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。

文化イベント

質の高い教師陣と多彩な講座プログラム

3

アンスティチュ・フランセ東京を選ぶ3つの理由



2019年冬学期説明会
– フレンチオープンデー2019
2018年12月15日（土）  17：00～
冬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
ションを行ないます。是非、ご参加ください！詳細は近日発表。

定評あるこの講座は、10週間でA1レベルを習得。コ
ミュニケーション、文化、文法、フランス語の理解力
を集中的に身につけます。まさしくプレミアムな当講
座でフランス語学習のスタートを切りましょう！
　 12ページ

一般対象特別短期集中講座
フランス語初心者を対象とした短期集中講座。1学期分の超入門の授業を5日間
で学習します。短い期間を最大限利用して次のレベルにステップアップ！
 　10ページ

アンスティチュ・フランセ日本ならではの特別研修プロ
グラム。8日間で素早いスキルアップを目指す「日本でフ
ランス留学」。フランスの大学に留学予定の学生を対
象とした4日間の実践的な「フランス留学準備研修」。
様 な々アクティビティを通して、大学・大学院生、専門
学校生のニーズに合わせたフランス語を学びます。
　 1 1ページ

ビジネスフランス語
2020年東京オリンピックを目前に控え、またフランス語圏諸国の発展もあり、観
光、飲食業、商社、企業などでますますフランス語で仕事をする機会が増えていく
でしょう。この機会に是非フランス語をレベルアップさせま しょう！
 　22~23ページ

F
o c

u s

冬学期のおすすめ冬学期のおすすめ

超速習フランス語講座
「プレミアムパック」

学生のための
フランス語短期講座

3アンスティチュ・フランセ東京
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時間数 受講料

25時間 ￥43,750

30時間 ￥50,900

40時間 ￥64,300

年会費（4学期間有効、更新制）

一般 ¥8,000

学生 ¥6,000（学生証要提示）

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。
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。

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。

時間数 受講料

10時間 ￥1 9,500

15時間 ￥27,000

20時間 ￥35,000

通学講座 受講料

登録受付期間

登録受付

年内受付
在校生 2018年12月  2日（日）～12月22日（土）
新入生 2018年12月15日（土）～12月22日（土）

新年受付 2019年   1月  4日（金）～  1 月12日（土）

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はございませんが、振替制度をご
利用いただけます。
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。

受付執務時間

月曜日 ：12h00 ～ 19 h30
火～金曜日：   9h30 ～ 19 h30
土曜日 ：   9h30～ 19 h00
日曜日 ：   9h30 ～ 18 h00

ご登録、ご相談は執務終了30分前迄にお越し下さい。

2019年 冬学期

2019年 1月6日（日）～ 3月16日（土）
1月14日（月・祝）、2月11日（月・祝）は授業を行います。
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。

2019年 春学期日程

2019年春学期 2019年3月30日（土）～6月17日（月）

登録受付期間
VIP先行受付 ：3月 7日（木）
在校生 ：3月 8日（金）～4月5日（金）
新入生 ：3月23日（土）～4月5日（金）

授業のない日 6月1日（土）、6月2日（日）は授業がありません。

休館日 4月29日（月・祝）～5月6日（月・祝）

受講に関する規定・規則は 52ページをご覧下さい。

受講手続と受講料
Inscriptions et tarifs
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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
●当館受講生はDELF・DALF、TCFの受験料が1000円割引
●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
●フランス語学留学サポートのご利用
●  ラ・ブラスリーにて受講生メニュー（Menu étudiant）のご利用、
その他のランチコースメニューのみ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。）
●当館主催の映画、ライブなどの入場料の割引

ポイントサービス  CARTE DE FIDÉLITÉ

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。
★ 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。
★ 5ポイント使用で2つ目のクラスが20％引き。
★ 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 12月 1日（土）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

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。特別短期集中講座、プライベートレッスン、年会費の
発生しないクラスは割引の対象にはなりません。

ポイントサービス、授業振替制度等の規定・規定は 52ページをご覧下さい。

5%
OFF
5%
OFF

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。

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/

授業振替制度    RATTRAPAGE

ネットサービス    NET SERVICE

サービス
Avantages

冬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付箋を
プレゼント！
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A1 / A1+ DÉBUTANT ET FAUX DÉBUTANT

超入門・入門 
仏検 3級

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。

A2 ÉLÉMENTAIRE 

初級
仏検準 2級

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。

B1 INTERMÉDIAIRE

中級
仏検 2級

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。

B2 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
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。

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。

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。 

登録
アンスティチュ・
フランセ東京へ！

目的・興味とレベル
からクラスを選ぶ！

初心者　印のクラス
を選ぶ！

教師と
面接

オンライン・
レベルチェック

少しでも習った
ことがある

フランス語が
初めての方

レベ
ルチ
ェック

と
面接

クラスの選択
Comment choisir ma classe
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Mme BERDER-TOMOTSUGU Agathe
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

M. BERTHET Didier
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

Mme CAILLAUD Marion 
DAEFLE（アリアンス・フランセーズ）、マーケティング
＆コミュニケーションマスター 2（ボルドー第4大学）、
DELF-DALF Primo

M. CAJOT Kévin
DUFLE、日本学マスター 1（ストラスブール大学）、製
パンCAP（INBP）、学習院大学講師、専門：製パン
用語

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 COUDÈNE Cécilia
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

M. DELEMAZURE Raoul 
現代文学アグレジェ（高等教育教授資格）、
文学博士（パリ第7大学）

M. DELMAIRE Gilles
FLEマスター 1（パリ第3大学）、上智大学講師、
DELF-DALF

M. DE SOLA Thomas
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. DESPREZ Michaël 
高等師範学校卒、文学博士、上智大学准教
授

Mme DOMERCQ Agnès 
マーケティングマスター（ESLSCA）、FLEマス
ター 1（グルノーブル第3大学）

Mme DUPEYRON Martine
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

M. DUPUY Jean-Gabriel
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 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

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　フランスの大学のFLE（外国
語としてのフランス語教授法）リサンス（学士）資格

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。
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

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。

教師紹介
Équipe enseignante
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Mme FONDECAVE Audrey 
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 

Mme FRENEHARD Gaëlle
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

Mme FUKUZAKI Yûko 
上智大学教授、会議通訳者、翻訳家 

Mme GRÄBLE Linda 
DUFLE、仏・英・独 翻訳・通訳マスター（ビ
ジネス、異文化コミュニケーション）

M. GROISARD Jocelyn
首都大学東京准教授 

Mme HEURÉ Peggy
FLEマスター 2（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

M. HORI Shigeki 
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）

M. IGARASHI Kantaro
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、DELF-DALF

Mme ISHIZAWA Kiri 
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

M. JAFFRÉDO Sébastien
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、DELF-
DALF +、通信・オンライン講座主任

M. KATAYAMA Mikio 
フランス文学・比較文学DEAマスター 2（パリ第 10
大学）、早稲田大学・武蔵大学講師、フランス文学、
演劇学、FLE、ラテン語

Mme KAWAI Emi 
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

M. KOISHI Satoru
獨協大学教授、フランス語学・フランス語教
授法専門家

Mme KUBOKI Eiko 
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

M. LAVIGNASSE Christophe
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

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

Mme LEMAITRE Catherine 
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

M. LEMOINE Fabien
言語教育学マスター 1（INALCO）、女子美術
大学講師、空手教師

M. LETT François-Xavier
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

M. LEYMARIE Pierre
FLEマスター 2（INALCO）、DELF-DALF、
日仏バイリンガル

M. MABILLOT Jean-François
DUFLE（ルマン大学）、DELF-DALF 

Mme MANNECHET Florine
言語文化教育学マスター 2、日本語学士 
（INALCO）、大東文化大学講師

Mme NAKAMURA Hiromi
DUFLE、絵本作家、翻訳家、DELF-DALF、
専門：子どものためのクラス

M. PASCAL Dominique
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
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M. PELISSERO Christian
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

Mme PICHARD Astrid 
ストラスブール大学日本語学科卒、国内旅程
管理責任者、全国通訳案内士、専門：観光
ガイド
M. PIQUET Benoît
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

M. PIRIOU Vincent
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

M. PLAIN Coelien
FLEマスター 2（グルノーブル大学）、共立女
子大学非常勤講師、DELF-DALF、TCF

Mme PONSY Marion 
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）、DELF-DALF、TCF

M. RAMON Antoine
FLEマスター 1（グルノーブル第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、
上智大学、大東文化大学講師、DELF-DALF、TCF

M. RIVEAU Cédric
教員養成マスター 2（パリ第3大学）、DELF-
DALF、学習院大学講師、立教大学講師、写真家 

M. ROCHET Benjamin
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） 

M. ROUSSEL François
日本研究マスター2、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 ROUSSEL Hitomi-Ryuka 
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

M. SHIBATA Kôtaro
DUFLE（ニース大学） 

Mme SUBLIME
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

Mme TAKASE Tomoko
舞台芸術マスター 1（パリ第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、DELF-
DALF

M. TANAKA Yoshihide
獨協大学教授、フランス語学博士

Mme TOKIWA Ryoko
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 URSCHEL Nathalie 
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 

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、DELF-

DALF、TCF
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A1
超入門 一般対象特別短期集中講座    年 会 費 不 要

P a s  d ’ a d h é s i o nStages intensifs - Intensive Pack 

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を対象とした短期集中講座。この講座の
最大の特長は、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。
期間 ： 2018年12月期　2018年12月10日（月）～ 12月14日（金）　締切：2018年12月6日（木）まで。

1 N0ST 集中講座（超入門）/ Interactions 1 0-4 月～金 10:00-12:50, 
14:00-16:50 30h ￥52,500♥

期間 ： 2019年3月期　2019年3月25日（月）～3月29日（金）　締切：2019年3月20日（水）まで。

1 N0ST 集中講座（超入門）/ Interactions 1 0-4 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。

特別講座
Cours speciaux  

A2
初  級 フランス・エクスプレス2  年 会 費 不 要

P a s  d ’ a d h é s i o nFrance Express 2

フランスへ旅行したことがあり、多少会話はできるけど、もう少し色々な場面で使えるようになりたい！とい
う方にお勧めします。様々なシチュエーションを設定し、よく使われる表現を学び実践するクラスです。こんな
時にどうしたらいい？フランス人ともっと気軽に話ができるよう、自信をつけていきましょう！5名以上で開
講。聴講はお受けできません。
開講予定日： 初級レベル：2018年12月16日（日）、2019年2月3日（日）、3月10日（日） 
受付締切 :  開講日前の日曜日まで。

0N0FEb フランス・エクスプレス2 M. PASCAL 日 10:00-12:50, 
14:00-16:50 6h ￥15,900

フランス・エクスプレス1   年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o nFrance Express 1

フランス語の初歩を日曜日1日単発6時間の授業で速習で学べます。フランスに旅行に出かけたときに少しだけ
でもフランス語を話してみたい！という方にお勧めです。フランス語の発音の基礎から始め、基本の挨拶、便利
な言葉や表現などを学び、授業の終わりには簡単なシチュエーションで会話ができるようになります！5名以
上で開講。聴講はお受けできません。
開講予定日：入門レベル：2018年12月2日（日）、2019年1月20日（日）、3月3日（日） 
受付締切 :  開講日前の日曜日まで。

A1
超入門

0N0FEa フランス・エクスプレス 1 M. PASCAL 日 10:00-12:50, 
14:00-16:50 6h ￥15,900♥

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。
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特
別
講
座

  C
ours speciaux 

日本でフランス留学  年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o nImmersion France - Cours intensif

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
期間  ： 2019 年3月12日（火）～3月22日（金）
 8日間 合計48時間　10:30～ 18:15
 3月16日（土）、1 7日（日）、21日（木・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 ： 3月5日（火）まで
レベル分けテスト： 3月7日（木） 1 1：00~13：00

受講料 ： 84,000 円

1 U0ST 日本でフランス留学  Immersion France 10:30-18: 15 48h ￥84,000

A2
初  級

A1+
入  門

B1
中  級

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/  

大学生、大学院生、短大生、専門学校生対象

B1
中  級

～

B1
中  級

～ フランス留学準備研修  年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o nRéussir vos études en France !

留学のスムーズなスタートを切るために
2019年3月期：2019年3月26日（火）～3月29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： 3月19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！　

2U0ST フランス留学準備研修  On part en France ! 10:30-15:30 16h ￥28,000

大学生、大学院生、短大生、専門学校生対象
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A1   超入門・入門
アンテラクション　Interactions 1 et 2
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。
● Interactions 1 （超入門） ：  自己紹介、好み、生活環境、アクティビティ（レジャー、観光）、習

慣、外出などをテーマとした筆記・口頭でのコミュニケーションを学
びます。

● Interactions 2（入門） ：  家族、日常生活のリズム、買い物（衣料、食べ物）、健康、観光とヴァ
カンス（道順、観光情報、 アクティビティ）などをテーマとした筆記・
口頭でのコミュニケーションを学びます。

総合フランス語
Français général 

速習フランス語   プレミアムパック 年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o n   

10週間で
A1レベル修了！Premium Pack 

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。　 　　　　　　   

レベルアップをお約束
● 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！
● 15年以上続く実績ある講座
● 120時間：フランス語の基礎を習得＋15時間：フランス文化
● 特別にチームを組んだ4人の教師陣
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。試験日は指定日のみで、試験日程の変更
はお受けできません。

●  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。）
使用教科書：Interactions 1、2 （アンテラクション1、2）
1月8日（火）よりスタートします。

1 G0IN プレミアムパック
Mme HEURÉ,  

M. LAVIGNASSE,  
M. ROCHET,  

Mme TOKIWA

火・
水・
金

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。

TCFを受験した受講生の
大多数がA2レベルを取得！

A1+
入  門

A1
超入門
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総
合
フ
ラ
ン
ス
語

  Français général 

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に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。

A1+
入  門

A1
超入門 スピードフレンチ 

Le français rapide 
Learn  basic French quickly !

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。
● 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。アンテラクション1の1-6課を学習します。
●  スピードフレンチ2の 1G3SF2は、アンテラクション1の7-12課を学習します。
 1G3EN2は、アンテラクション1の9-12課とアンテラクション2 の1-4課を学習します。
● スピードフレンチ3は、アンテラクション2の5-12課を学習します。
使用教科書： スピードフレンチ 1  ：  1G3SF1a, 1b :  Interactions 1 （アンテラクション1）
 スピードフレンチ2 ：  1G3SF2  :  Interactions 1（アンテラクション1）
  1G3EN2  :  Interactions 1、2 （アンテラクション1、2）
 スピードフレンチ3 ：  1G3EN3  :  Interactions 2 （アンテラクション2）　

1 G3SF1 a スピードフレンチ 1 M. LEMOINE 土 10:00-12:50 30h ￥50,900

1 G3SF1 b スピードフレンチ 1 M. RAMON 日 10:00-12:50 30h ￥50,900

♥

♥

1 G3SF2 スピードフレンチ2 Mme HEURÉ 木 10:00-12:50 30h ￥50,900

1 G3EN2 スピードフレンチ2 Mme PONSY 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

1 G3EN3 スピードフレンチ3 M. CAJOT 日 13:30-16:20 30h ￥50,900

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。

A1
超入門

♥ 1 G3IN1 Interactions 1 0-4 M. PELISSERO 金 13:30-16:20 30h ￥50,900

1 G3IN2 Interactions 1 5-8 M. ROCHET 火 18:30-21 :20 30h ￥50,900

1 G3IN3a
Interactions 1 9-12

Mme MANNECHET 水 18:30-21 :20 30h ￥50,900

1 G3IN3b Mme NAKAMURA 金 10:00-12:50 30h ￥50,900

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。

アンテラクション1  –  スタンダードコース  超入門 
Interactions 1
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1 G3IN4a
Interactions 2 1 -4

M. CAJOT 火 13:30-16:20 30h ￥50,900

1 G3IN4b M. RAMON 土 10:00-12:50 30h ￥50,900

1 G3IN6a

Interactions 2 9-12

M. RIVEAU 水 13:30-16:20 30h ￥50,900

1 G3IN6b M. PELISSERO 木 18:30-21 :20 30h ￥50,900

1 G3IN6c Mme LE CALVÉ 土 10:00-12:50 30h ￥50,900

1 G3IN5 Interactions 2 5-8 Mme CAILLAUD 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

アンテラクション2 –  スタンダードコース  入門     
Interactions 2

A1+
入  門

のんびり学ぶフランス語  入門    
Le français, doucement grand débutant

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2学期目です。

A1
超入門

1 G2FD1 のんびり学ぶフランス語  入門 Mme TOKIWA,  
M. LEYMARIE 金 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

Interactions 2を使ってのんびり学ぶフランス語     
Le français, doucement débutant avec le manuel Interactions 2

A1レベルのフランス語の基礎固めをしたい方にぴったりのクラスです。週2時間のペースで、今学期は1-4課
を学習予定です。進度は生徒さんの様子を見ながら調整します。授業はフランス語で行いますが、必要に応じて
日本語で説明・アドバイスすることもあります。
使用教科書：Interactions 2 （アンテラクション2）

A1+
入  門

1 G2FD2 Interactions 2を使ってのんびり学ぶ 
フランス語

M. LEYMARIE, 
Mme TOKIWA 金 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000
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総
合
フ
ラ
ン
ス
語

  Français général 

A2   初級
アンテラクション　Interactions 3
アンテラクション 3を用いて、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こと、自分の経歴、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こと、過去の経験や将来につい
て語ることを目指します。
● Interactions 3 （初級） ：  経歴、目標、思い出、メディア、仕事、フランス語圏の

人々とのコミュニケーション（印象、疑問や確信、意図を
伝える）などをテーマとした筆記・口頭でのコミュニケー
ションを学びます。

A2
初  級 スピードフレンチ ＋    

Le français rapide +, le français élémentaire en accéléré !   

スピードフレンチ＋は、4学期で初級を習得します。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。
● 2G3SF1a、1bは、アンテラクション3の1-6課程度を学習する予定です。
● 2G3SF2は、アンテラクション3の7-12課程度を学習する予定です。
● 2G3SF3は、アンテラクション3の13-18課程度を学習する予定です。
使用教科書： Interactions 3 （アンテラクション3）

2G3SF1 a スピードフレンチ+ M. LEMOINE 土 16:30-19:20 30h ￥50,900

2G3SF1 b スピードフレンチ+ M. RAMON 日 13:30-16:20 30h ￥50,900

2G3SF2 スピードフレンチ+ M. LAVIGNASSE 日 10:00-12:50 30h ￥50,900

2G3SF3 スピードフレンチ+ M. PIQUET 土 16:30-19:20 30h ￥50,900

A2
初  級 アンテラクション3  –  スタンダードコース  初級 

Interactions 3

2G3IN6a

Interactions 3 21 -24

M. LAVIGNASSE 火 18:30-21 :20 30h ￥50,900

2G3IN6b Mme LEMAITRE 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

2G3IN6c M. PLAIN 日 10:00-12:50 30h ￥50,900

2G3IN1 a

Interactions 3 1 -4

M. BERTHET 土 10:00-12:50 30h ￥50,900

2G3IN1 b Mme MANNECHET 土 16:30-19:20 30h ￥50,900

2G3IN1 c M. IGARASHI 日 10:00-12:50 30h ￥50,900

2G3IN2a

Interactions 3 5-8

M. RIVEAU 火 13:30-16:20 30h ￥50,900

2G3IN2b M. WIEL 火 18:30-21 :20 30h ￥50,900

2G3IN2c M. SHIBATA 日 10:00-12:50 30h ￥50,900

2G3IN4a
Interactions 3 13-16

M. LEMOINE 水 18:30-21 :20 30h ￥50,900

2G3IN4b M. IGARASHI 土 16:30-19:20 30h ￥50,900

2G3IN3 Interactions 3 9-12 Mme MANNECHET 土 10:00-12:50 30h ￥50,900

2G3IN5 Interactions 3 17-20 M. RIVEAU 木 13:30-16:20 30h ￥50,900
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エディトA2 
 Edito A2

テキスト・音声・ビデオによってフランスやフランス語圏を知ることができる最新教材。さまざ
まなテーマについて理解し、表現できるようになることを目指します。1-4課では、初級レベル
の内容を復習しつつ、より完璧なスキルの習得を目指します。5課以降は徐々に中級へとレベル
アップしていきます。

B1   中級
このレベルでは、日常生活のあらゆる場面に対応し、時事的な内容について議論するのに必要な表現
や構造を学びます。学習項目が多岐にわたるため、アンスティチュでは中級を三段階に分けました。
● B1準備 (Edito A2前半）：
 初級レベルで学んだことを使いながら、様々なテキストを理解し、表現力の強化を目指します。

B1レベルの準備段階です。
● B1基礎（EditoA2後半 / Totem 3）：
 日常生活に必要なフランス語の習得を目指しつつ、最新ニュースや社会問題についても語るた
めの新しい語彙・表現等を学びます。

● B1強化（Edito B1 / Alter ego+3）：
 あらゆる日常生活での場面において自主的にフランス語を用いることができ、社会の様々な問題につ
いて個人的あるいは詳細に説明できるようにするためにB1レベルのフランス語を強化していきます。

3G3ED1 a
Edito A2 1 -2

Mme MANNECHET 水 10:00-12:50 30h ￥50,900

3G3ED1 b M. RAMON 土 16:30-19:20 30h ￥50,900

3G3ED2a
Edito A2 3-4

Mme BERDER-TOMOTSUGU 木 13:30-16:20 30h ￥50,900

3G3ED2b Mme TOKIWA 土 10:00-12:50 30h ￥50,900

1 - 2課 ：  テーマ：文化活動・話題のアーティスト、旅行の思い出、観光情報 
              文法：過去形（複合過去と半過去）、時をあらわす表現、形容詞、代名詞y、en
              文化的情報：セネガルの祭り、フランス人のバカンス
3-4課 ： テーマ：生活環境、住居、昔の仕事・これからの仕事、発明
 文法：関係代名詞（qui, que, où）、比較、単純未来、si / quand + 未来形
 文化的情報：オスマン男爵のパリ改造、フランス人の英語力

B1準備

B1
中  級

A2
初  級

7-8課 ： テーマ：人物を描写する、気持ちを表現する、メディア、最新ニュース
 文法：接続法現在2、不定形容詞、不定代名詞、原因と結果、直接目的語と間接目的語
 文化的情報：名前、パリの人たち、フランス人が好きなテレビ、ベルギーのテレビドラマ

5-6課 ： テーマ：健康、スポーツ、食品、料理 
  文法：接続法現在、命令法、条件法（義務、忠告を表現する）、代名詞en（数量を表現する）、比較、最上級
 文化的情報：チョコレートの効果、料理の味とフランス語圏の名物料理

3G3ED4a

Edito A2 7-8

M. PELISSERO 水 13:30-16:20 30h ￥50,900

3G3ED4b Mme HEURÉ 木 18:30-21 :20 30h ￥50,900

3G3ED4c M. LAVIGNASSE 日 13:30-16:20 30h ￥50,900

3G3ED3a
Edito A2 5-6

Mme MANNECHET 火 18:30-21 :20 30h ￥50,900

3G3ED3b M. ROCHET 日 10:00-12:50 30h ￥50,900

B1基礎B1
中  級
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総
合
フ
ラ
ン
ス
語

  Français général 

B1.1
中  級 Edito A2を使ってのんびり学ぶフランス語     

Le français, doucement  avec le manuel Edito A2

教科書を使用しながらB1.1レベルの学習を始めましょう。やさしく分かりやすく学びます。時間数や進度は他
のクラスと同じですが、少しのんびりした雰囲気の中で学習していきましょう。
使用教科書：Edito A2（エディトA2）
7-8課 ： テーマ：人物を描写する、気持ちを表現する、メディア、最新ニュース
              文法：接続法現在2、不定形容詞、不定代名詞、原因と結果、直接目的語と間接目的語
              文化的情報 ： 名前、パリの人たち、フランス人が好きなテレビ、ベルギーのテレビドラマ

3G3FD Edito A2を使ってのんびり学ぶ 
フランス語 7-8 Mme TOKIWA 火 10:00-12:50 30h ￥50,900

B1強化B1.2
中  級 エディトB1 

Edito B1

扱うテーマや内容が最新でバリエーションに富んだ改訂版Edito B1は、B1レベルに必要な口頭・
筆記表現の強化を目指すための教科書です。B1レベルの内容を一通り学習した方で口頭･筆記
表現の更なるレベルアップを目指したい方にお勧めします。

3G3EB1 Edito B1 1 M. PIRIOU 土 16:30-19:20 30h ￥50,900

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。

3G3TM8a

Totem 3 8

Mme LE CALVÉ 木 13:00-15:50 30h ￥50,900

3G3TM8b M. PIQUET 土 10:00-12:50 30h ￥50,900

3G3TM8c M. PIRIOU 日 13:30-16:20 30h ￥50,900

3G3TM5 Totem 3 5 M. RIVEAU 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

3G3TM7 Totem 3 7 Mme COUDÈNE 水 18:30-21 :20 30h ￥50,900

B1基礎B1.1
中  級

B1強化B1.2
中  級 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。

3G3AE9a
Alter ego +3 9

M. PASCAL 木 18:30-21 :20 30h ￥50,900

3G3AE9b M. LETT 土 16:30-19:20 30h ￥50,900
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B2   上級

C1   準マスター

5G2ED2 Edito C1 Mme DUPEYRON 火 14:00-16:20 25h ￥43,750

 C1
準マスター エディトC1 

Edito C1   

フランス語力の完成度を高めることを目指したこの教材は、多岐に渡るテーマと最新の話題を
題材に、自分の言葉で自由に表現できる能力を養うことを目指します。C1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に収録されており、様々な練習問題はDALF C1
試験の対策にもなります。今学期は、3-4課を学びます。

B2+
上  級 エディトB2  

Edito B2   

扱うテーマや内容が最新でバリエーションに富んだ改訂版Edito B2は、B2レベルに必要な口頭・
筆記表現の強化を目指すための教科書です。B2レベルの内容を一通り学習した方で口頭･筆記
表現の更なるレベルアップを目指したい方にお勧めします。C1レベルに入る前の準備段階とし
ても最適です。

4G3ED3 Edito B2 3 Mme LE CALVÉ 水 13:00-15:50 30h ￥50,900

4G3ED4 Edito B2 4 M. PASCAL 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

4G3ED5 Edito B2 5 Mme LE CALVÉ 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

B2
上  級 アルタ・エゴ+4 

Alter ego +4   

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。

4G3AE2 Alter ego +4 2 M. LETT 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

4G3AE4 Alter ego +4 4 M. PIRIOU 日 10:00-12:50 30h ￥50,900

4G3AE6 Alter ego +4 6 Mme BERDER-TOMOTSUGU 土 13:30-16:20 30h ￥50,900

4G3AE8 Alter ego +4 8 M. PASCAL 土 10:00-12:50 30h ￥50,900
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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初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

子どものためのフランス語1　Les Loustics 1                                                                            　　 年 会 費 不 要P a s  d ’ a d h é s i o n

Les Loustics 1  - Cours de français pour les 6-12 ans
French courses

6～ 12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。4学期かけて教科書を終了します。今学期は4学期目（最終学期）となります。
使用教科書 ： Les Loustics 1 （レ・ルスティック1）

A1
超入門

1 G1 EF1 Les Loustics 1 Mme NAKAMURA, 
Mme HEURÉ 土 16:30-17:20 10h ￥19,500

子どものためのフランス語2　Les Loustics 2 年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o n

Les Loustics 2  - Cours de français pour les 6-12 ans
French courses

6～ 12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。4学期かけて教科書を終了します。今
学期は4学期目（最終学期）となります。
使用教科書 ： Les Loustics 2 （レ・ルスティック2）

A1+
入  門

1 G1 EF2 Les Loustics 2 Mme HEURÉ, 
Mme NAKAMURA 土 16:30-17:20 10h ￥19,500

子どものためのフランス語3　Les Loustics 3 年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o n

Les Loustics 3  - Cours de français pour les 6-12 ans
French courses

6～ 12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。8学期かけて教科書を終了します。
2G1EF1は、4学期目となります。2G1EF2は、8学期目（最終学期）となり、今学期はプリントを使って様々な子
ども向けの文章を学習します。
使用教科書 ： Les Loustics 3  （レ・ルスティック3）

A2
初  級

2G1 EF1 Les Loustics 3 Mme NAKAMURA, 
Mme HEURÉ 土 15:30-16:20 10h ￥19,500

2G1 EF2 Les Loustics 3 Mme HEURÉ, 
Mme NAKAMURA 土 15:30-16:20 10h ￥19,500
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子
ど
も
た
め
の
フ
ラ
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ス
語

  Spécial enfants - kids

子ども向けの講座を受講いただく際のご注意：
授業の前後のお子様については、保護者様、同伴者様の監督責任とし、事故が起こらないよう安全面には特に
ご注意くださいますようお願いいたします。
当館で行っている他の授業やイベントの妨げにならないよう、また他の来館者の迷惑にならないよう十分に
ご注意ください。授業の前後は許可されていない場所や危険な場所には立ち入らないようにお子様を目の届
く範囲においてください。ご理解・ご了承のほどよろしくお願いいたし ます。 
Cours pour enfants : nous rappelons aux parents que les enfants sont sous votre responsabilité avant 
et après le cours. 
Merci de veiller à ce que les enfants respectent les locaux et le bon déroulement des autres activités de 
l'établissement.
Merci également de les surveiller avant et après la classe pour qu'ils n'aillent pas dans des endroits qui 
ne sont pas autorisés et qui risqueraient d'être dangereux pour leur sécurité. 

お話の時間 年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o n

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

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。
● 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 ：  1月8日（火）、1月22日（火）、2月5日（火）、2月19日（火）、3月5日（火）
Les «petites oreilles» vont 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 8 janvier, 22 janvier, 5 février, 19 février et 5 mars.

7W1 HC お話の時間 Mme NAKAMURA 火 16:30-17:30 1h ￥1 ,000（1回）

子どものためのプチ・アトリエ 年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o n

Le petit atelier - 5-10 ans 
Creative workshop  
アーティスト、編集者のオードレー・フォンドカーヴによる、5～10歳対象のアートのアトリエ。作品を作るこ
とが好きなお子様向けのアトリエです。芸術家の卵である子どもたちが、じっくり考え、フランス語でやり取り
をすることを学び楽しむ、フランス的芸術教育のアプローチです。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、1月1 1日（金）となります。
● 実施期間 ：  1月16日～3月20日までの毎週水曜日、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。    

Le Petit Atelier animé par Audrey FONDECAVE, artiste et éditrice, est destiné aux enfants de 5 à 10 ans 
qui aiment créer. Une approche française de l’éducation artistique, où les créateurs en herbe réfléchissent 
et s’amusent tout en apprenant à échanger en Français. L’atelier aura lieu en français et en japonais et 
en anglais si besoin. Ouverture de classe à partir de 5 participants. La date limite des inscriptions est le 
vendredi 11 janvier. Group limité à 12 inscriptions.
● Tous les mercredis de 16h30 à 18h00, du 16 janvier au 20 mars.

7T1 PA 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）
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ビジネスフランス語
Français professionnel

ビジネスフランス語  入門 
Français professionnel débutant

フランス語超入門または入門レベルで、将来フラン
ス語で仕事をしたい方向けの講座です。語彙と文法
の基礎を身につけながら、メールを書く、品物を購
入する、ホテル、列車や飛行機を予約する、電話で会
話する、など職場でよく見られるやり取りを想定し
たフランス語のコミュニケーションスキルアップ
を目的としています。聞き取り、読解、書き取りを鍛
えることで、DELFやビジネスフランス語の試験の
準備にもなります。今学期は6課を学びます。
使用する教科書：Objectif Express 1

ビジネスフランス語  中級   
Français professionnel intermédiaire 

B2レベル準備をお考えの方、すでにフランス語
を体系的に学習し、将来より高度な場面でフラン
ス語を使いたい方向けの講座です。語彙や文法の
知識をより深いものとしながら、効率よく仕事を
こなし、フランス語が飛び交う職務で必要な知
識を習得することを狙いとしています。人事、販
売、見本市、係争など、仕事における多様なシチュ
エーションをカバーし、様々なテーマを扱います。
DELFやビジネスフランス語の試験の準備にもな
ります。今学期は5-6課を学びます。
使用する教科書：Objectif Express 2

A1
超入門

B1
中  級

1 P2FP ビジネスフランス語  入門 Mme CLOOSE 火 19:00-20:50 20h ￥35,000

3P2FP ビジネスフランス語  中級 Mme CLOOSE 月 19:00-20:50 20h ￥35,000

B1
中  級

A2+
初  級

～ 2020年東京オリンピック –フランス語でおもてなし  
Omotenashi en français Tokyo 2020

東京で行われるオリンピックまでいよいよ2年を切
りました。フランス語圏からたくさんの方が来訪す
るまたとないこの機会に、来訪者をフランス語で迎
え入れ、要望や質問にフランス語で応えられる準備
を今から始めましょう。
b、c、dどのコースからでもお入りいただけます。
● 2I2JOb：コースbは、空港でのサービス（Wifiなど）、
交通機関、料理やレストラン、オリンピックについ
て2、東京の街案内2、などについて学びます。

● 2I2JOc：コースcは、買い物、困った時（道に迷う、
紛失など）、オリンピックについて3、日本のお祭
り、東京の街案内3などについて学びます。

● 2I2JOd：コースdは、芸術と伝統、散策ルートを
作る、予約の変更や取り消し、薬局の案内、オリン
ピックについて4（ヘルスケア）、日本の観光地な
どについて学びます。

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

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。
注意： 2月16日（土）、2月23日（土）、3月2日（土）、

3月9日（土）、3月16日（土）の全5回。

C1
準マスター

5I2GU フランス語圏からの旅行者のための通訳ガイド Mme PICHARD 土 13:30-15:20 10h ￥19,500

2I2JOb 2020年東京オリンピック  
–フランス語でおもてなし - b Mme CAILLAUD 火 14:00-15:50 20h ￥35,000

2I2JOc 2020年東京オリンピック 
–フランス語でおもてなし - c Mme CAILLAUD 日 15:30-17:20 20h ￥35,000

2I2JOd 2020年東京オリンピック  
–フランス語でおもてなし - d Mme CAILLAUD 水 19:00-20:50 20h ￥35,000
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ビ
ジ
ネ
ス
フ
ラ
ン
ス
語

   Français professionnel

B1
中  級

3P1 CP ビジネス会話 M. PIRIOU 土 12:00-13:20 15h ￥27,000

3I2TR 仏文和訳入門 M. KATAYAMA 水 19:00-20:50 12h ￥21 ,000

ビジネス会話
Conversations professionnelles 

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。

仏文和訳入門
Initiation à la traduction générale 

B1レベル対象の仏文和訳のクラスです。文法事項
と語彙・表現を確認しながら、エッセイ、戯曲、小説、
新聞記事、ウィキペディアの項目など様々なフラ
ンス語のテクストを翻訳します。教科書は使用せ
ずプリントを配付します。
注意： 1月9日（水）、1月16日（水）、1月23日（水）、 

1月30日（水）、2月6日（水）、2月13日（水）の
全6回。

B1
中  級

4I1 TR 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 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

B2
上 級

4P2CP 経済ニュースとビジネスフランス語 Mme CLOOSE 木 19:00-20:50 20h ￥35,000

経済ニュースとビジネスフランス語
Actualités économiques  

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。

翻訳（和文仏訳）
Traduction

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。

B2
上 級

6I2TS 同時通訳 Mme FUKUZAKI 土 15:30-17:20 16h ￥40,720

C2
マスター

6I2TL 文芸翻訳 M. HORI 土 16:30-18:20 18h ￥31 ,500

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」と「姿」の両方を訳文に写す（移
す）のが目標です。今学期は、  Laetitia COLOMBANI, 
La Tresse, Paris, Grasset, 2017に挑戦します。
注意：3月16日（土）を除く全9回。

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： 1月12日（土）、1月19日（土）、1月26日（土）、 

2月2日（土）、2月16日（土）、2月23日（土）、
3月2日（土）、3月 9日（土）の全8回。

C2
マスター
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会 話　
Conversation 

A2
初  級 会話プラス 

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。

会話
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。

A2+
初  級

2A2CV2a 会話 M. DE SOLA 火 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

2A2CV2b 会話 M. DE SOLA 火 18:30-20:20 20h ￥35,000

2A2CV2c 会話 M. PIRIOU 水 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

2A2CV2d 会話 M. DE SOLA 金 18:30-20:20 20h ￥35,000

2A2CV2e 会話 M. LEMOINE 土 13:30-15:20 20h ￥35,000

2A1 KP1 会話プラス（6名限定） M. DE SOLA 火 12:00-12:50 10h ￥35,000

B1
中  級

A2
初  級会話プラス  

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。

演じて学ぶ！
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。 

A2+
初  級

2A1 JR 演じて学ぶ！ 1（A2） Mme FIFE 金 1 1 :00-12:20 15h ￥27,000

3A1 JR 演じて学ぶ！ 2（B1） Mme FIFE 金 13:00-14:20 15h ￥27,000

2A1 KP2 会話プラス（6名限定） M. DELMAIRE 土 13:30-14:20 10h ￥35,000

2A1 CV1 会話 Mme DUPEYRON 木 12:00-13:20 15h ￥27,000

2A2CV1 会話 Mme DUPEYRON 金 14:00-15:50 20h ￥35,000

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。

会話
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。

A1+
入  門

A2
初  級

1 A1 CVa 会話入門 Mme DUPEYRON 火 12:00-13:20 15h ￥27,000

1 A1 CVb 会話入門 Mme SUBLIME 木 19:00-20:20 15h ￥27,000

1 A1 CVc 会話入門 M. LEMOINE 金 19:00-20:20 15h ￥27,000
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会
話

 C
onversation

3A1 KP 会話プラス（6名限定） M. PIRIOU 水 13:30-14:20 10h ￥35,000

B1
中  級 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。

3A1 OO 会話のコツ Mme LEMAITRE 土 12:00-12:50 10h ￥19,500

会話のコツ                                                                                                                                    
Outils pour l'expression orale 

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。

B1
中  級

3A2EVa フランス語で言ってみよう！ M. DE SOLA 木 10:00-1 1 :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

B1
中  級 フランス語で言ってみよう！

Exprimez-vous en français !

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！

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 土 13:30-15:20 20h ￥35,000

B1
中  級 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。

4A2CVa 新聞記事でディスカッション Mme LEMAITRE 火 10:00-1 1 :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

新聞記事でディスカッション
Discutons l’actualité ! La presse écrite.

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。

B2
上  級

B2
上  級 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。

4A2CTa 最新ニュースから学ぶフランス語 Mme DUPEYRON 木 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

4A2CTb 最新ニュースから学ぶフランス語 Mme DUPEYRON 金 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000
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B2
上  級 ディベート

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
今のフランスや日本に関する知識、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。

4A1 DB ディベート M. DE SOLA 土 10:00-1 1 :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。

C1
準マスター

5A1 DB ディベート M. DE SOLA 土 1 1 :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、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。
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 ： 1月9日～3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

A2+
初  級

～

7W2CL 会話カフェ M. PLAIN 水 10:00-12:00 2h

￥1 ,500 
（1回、会員）
￥2,000 

（1回、非会員）

B1
中  級

A2+
初  級

～

7T2IC ロールプレイで学ぶコミュニケーション術 Mme FIFE 日 10:30-12:30 10h ￥19,500 
（全5回）

ロールプレイで学ぶコミュニケーション術
Atelier de jeux de rôle, spécial interculturel 

年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o n

道を尋ねる、買い物をする、現地の人と出会う、イベントについて話す、などフランス語圏の国を旅したときに
出会う状況を設定し、身振り手振りや声の抑揚など、様々な表現方法をロールプレイ形式で実際に身体を動か
しながら身につけていきます。フランス語圏の人たちとどのようにコミュニケーションを取り、話をするのか、
その鍵となるコツを見つけましょう。A2～ B1レベル対象。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。ご登録の締切は、1月4日（金）までとなります。
実施日： 1月6日（日）、1月13日（日）、1月27日（日）、2月24日（日）、3月10日（日）
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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、フランス語を聞き取る力を向上させる講座で
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。

A2+
初  級

2A1 CO 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 10:00-1 1 :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! Nos petits reportages

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。

B1
中  級

3A1 CO ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語 Mme DUPEYRON 火 10:00-1 1 :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 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

3A2COb ルポルタージュ番組で鍛えるフランス語 Mme CAILLAUD 土 17:00-18:50 20h ￥35,000

基礎文法
Grammaire

フランス語で読み・書き・話すために必要な文法項
目を一通り勉強します。授業内容は学期によって異
なるため、どの学期からでもお入りいただけます。
A2レベル後半の方だけでなく他のレベルの方にも
お勧めします。

A2+
初  級

2A2GR2a 基礎文法 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。今学期は3学期目にあたります。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
を購入する必要はありません。今学期のテーマ：時
制（過去形と未来形）、関係代名詞

A2+
初  級

2A2GR2b 初級文法と表現 Mme TOKIWA 土 16:30-18:20 20h ￥35,000

補足強化
Approfondissement linguistique

シャンソンと発音
Chansons françaises et prononciation 

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。

全
レベル 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。

A2
初  級

2A1 PH 発音トレーニング Mme SUBLIME 木 10:00-1 1 :20 15h ￥27,000

1 A1 CH シャンソンと発音　 Mme SUBLIME 水 19:00-20:20 15h ￥27,000

1 A2CH シャンソンと発音　 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。



29アンスティチュ・フランセ東京

補
足
強
化

  A
pprofondissem

ent linguistique

B1
中  級

B1
中  級人気ドラマ« Plus belle la vie ! »で学ぶフランス語  

Spécial série TV ! « Plus belle la vie ! »

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！

ラジオで鍛えるフランス語
Radio France 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。

3A2PB 人気ドラマ« Plus belle la vie ! »で学ぶ
フランス語 Mme CLOOSE 金 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

3A2RA ラジオで鍛えるフランス語 Mme LE CALVÉ 金 13:00-14:50 20h ￥35,000

B1
中  級

B1
中  級中級文法 

Grammaire

フランス語で読み・書き・話すために必要な文法項
目を一通り勉強します。授業内容は学期によって異
なるため、どの学期からでもお入りいただけます。
B1レベルの方だけでなく他のレベルの方にもお勧
めします。

中級文法と表現 
Grammaire et expression 

「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。 

注意 ： 1月14日（月）、3月 1 1日（月）を除く全8回。

3A2GRa 中級文法 M. SHIBATA 水 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

3A2GRb 中級文法と表現 M. TANAKA 月 13:30-15:20 16h ￥28,000

B1
中  級

B1
中  級楽しく学ぼう“フランス語動詞活用” 基礎編パート1

Conjugaison française en action !

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。

使いながら身につける語彙力 
Jouons avec les mots  

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。

3A2VB 楽しく学ぼう“フランス語動詞活用” 
基礎編パート 1 M. SHIBATA 日 13:30-15:20 20h ￥35,000

3A2JM 使いながら身につける語彙力 Mme LE CALVÉ 火 13:00-14:50 20h ￥35,000
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B2
上  級 B2会話表現・聞き取り強化 

Expression et compréhension orales au niveau B2 

徹底的な会話の実践と、本格的な音声資料を聞き取
り理解するトレーニングを通して、社会の様々な
テーマについて伝えられる能力に磨きをかけてい
きましょう！口頭で正確に、自分の伝えたいことを
より良く伝えられるようになることを考えて作ら
れた授業です。授業を通して聞き取りや語彙力も強
化できるでしょう。　

B2
上 級

B1
中  級 分析的講読と作文  

Lecture analytique et thème

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。

3A2GTa 分析的講読と作文（B1） M. KOISHI 月 18:30-20:20 20h ￥35,000

3A2GTb 分析的講読と作文（B1） M. KOISHI 土 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

4A1 GT 分析的講読と作文（B2） M. KOISHI 土 12:00-13:20 15h ￥27,000

B1
中  級 B1レベルアップ !  

Le B1 dans tous ses états !

フランス語力の応用力を高めることを目指したこ
の講座は、多様な話題やドキュメントを用いなが
ら、内容を理解する力を強化し、様々なテーマにつ
いて会話や文章の中で自分の言葉で表現できる力
を養います。B1レベルで必要な文法事項について
も、練習問題でしっかり学習していきます。DELF B1
の対策にもなるでしょう。

3A2AP B1レベルアップ Mme PONSY 水 19:00-20:50 20h ￥35,000

B1
中  級 フランス語の強化アトリエ（B1）

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（社会的なテー
マに関する語彙習得、試験に沿った形の質問に答え
る）、文法（冠詞、条件法、未来形、形容詞の性数一致
と位置、関係代名詞qui、que、où、否定）、ディクテ、
口頭表現（議論・立証する）、筆記表現（公式の手紙、
短い記事）などを学びます。受講生から希望があれ
ばその他のテーマも扱います。

3A2AF フランス語の強化アトリエ（B1） M. PELISSERO 土 10:00-1 1 :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。

B2
上 級

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 PONSY 土 16:30-18:20 20h ￥35,000

B2
上 級 ラジオで見えてくる、今のフランス

Radio France 2

フランスのラジオ番組で扱う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。インタビューやルポルター
ジュ、ニュース番組を聞きながら、日常生活、文化、経
済、フランスの政治を理解していきます。毎回の授業
で、扱ったテーマについてディスカッションします。

4A2RA ラジオで見えてくる、今のフランス Mme DUPEYRON 水 14:00-15:50 20h ￥35,000

4A2OR B2会話表現・聞き取り強化 Mme GRÄBLE 火 13:30-15:20 20h ￥35,000
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B2
上 級 フランス語の強化アトリエ（B2）

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、文書作成（要約の仕方、公的な手紙、記事）、
聞き取りと読解（試験に沿った形の質問に答える）、
文法（複合関係代名詞に関連する前置詞の使い方、
原因と結果の言い回し、未来・条件・接続法の使い
方、ジェロンディフ）、口頭表現（自分の意見を述べ
る、短いエクスポゼの形で自分の意見を論証する、
組織立てる、説明する、討論する）、ディクテなどを
学びます。受講生から希望があればその他のテーマ
も扱います。

フランス語の強化アトリエ（C1）
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、聞き取り（口頭での要約を練習する）、読
解（試験に沿った形の質問に答える）、文法（いくつ
かの接続詞の後の接続法・直説法の使い方をマス
ターする、色々な否定形の形、過去・未来の時制、現
在分詞）、語彙（名詞化、同義語、話法の形態の知識を
広げる）、ディクテ、口頭表現（問題とすべきものを
組み立てる、エクスポゼの練習を通して構成、論証・
討論する）、文書作成（描写的、論証的な文章作成の
仕方）などを学びます。受講生から希望があればそ
の他のテーマも扱います。

C1
準マスター

4A2AF フランス語の強化アトリエ（B2） M. PELISSERO 土 13:00-14:50 20h ￥35,000

5A2AF フランス語の強化アトリエ（C1） M. PELISSERO 土 15:00-16:50 20h ￥35,000

文章の書き方 
Écriture créative

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 ： les écrivaines 

B2
上 級

4A2AE 文章の書き方 Mme LEMAITRE 水 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

B2
上 級 文化と社会, 交差する眼差し  

Renforcement B2 :  
Regards croisés sur la culture et la société

フランスの文化や社会の様々な側面を日本の背景
と共に見渡しながら、テーマに沿った話題を取り上
げるこの講座では、B2レベルのスキルアップを目
指し、語彙力の幅を増やし、フランス語の複雑な文
法を再度復習していきます。同時に、扱うテーマや
時事ニュースについて筆記・口頭両面で自分の言葉
で表現できるようになるでしょう。

4A3CS 文化と社会 , 交差する眼差し M. ROUSSEL 土 10:00-12:50 30h ￥50,900
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文化講座
Cours culturels

全
レベル チーズのプロを目指す 年 会 費 不 要

P a s  d ’ a d h é s i o nTout ! Tout ! Tout ! Vous saurez tout sur le fromage ! 

チーズについて様々な角度から光を当て、学んでいくうちにプロフェッショナルに近づいていく講座です。飲
み物とのマリアージュに始まり食に関するアレンジやセンスも自然に磨かれていきます。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。3月3日(日)午前はチーズプロフェッショ
ナルの初級とも言える「チーズ検定」を実施します。（受講料に受験料は含まれません。詳細は講師にお尋ねくだ
さい。）各回チーズとワイン等試食あり。全5回20名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の
締切は、1月7日（月）までとなります。
実施日： 1月13日（日） ： チーズの買い方、保存、食べ方
 1月20日（日） ： チーズとハーブ、ブルーチーズについて
 1月27日（日） ： ヨーロッパの様々なチーズ
 2月24日（日） ： チーズの製造工程、生産場所、栄養について
 3月3日（日） ： アペリティフとチーズ

7T2FR チーズのプロを目指す Mme KUBOKI 日 14:30-16:30 10h ￥21 ,500
（全5回）

全
レベル リラックスしながらフランス語でストレッチ 

Petite gym de bien-être à la française

簡単なストレッチをしながら、リラックスした雰囲気の中でフランス語を学び健康的な一日をスタート！身体
を動かし、五感を使いエクササイズをしながら習得したフランス語は自然と身につきスラスラ口をついて出て
くるようになるでしょう。　　　　　
ご注意：更衣室はありません。五本足ソックスをご持参の上、運動の出来る格好でお越し下さい。授業は裸足あ
るいは五本足ソックスで行います。ヨガマットは各自ご持参ください（貸出はありません）。また、水もご持参く
ださい。6名限定。

1 T1 GY リラックスしながらフランス語でストレッチ Mme FIFE 金 10:00-10:50 10h ￥19,500

全
レベル 愛するパリ！パリのアール・ド・ヴィーヴル～フランス流の生き方 年 会 費 不 要

P a s  d ’ a d h é s i o nParis, je t’aime ! : L’Art de vivre, la manière de vivre à la française

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。18世紀のヴェルサイユ宮殿に誕生したアール・ド・
ヴィーヴルの精神は、素晴らしいアートや音楽に囲まれ、「人生をひとつの芸術作品のように作り上げる」とい
う生き方作法でした。佳人のアール・ド・ヴィーヴルな人生をたどりながら、今なお、フランスの根底に流れてい
る芸術を愛する精神を理解しましょう。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。ご登録の
締切は、1月9日（水）までとなります。
実施日 ： 1月16日（水） ： 若かりし頃の王妃マリー・アントワネット ,ヴェルサイユの宮廷作法
 1月30日（水） ： ジョルジュ・サンド、ロマン派時代の前衛
 2月13日（水） ： トゥールーズ・ロートレック伯爵、モンマルトルの丘のボヘミアン
 2月27日（水） ： 料理小説家コレット、パレ・ロワイヤルの女主人
 3月13日（水） ： 億万長者のダンディー、モアーズ・カモンドの生き方作法

7T2GP 愛するパリ！パリのアール・ド・ヴィーヴル 
－フランス流の生き方 Mme ISHIZAWA 水 14:00-16:00 10h ￥19,500 

（全5回）
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全
レベル アトリエいけばな  年 会 費 不 要

P a s  d ’ a d h é s i o nIkebana– Art floral japonais

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。ご登録の締切は、1月10日（木）までとなり
ます。
実施日 ： 1月18日（金）、2月1日（金）、2月15日（金）、3月1日（金）、3月8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 participants (Maximum 10). 
La date limite d'inscription est le jeudi 10 janvier.
5 séances : les vendredis 18 janvier, 1er février, 15 février, 1er mars et 8 mars.

7T2IK アトリエいけばな Mme ROUSSEL 金 14:00-16:00 10h ￥19,500 
（全5回）

B1
中  級

A2
初  級

～ 詩のひととき 年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o nLe coin poésie

フランス詩の歴史を通して、フランス及びフランス語圏の詩人、詩を紐解いていきます。中世の吟遊詩人から現
代の詩人まで、マルキーズ諸島からケベック州、アンティル諸島、アフリカ大陸まで、言葉の音楽性、韻律法はあ
らゆる形式や地域、時代に当てはまります。歌手でもあり発音のスペシャリストでもあるスブリーム先生と共
に、朗読の練習、暗誦も行いながら詩の世界を楽しみましょう。今学期は、フランス語で表現するアフリカの詩
人たちを取り上げます。全5回。5名以上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、1月9日(水)までと
なります。
実施日 ： 1月16日(水)、1月30日(水)、2月6日(水)、2月20日（水）、3月6日（水）

7T2PO 詩のひととき Mme SUBLIME 水 16:30-18:30 10h ￥19,500  
（全5回）

全
レベル フランス・アンティークの世界と鑑定 年 会 費 不 要

P a s  d ’ a d h é s i o nInitiation à l'expertise des antiquités françaises

アンティークの値段はどうやって決まる？冬学期は、西洋アンティークのマーケットをテーマにフランスと日
本でどのようなアイテムが市場に出回りどんな値段で取引されているのか、どうしてこの評価額になるのか、
今人気のあるアンティークは？どこに行ったら何が見つかる…そんなアンティークマーケットを最新情報と
ともに学びます。授業は日本語で行いますのでどなたでも受講可能。同時にフランス語によるアンティーク用
語・マーケット用語を学びますので、初心者の方でもフランスで蚤の市巡りやオークション参加ができるよう
になります。
全5回各回12名限定。5名以上で開講。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、1月5日（土）までとなります。
実施日： 1月10日（木） ： フランスにおけるオークションの歴史と変遷、オークションハウスの舞台裏
 1月24日（木） ： フランスのアンティーク・マーケットを徹底解説！クリニャンクールから、vide-grenierまで
 2月   7日（木） ： テーブルウェア・フェスティバル2019　フランスの器を探しに行こう！
 2月21日（木） ： 日本における、フランス・アンティークのマーケット ～セーヴルとピュイフォルカはどこで買える？～
 3月  7日（木） ： アンティークお宝鑑定inアンスティチュ～鑑定法・評価額の謎を紐解く～

7T2ANa フランス・アンティークの世界と鑑定 Mme KAWAI 木 15:00-17:00 10h ￥19,500  
（全5回）

7T2ANb フランス・アンティークの世界と鑑定 Mme KAWAI 木 19:00-21 :00 10h ￥19,500  
（全5回）
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読む楽しみ
Plaisir de lire

使用する本 ： Leila SLIMANI, Chanson douce (folio)
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のクラスです。今学期も引き続
き、マクロン大統領がフランコフォニー担当大統領
個人代表に任命したレイラ・スリマニのスリラー作
品で、2016年ゴンクール賞を受賞した「ヌヌ  完璧な
ベビーシッター」を取り上げます。フランス語で小
説を読めるようになると世界が広がります。理解し
やすいように丁寧に分かりやすく説明しますので、
読むのが苦手な方にも最適です。

世界の美しき場所を巡りながら学ぶフランス語 
Découvrez et partagez le monde et ses 
sites merveilleux

世界中の最も美しい場所にスポットを当て、より的
確に描写してみること、それらの特有の文化により
価値を与えた言い回しを考えてみることを、ご自身
の旅行の思い出を語りあいながら、口頭・筆記両面
でレベルアップを図っていきます。さあ、教室にい
ながら素晴らしい旅を体験しましょう！

B1
中 級

B1
中 級

3T2LC 読む楽しみ Mme PONSY 火 18:30-20:20 20h ￥35,000

3T2UN 世界の美しき場所を巡りながら学ぶ
フランス語 Mme HEURÉ 火 14:00-15:50 20h ￥35,000

フランス語の本を読みましょう  年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o nA livre ouvert

Spécial Pépites internationales en lien avec 
l'écrivain Eric PESSAN
今学期は、エリック・ぺサンの作品を取り上げます。
この機会にまだ日本ではよく知られていない作家
の魅力を発見しましょう。今学期のこのアトリエで
は、「ぺピット・アンテルナショナル」という催しの
一環として、インターネットを通じ、作家と世界中
の読者と交流を図ります。A2レベル以上対象。10名
限定。聴講はお受けできません。ご登録の締切は、 
1月17日（木）までとなります。
実施日：  1月24日（木）、1月31日（木）、2月7日(木)、 

2月14日(木)、3月7日（木）

文学の魅力発見 ： 年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o n

 
ポール・クローデル、詩人大使　 
Atelier littéraire : Paul Claudel L'ambassadeur Poète

フランス人の文人として名の通ったポール・クロー
デル。彼は、作家であると同時に劇作家、詩人であ
り、そして駐日フランス大使として1921年から1927
年まで日本に滞在をしました。今学期は、「詩人大
使」と呼ばれているポール・クローデルを取り上げ、
彼の人生、作品、そして妹であり、世界的に有名な彫
刻家カミーユについて発見をしていきましょう。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。ご登録の締切は、1月22
日（火）までとなります。　　　　
実施日 ：  1月29日（火）、2月5日（火）、2月12日（火）、

2月26日（火）、3月5日（火）

A2
初  級

～

B1
中 級

～

7T1 LO フランス語の本を読みましょう Mme URSCHEL 木 14:00-15:30 7,5h ￥16,000
（全5回）

7T2AL 文学の魅力発見：ポール・クローデル、詩人大使 Mme URSCHEL 火 14:00-16:00 10h ￥19,500  
（全5回）
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フランスの地方万歳！ 
Vive les régions ! Région Occitanie

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、オクシタニー地
域圏（ラングドック-ルシヨン、ミディ -ピレネー）を
扱います。

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 France et les Français... vus d'ailleurs
首都パリの人々といえば、傲慢で、文句ばかり言い、
いつも素敵な土地でヴァカンスを楽しんでいる、と
いったものが、ありがちなイメージとして捉えられ
ているようです。みなさんがフランスやフランス人
に対してどのようなイメージを持っているか、考え
を聞き集めながら、フランスあるいはフランス人の
「典型」とされているものが正しいのか偽りなのか、
見極めてみましょう。

B2
上 級

B2
上 級

4T2RG フランスの地方万歳！ M. LETT 木 13:30-15:20 20h ￥35,000

4T2CL フランスとヨーロッパの文化を探る Mme LE CALVÉ 火 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

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

イメージを語ろう
Arrêt sur images

絵画、写真、広告などのイメージをより具体的に理
解したいと思いませんか？そこに広がるイメージ
の世界を分析しながらフランス語を学びます。作品
に潜む背景、歴史、構成、演出などを分析しつつ読み
解いていきます。美術館や写真集などで作品を見る
時に役立つ、分析力や理解を助ける鍵を見つけ、ま
た批評する視線を養いましょう。語学試験対策にも
役立ちます。

B2
上 級

4T2IM イメージを語ろう M. RIVEAU 火 19:00-20:50 20h ￥35,000

映画で学ぶフランス語
Voir, aimer et comprendre le cinéma français

今学期の作品 ： « Le Brio » （Comédie sociale d'Yvan 
Attal – 2017） avec Camélia Jordana et Daniel Auteuil.  
ピエールはとても保守的な法学の教師。彼の生徒の
ひとりである外国出身のネイラとは、お互いにひど
く嫌悪していた。ところが、弁論大会をきっかけに2
人の距離が近づいていく。彼らは互いに持つ偏見を
乗り越えることができるのだろうか？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。

B2
上 級

4T2VF フランスのカルチャー事情を学ぶ Mme PONSY 土 10:00-1 1 :50 20h ￥35,000

フランスのカルチャー事情を学ぶ
Reportages sur la culture française

ルポルタージュ番組を通してフランス社会について
掘り下げていきます。、最新の話題、料理、芸術、環境、
政治、経済、メディア、文化遺産…など様々なテーマ
を取り上げ、フランス文化の知識をより豊かにしな
がら、表現力と理解力もアップさせましょう。

B2
上 級

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

B2
上 級 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、北ヨーロッパのルネサンス
を取り上げます。
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現代フランス文学 – 詩の現代性：ランボーの詩
Modernité poétique : poèmes de Rimbaud
早熟と反逆、そしてまた作品の難解さと美しさを持
ち合わたアルチュール・ランボーは、20世紀の作家た
ちに深い印象を与えました。今学期は、「Sensation」、
「Le Dormeur du val」、「Roman」、「Ma bohème」そして
さらに「Le Bateau ivre」といったランボーの代表的
な詩を読み、解釈をしていきましょう。テキストは
適宜配布します。
注意 ：  2月7日（木）、2月14日（木）、3月14日（木）を除

く全7回。

B2
上 級フランス文学探訪

À la découverte de la littérature française : 
un auteur, une œuvre

使用する本 ： Marcel PROUST : Le Côté de Guermantes,  
( 1920-1921), ISBN 9782070392452
今学期に取り上げる第3篇「ゲルマントのほうへ」で
は、社交界、祖母の死、大人の世界の前兆といった事
柄に象徴された、語り手の青年期最後の年を読み込
んでいきます。この巻は依然として、芸術の世界が
主人公から完全に遠ざかっていくような別れを描
いています。巻を通して偏在するゲルマント公爵夫
人の影はついに、語り手の社交界での人生に光を当
て、読み手の私たちをベル・エポックのサロンとい
う輝かしい生活へと導いていきます。
注意 ：  1月10日（木）、1月17日（木）、1月24日（木）、 

1月31日（木）、2月7日（木）、2月14日（木）の全6回。

B2
上 級

4T2LIb 現代フランス文学 – 詩の現代性：ランボーの詩 M. DELEMAZURE 木 15:00-16:50 14h ￥24,500

4T2LIa フランス文学探訪 M. DESPREZ 木 10:00-1 1 :50 12h ￥21 ,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、没後500年記念 レオナルド・ダ・ヴィンチ展
（ルーヴル美術館）、ヴァザルリ展（ポンピドゥー・セ
ンター）、ル・コルビュジエ　絵画から建築へ - ピュ
リスムの時代（国立西洋美術館・上野）などを取り上
げ、マリー・ローランサン美術館（東京）に見学に行
く予定です。

歴史、芸術、文学入門：マリー・アントワネット、ウィーン
のハプスブルグ家とヴェルサイユのブルボン家
Histoire de l’art et littérature : Marie-Antoinette, les 
Habsbourg de Vienne et les Bourbons de Versailles

ヨーロッパでハプスブルク家とブルボン家は長年に
わたり敵対関係にありました。と同時にこの2つの
王宮は、最も文化的に洗練された家柄でした。今学期
は、この両王家の暮らしぶりについて学びます。図
像や資料（マリー・アントワネットに宛てたマリー・
テレーズの書簡）を用いながらより知識を深めてい
きます。また、国立新美術館で2019年秋に開催予定
の「ハプスブルグ展」の参考にもなるでしょう。
注意 ：   1月13日（日）、1月20日（日）、1月27日（日）、 

2月3日（日）、2月10日（日）、2月17日（日）の
全6回。 

B2
上 級

B2
上 級

4T2AAa 最新のアートシーンを探る Mme LEMAITRE 木 10:00-1 1 :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

4T2HL 歴史・芸術・文学入門 M. DESPREZ 日 13:30-15:20 12h ￥21 ,000
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フランスの歴史の秘密 ： 歴史ミステリー
Secrets d’Histoire : Mystères d’histoire

時代は歴史のミステリーを解き明かしたり、謎を残
したままであったりします。多くの疑問符が源とな
り、芸術家の創作意欲、人々の想像力を刺激する夢
や幻想を生み出します。中世から20世紀にかけて、
ラ・ペルーズ伯の探検そして鉄仮面の男の謎を垣間
見ながら、テンプル騎士団の呪いに始まり第二次
世界大戦中に紛失した絵画作品まで、フランスの歴
史上、もっとも大きな謎の痕跡を辿る旅へ出発しま
しょう。

ユダヤ-キリスト教文明入門　　　                                                                                                    
Civilisation : Regarder et comprendre la bible et la 
civilisation judéo-chrétienne à travers l'art et la peinture : 
la figure de Marie-Madeleine la pécheresse repentante

宗教の重要な教典や芸術（絵画、文学、音楽そして彫
刻）などの作品から西洋文明を発見し理解していく
ことがこの講座の目的です。今学期は、キリスト教
で聖母マリアに次ぐ重要な女性像、悔悛するマグダ
ラのマリアについて考えます。聖書のテクストの考
察に加えて、この人物にゆかりのあるヴェズレー、
サント＝ボーム山塊、聖マドレーヌ大聖堂といった
フランスの重要な聖地も学びます。この人物の図像
学についても触れることになるでしょう。
注意 ：  1月10日（木）、1月17日（木）、1月24日（木）、 

1月31日（木）、2月7日（木）、2月14日（木）の
全6回。

C1
準マスター

C1
準マスター

5T1 HI フランスの歴史の秘密：歴史ミステリー M. ROCHET 金 10:00-1 1 :20 15h ￥27,000

5T2JC ユダヤ-キリスト教文明入門 M. DESPREZ 木 17:00-18:50 12h ￥21 ,000

フランス文学の傑作を読む
Les grands textes de la littérature française

使用する本：François-René de CHATEAUBRIAND 
(1768-1848), Mémoires d’outre-tombe. Édition utilisée: 
Mémoires d’outre-tombe, Paris, Classiques de Poche, 
Vol.4 (Livres XXXIV à XLIII), ISBN : 9782253160908　
日本ではあまり知られていませんが、常に話題とな
る今日も変わらないフランス文学の傑作「墓の彼方
からの回想」を紐解きます。最終巻である第4巻は、
読み手を1830年から1841年11月1日の運命の日へ
と誘います。執筆開始から30年、フランス文学に
おいて比較になるものがない作品です。今学期は、
シャトーブリアンがどのように王ルイ・フィリップ
への反目から1832年6月に投獄された経緯につい
て読み進めます。獄中文学という新しい文学の領域
に至る体験です。
注意 ：  1月13日（日）、1月20日（日）、1月27日（日）、 

2月3日（日）、2月10日（日）、2月17日（日）の
全6回。

C1
準マスター

5T2LI フランス文学の傑作を読む M. DESPREZ 日 10:00-1 1 :50 12h ￥21 ,000



38 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

ラテン語・ギリシャ語 ： 入門
Niveau débutant latin et grec

基礎知識からラテン語・ギリシャ語の文法を学びま
す。予備知識は、中級フランス語以上。文法を身につ
けるために、簡単な翻訳の練習や読みやすくなるよ
うに編集された文章講読なども行ないます。
注意 ： 3月2日（土）、3月9日（土）を除く全8回。

ラテン語 ： 中級
Niveau intermédiaire latin

古代・中世・現代のラテン語の短い文章を読みます。
予習やクラス中に行なう翻訳の手助けのために文
章に語彙一覧がついていますが、文章自体はオリジ
ナルのままで編集はされていません。本物のラテン
語文学を楽しみながら、文法も実践を通して身につ
けていきます。
注意 ： 3月2日（土）、3月9日（土）を除く全8回。

7T2LG1 ラテン語・ギリシャ語 ： 入門 M. GROISARD 土 17:00-18:50 16h ￥28,000

7T2LA ラテン語 ： 中級 M. GROISARD 土 15:00-16:50 16h ￥28,000

ギリシャ語・ラテン語 ： 上級
Niveau avancé grec et latin

ギリシャ語：Jean MOSCHOS, Le pré spirituel. エジ
プトやパレスチナやシリアのキリスト教の修道士、
隠修士たちの数々の逸話を集めた、ビザンチン文学
の有名な文献を講読します。   　　
ラテン語：Flavio BIONDO, Leonardo BRUNI, Le Pogge, 
Lorenzo VALLA, Débats humanistes sur la langue 
parlée dans l'Antiquité, Les Belles Lettres. 古代ローマ
における話し言葉と文学としての書き言葉との違
いについて問いかけるイタリア・ルネサンスの作品
選集を取り上げます。
注意 ： 3月2日（土）、3月9日（土）を除く全8回。

7T2LG2 ギリシャ語・ラテン語：上級 M. GROISARD 土 13:00-14:50 16h ￥28,000

古典語
Langues anciennes
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資格試験準備
Préparation aux examens

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。

仏検2級・準1級準備、和訳仏訳演習
Préparation au DAPF niveau 2 / niveau 1 bis  

仏検2級、そしてその先に準1級があることを意識
しつつ、重要な文法事項・語彙などを確認しながら、
慣用句の問題、内容正誤判断問題、動詞の時制問題、
ディクテなど、実際の形式に則したオリジナル問題
を解いていきます。希望者に対しては作文添削、面
接指導を実施。仏検受験準備講座ですが、仏文読解
や仏作文を学びたい方など、仏検受験予定者でない
方にもお勧めします。
注意：  1月14日（月）、3月11日（月） 

を除く全8回。

B1
中 級

B1
中 級

3A2FKb 仏検2級対策 M. DELMAIRE 土 16:30-18:20 20h ￥35,000

3A2FKa 仏検2級・準 1級準備、和訳仏訳演習 M. TANAKA 月 19:00-20:50 16h ￥28,000

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。

仏検準1級・1級準備、和訳仏訳演習
Préparation au DAPF niveau 1 bis / 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。
注意 ：  5A2FKaは、1月14日（月）、3月1 1日（月）を 

除く全8回。
  5A2FKbは、2月1日（金）、3月1日（金）を 

除く全8回。

B2
上 級

C1
準マスター

4A2B2 DELF B2試験対策 M. DELMAIRE 土 14:30-16:20 20h ￥35,000

5A2FKa 仏検準 1級・1級準備、和訳仏訳演習 M. TANAKA 月 16:00-17:50 16h ￥28,000

5A2FKb 仏検準 1級・1級準備、和訳仏訳演習 M. TANAKA 金 19:00-20:50 16h ￥28,000



通信・オンライン講座
アンスティチュ・フランセ日本

tsushin@institutfrancais.jptsushin@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/distancewww.institutfrancais.jp/distance

☎ 03-5206-2860☎ 03-5206-2860 通信・オンライン

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

通信コース通信コース

オンラインコースオンラインコース

オンライン
プライベートレッスン
オンライン
プライベートレッスン

FrantastiqueFrantastique
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資
格
試
験
準
備

  Préparation aux exam
ens

TCF試験対策　　　　 日曜日に開講！  年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o nPréparation au TCF

TCFの必須試験に特化したこのアトリエでは、TCF試験とは何か、レベルの構成といった基本情報から、問題を
分析し、答えを早く導くための能力向上などのテクニックを、試験と同じ状況を模して、練習しながら学んでい
きます。次回の試験に向けて、レベルアップを目指しましょう！ 5名以上で開講。聴講はお受けできません。ご
登録の締切は、1月27日（日）となります。
実施日：2月3日（日）

7T3TC TCF試験対策 M. PLAIN 日 14:00-17:00 3h ￥6,000

DELF-DALF試験対策　　　　 日曜日に開講！  年 会 費 不 要
P a s  d ’ a d h é s i o nPréparation au DELF-DALF

DELF-DALFに合格するために独学で勉強をするのは容易ではありません。春季DELF-DALF合格を目指して、短
時間で集中的に合格に必要なテクニックを実践的に学びましょう！ 5名以上で開講。聴講はお受けできません。
ご登録の締切は、実施日の7日前となります。
実施日： DELF A1レベル  ： 4月 7日（日） DELF B2レベル ： 4月 14日（日）
 DELF A2レベル ： 4月 7日（日） DALF C1レベル ： 4月28日（日）
 DELF B1レベル ： 4月 14日（日） DALF C2レベル ： 4月28日（日）

7T2A1 DELF A1試験対策 M. DELMAIRE 日 10:00-12:00 2h ￥4,000

7T2A2 DELF A2試験対策 M. DELMAIRE 日 13:00-15:00 2h ￥4,000

7T3B1 DELF B1試験対策 M. DELMAIRE 日 10:00-13:00 3h ￥6,000

7T3B2 DELF B2試験対策 M. DELMAIRE 日 14:00-17:00 3h ￥6,000

7T3C1 DALF C1試験対策 M. DELMAIRE 日 10:00-13:00 3h ￥6,000

7T3C2 DALF C2試験対策 M. DELMAIRE 日 14:00-17:00 3h ￥6,000
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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、カスタ
マイズができ、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！

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！

www.institutfrancais.jp/coursalacarte

受講手続の流れ

■ 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）、ペアの場合は20回分（20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1年間です。有効
期限内に10回のレッスンを完了してください。1回購入分の変更は、原則翌月までにご使用ください。

■ 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。

ご注意

アンスティチュ・フランセ東京でのレッスン（通学）

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 8,100円（お一人様4,050円）

2名で10回分一括購入の受講料 75,000円（お一人様37,500円）

一括購入の有効期間 購入日から1年間

年会費 一般  8,000円
学生  6,000円（学生証要提示）

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

オンラインレッスン（スカイプまたは電話）

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）

プライベートレッスン　
Cours à la carte 

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


http://www.omeisha.come-mail info@omeisha.com

フランス語専門書店 

欧明社

ibrairie OMEISHAL

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
〒102-0071
東京都千代田区富士見 2-3-4
TEL 03-3262-7276
FAX 03-3230-2517

仏検・DELF/DALF・
TEF・TCF・問題集・参考書等

常時在庫あり！

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！

雑誌・BD・文学 CD・DVD
取り揃えております。

アンスティチュ・
フランセ東京



44 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

言語に関する
欧州共通基準
（CECRL）

アンスティチュ・ 
フランセ東京 
のレベル

コンピュータ 
レベルチェック 
のレベル＊

TCF DELF
DALF 運用レベル DAPF

（仏検）＊＊

A1 A1  
A1 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
A1＋

A2
A2- A2 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

A2＋ A2＋

B1 B1 
B1 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

B1＋

B2 B2
B2 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
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。

仏検 1級

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。

 ＊  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。

公式資格試験　
Certifications officielles 

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。
2019年度春季試験日程、受験料の詳細は、日本フランス語試験管理センターのサイト www.delfdalf.jpをご覧く
ださい。DELF Prim A1.1, A1, A2については、2019年3月24日（日）実施予定です。詳細はDELF・DALFのパン
フレットまたは上記サイトでご確認ください。
受験料割引の詳細は受付にお尋ね下さい。

DELF・DALF
フランス国民教育省フランス語資格試験

当館受講生は2019年度の受験料が 1000円OFF !

http://www.institutfrancais.jp/tokyo/apprendre/niveaux/
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2019年度の募集は締め切りました。沢山のご応募どうもありがとうございました。

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 ： 必須試験：聴解・文法・読解 ...........￥12,000
  補足試験：筆記＋口頭表現力試験 ..￥12,000
  　　　　　口頭試験のみ .......................￥8,000
TCF SO ： 必須試験 .......................................................￥13,000
  補足試験（文書作成のみ） ......................￥8,000

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。

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。

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。

2019年度TCF試験日程
試験日 必須試験 補足試験 出願締切

2月10日（日） ○ ○ 1月10日（木）
4月21日（日） ○ × 3月22日（金）
7月21日（日） ○ × 6月21日（金）
9月15日（日） ○ × 8月15日（木）
12月  8日（日） ○ × 11月  8日（金）

TCF
フランス語能力テスト

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/

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にてお知らせします。
受験料割引の詳細は受付にお尋ね下さい。

TCFについてのお問い合わせは    examens@institutfrancais.jp

実施予定につきましてはexamens@institutfrancais.jpまでお問合せください。

TEF
フランス語能力認定試験
パリ商工会議所が実施する 
世界共通のフランス語能力試験   

DFP 
ビジネスフランス語資格試験
パリ商工会議所が実施する職業分野においての
フランス語でのコミュニケーション能力試験

当館受講生は2019年度の受験料が 1000円OFF !



フランスの大学・大学院への応募申請スタート！

みなさん、申請に関する情報収集は進んでいますか？
大学・大学院への応募申請が12月に開始！
詳しい日程と手続きの手順に関しては

Campus FranceのHPをチェックしてください。

www.japon.campusfrance.org

内容：フランスの大学・大学院への応募申請、交換留学プログラム
 での渡仏、語学留学、それぞれの計画に合った手続きの方法
 や流れなど。
日程：福岡会場　12月1日11:00～　東京会場　12月3日17:30～
　　　京都会場　12月5日17:30～
対象：2019年にフランス留学を計画している学生・社会人の方々
詳細・お申し込みは下記HPまで（席に限りがありますので、事前お申し込みを推奨します。）
→www.japon.campusfrance.org

フランス留学手続き説明会2018

hiver2014_A6_IMP.pdf   1   2018/11/08   9:18
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PA R T E Z  E N  F R A N C E !
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

フランス政府公式機関 アンスティチュ・フランセ東京の

フランス語学留学サポート

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）

  email : tokyo.enfrance@institutfrancais.jp
Tel : 03-5206-2516（直通）  

（日・月曜日、及び祝日は休業日です）

《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　

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/

168,800



48 INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

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

1月31日に世界各地で「現代に対峙して」をテーマにした数百の講演会が同時に行われます。
国境、世代、学問領域を越え互いの視点を交わす、これらが「思想の夕べ」の概念です。日
本で三年連続の開催となります。2019年にフランスと日本はそれぞれG7とG20を開催します。
この機会に招聘されるフランスの著名人が東京で「多国間主義の未来」について日本の登壇
者と対談します。詳しくは当館サイトを参照ください。

思想の夕べ
La Nuit des Idées
1月31日（木）

アンスティチュ・フランセ東京　入場無料/飲食有料

読書の夕べ – 声に出して読む楽しみ・聴く楽しみ

Nuit de la lecture – Le plaisir de la lecture à voix 
haute, de l’écoute, et de la littérature 

1月19日（土）  16:00 - 20:00

ギャラリー　無料
2018年アートアワードトーキョー丸の内にて在日フランス大使館賞を受賞した、小瀬真由子
による展覧会。1月 10日 19時より、オープニングレセプションがございます。

アートアワードトーキョー丸の内2018 フランス大使館賞 小瀬真由子 個展

Exposition de Mayuko Ose, lauréate du Prix 
Art Award Tokyo Marunouchi 2018

1月10日（水） －2月3日（日） 

協力：三菱地所株式会社

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ　一般：1200円　学生：800円　会員：500円

スクリーンで見よう！マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル
My French Film Festival.com sur grand écran !
1月25日（金） －1月27日（日） 

共催：ユニフランス

『hiasobi』（2018年）

お問い合わせ：03-5206-2560

メディアテーク　要予約（定員15名）  参加費 2000 円    フランス語の知識は必要ありません。
南太平洋に浮かぶ自然豊かな島、ニューカレドニアをご紹介します。
ワークショップ後半には、フランス人講師によるフランス語会話入門のミニレッスンが行われます。

ワークショップ：フランス街歩き - ニューカレドニア
Les petites escapades de l’Institut – Nouvelle Calédonie 
3月23日（土）  

© RP France aupres des Nations Unies Martin Loper
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イベントに関する詳細情報はサイトにてご確認ください。
Pour plus d’informations, consultez notre site internet.Focus 注目イベント

第8回「デジタル・ショック：世界を問い直す」
― 日仏メディアアートのフェスティバル

Digital Choc 2019 :  
revoir le monde 

アンスティチュ・フランセ東京、ほか   入場料はイベントごとに異なります。

2月21日（木）－3月17日（日）

第8回となる今回アンスティチュ・フランセ日本が皆様に御提案するのは、アーティスト達が、世界を新たな方法で捉えるため、世
界を再発見するため、あるいは様 な々角度から世界を観察し、再生産または複製するために、どのように新しいテクノロジー・ツール（AR
やVR等）を使っているのかを知る旅です。
世界への新たな芸術的視線に着目したプログラムは、私たちが生きるこの世界について問い直す機会となるでしょう。
Pour cette 8e édition, l’Institut français du Japon vous propose d’explorer comment les artistes utilisent les 
nouveaux outils technologiques (réalité augmentée, réalité virtuelle...) pour appréhender le monde d’une nouvelle 
manière, pour le redécouvrir, l’observer sous tous ses angles, le reproduire et le dupliquer.
Une programmation qui donne la part belle à de nouvelles visions artistiques du monde qui permettent de nous 
interroger sur celui dans lequel nous vivons. 

地球に落ちてきたカヤック （AR インスタレーション）

Kayak, tombés sur Terre - installation en réalité 
augmentée

世界への多様な眼差しと発見の賛歌。ARによるインタラクティブな試みは都市空
間に詩と魔法をもたらし、都市と私たちとの関係を変えていきます。
Véritable hymne à la découverte et à la pluralité des regards sur le 
monde, Kayak est un parcours interactif en réalité augmentée qui 
modifie notre rapport à l’espace urbain en lui apportant une touche de 
poésie et d’enchantement. Kayak, ©Julie Stephen Chheng

『Recall』（VR インスタレーション）

Recall - installation en réalité virtuelle

『Recall』はVRによる非常にユニークな語りの体験で、記憶が途絶えた9人家
族 1人 1人（気を失ったのち犯罪現場で目覚めた男性、記憶の混乱した老女、前
夜パーティーをしていた少年等）の体験を徐 に々紐解いていくものです。彼らが記
憶を取り戻す手助けをし、また、彼らを結び付けている物語と関係とを理解しま
す。 『Recall』の世界はすべてが手描きで、切り絵の版画や絵画、色鉛筆の世界を
通して、記憶の糸が紡ぎ直されていきます。
Expérience narrative en réalité virtuelle absolument unique, Recall 
propose d’incarner successivement les neuf membres d’une même 
famille, tous victimes d’une mémoire défaillante (un homme assommé 
qui se réveille sur une scène de crime, une vieille dame à la mémoire 
confuse, un ado un lendemain de soirée…) afin de les aider à retrouver 
leurs souvenirs et comprendre leur histoire et le lien qui les unit. 
Recall reconstruit le fil de cette mémoire à travers des univers 
entièrement dessinés à la main, de la gravure au papier découpé en 
passant par la peinture ou le crayon de couleur.

Recall, Julia Spiers et Ferdinand Dervieux



メディアテーク  
MÉDIATHÈQUE 

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「メディアテーク」。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、フランス語圏の招聘作家による文章やイラスト
のワークショップを通じて、フランス文化の一端を
お楽しみください。

■開室時間
火曜日～金曜日 12：00～20：00
土曜日 10：00～ 19：00
日曜日 10：00～ 18：00

■メディアテークメンバー　年会費：3,500円 
●  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。

●  日仏会館図書室（恵比寿）の資料貸出も可能な共通会員制度です。

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

アンスティチュ・フランセ東京の講師が、毎月その学期の授業のテーマに合わ
せてメディアテークの資料（本、雑誌、新聞、CD、DVD）をセレクトしています。
メディアテークのエントランスにある大きな赤い本が目印です！
授業の補助資料として、また新しい話題の発見に、是非ご利用ください。

『アンスティチュ・フランセ東京 講師のオススメ』コーナー

アンスティチュ・フランセ東京で開催されるイベントに関連し、メディアテークでは、
蔵書の中からテーマ別に資料を提案しています。イベントと共に是非ご利用くだ
さい。
【テーマ】1月 朗読の楽しみ    2月 デジタル・ショック    3月 フランコフォ二―

『メディアテークのセレクション』毎月テーマ別に展示！

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。

デジタル図書館  CULTURETHEQUE   特集ページは、毎月更新！

ラ・ブラスリー 
LA BRASSERIE 

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。

■営業時間
ランチ（火～日） 
11：45－14：30（L.O.） 
1,000円（平日のみ）～ 2,900円
ディナー（火～土）
18：00－21：00（L.O.）  
3,950円～ 6,000円  
●  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

■Horaires d'ouverture
Déjeuner （mardi - dimanche）  
11h45 - 14h30 （D.C.） 
 ¥ 1.000 （en semaine uniquement）
　～ ¥ 2.900
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 

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

スペシャル・ディナー
Dîners spéciaux

2月14日（木） 
バレンタイン・ディナー
Dîner Saint Valentin

3月14日（木）
ホワイトデー・ディナー
Dîner White Day

各回 19:00～

ワインセミナー＆ディナー
Dîners thématiques

1月25日（金）
ドメーヌ・デュ・タリケのワイン
Domaine du Tariquet Gascogne 2019 

2月22日（金）
ブルゴーニュ地方  ドメーヌ・ラブレ・ロワのワイン
Domaine Laboure-Roi Bourgogne

3月29日（金）
プロヴァンス地方のワイン
Les vines de Provence 各回 19：00～ 

会員 6,700円　一般 7,200円
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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
― 第1回目の授業当日に、申込人数が5名に満たないクラスは中止になる場合があります。また、授業開始時までに登録者がいない場合は、クラス
は中止となり、聴講もお受けできません。中止になったクラスに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（年会費の発生しないクラス、プライベートレッスンは除く）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）、ペアの場合は20回分（20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。

授業振替制度についての規定
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。なお、振替は各クラス最大3名までとさせていただきます。あらかじめご了承ください。

― 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、プライベートレッスン、年会費の発生しないクラスは授業振替制度の対象にはなりません。
― 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。
― 夏学期は同じコースのみ振替が可能です。



Tel  : 03-5206-2500
Fax : 03-5206-2501
Email : tokyo@institutfrancais.jp

総合受付/フランス語講座  通学コース

Email : tsushin@institutfrancais.jp

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

フランス語講座  通信・オンラインコース（直通）

問い合わせ Renseignements

月曜日 lundi 12h00~19h30
開館時間［受付］ Horaires d’ouverture

土曜日 samedi 9h30~19h00
火～金曜日 mardi– vendredi 9h30~19h30

日曜日 dimanche 9h30~18h00
祝日 jours fériés 閉館 fermé

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。

アクセス Accès
■ JR飯田橋駅西口より徒歩7分（総武線）
 JR : sortie ouest ligne Sôbu

■ 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)

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
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