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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

Pas  d ’ adhés i onTout ! 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。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、4月1日（月）までとなります。
実施日： 4月   7日（日） ： 春の旬なチーズ、パート1 5月26日（日）： 山のチーズ、パート2
 4月14日（日） ： 春の旬なチーズ、パート2 6月16日（日） ： チーズでガーデンパーティ
 5月19日（日） ： 山のチーズ、パート1

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

全
レベル 愛するパリ！ 歴史映画のなかのセレブリティたち 年 会 費 不 要

Pas  d ’ adhés i onParis, je t’aime ! : Les Célébrités du jour avec les films historiques
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。時代の寵児を扱った名作映画を見ながら、フランス
の歴史とその人物の裏話に迫ります。知られざる名所や最新流行スポットなど、ジャーナリストでもある講師
ならではの視点を織り交ぜ、フランスの旅ガイドとしても楽しめる講座です。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。ご登録の締切は、4月3日（水）までとなります。
実施日 ： 4月10日（水） ： 「ファイアby ルブタン」 – 靴が主役のナイトショー　キャバレーの歴史と今
 4月24日（水） ： 「FOUJITA」 – 画家フジタとモンパルナスの仲間たち
 5月   8日（水） ：  「ルイ14世の秘密の王妃 マダム・ド・ マントノン」 – 太陽王の最後の愛妾　ヴェルサイユ

宮殿、春の展覧会にかけて
 5月22日（水） ：  「ル・コルビジェとアイリーン 追憶のヴィラ 」 – 紺碧の海に影を落とした一流建築家の

愛と野望
 6月  5日（水） ：  「ダイアナ・ヴリーランド 伝説のファッショニスタ」、「パリの恋人」のモデルになった、

凄腕編集長の創造力とエレガンス

7T2GP
愛するパリ！歴史映画のなかの

セレブリティたち Mme ISHIZAWA 水 14:00- 16:00 10時限 ￥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 ～ 食卓で学ぶ　 年 会 費 不 要

Pas  d ’ adhés i onInitiation à l'expertise des antiquités françaises ~ Art de la table 

フランス・アンティークの世界をArt de vivreを通して学びます。装飾美術・アンティークに興味のある方なら、ど
なたでも気軽に受講できます。今学期は講師の監修書「フランステーブルウェアの教科書」を参考に、食卓のア
ンティーク（陶磁器・ガラス・銀器）をテーマに歴史やアイテム、刻印やサインの読み方などを学びます。授業は日
本語で行いますのでどなたでも受講可能。授業中に鑑賞するビデオなどを通して、アンティーク用語のフラン
ス語にも一緒に触れていきます。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、4月4日（木）までとなります。
実施日： 4月 1 1日（木） ： フランスのテーブルアート、「最後の晩餐」からエリゼ宮の食卓まで、歴史と変遷を辿って
 4月25日（木） ： フランスの陶磁器、地方窯のファイアンスの魅力
 5月   9日（木） ： フランスの銀器、刻印の読み方と19世紀の多彩な銀食器の謎解き
 5月23日（木） ： フランスのガラスの世界、バカラvsサン・ルイ
 6月 13日（木） ： テーブルを彩る周辺道具と装飾品、キャンドルスタンドからナイフレストまで

7T2ANa
フランス・アンティークの世界と鑑定

Mme KAWAI 木 15:00- 17:00 10時限 ￥19,500（全5回）

7T2ANb Mme KAWAI 木 19:00-21 :00 10時限 ￥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

Pas  d ’ adhés i onIkebana– 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、4月4日（木）までとなります。
実施日 ： 4月12日（金）、4月26日（金）、5月10日（金）、5月24日（金）、6月14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 4 avril.

5 séances : les vendredis 12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai et 16 juin.

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

B1
中  級

A2
初  級

～ 詩のひととき 年 会 費 不 要
Pas  d ’ adhés i onLe 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、19世紀の重要な作家、シャトーブリア
ン、ユーゴー、高踏派と呼ばれたゴーチエ、バンヴィル、マラルメの作品を取り上げます。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、4月3日(水)までとなります。
実施日 ： 4月10日(水)、4月24日(水)、5月8日(水)、5月22日（水）、6月5日（水）

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

2T2GS 美食の国フランス Mme PAYAN 金 13:00- 14:50 20時限 ￥35,000

美食の国フランス 
La France gourmande 

フランスの郷土料理とその文化をテーマに、美食の、
そして素晴らしき国フランスを巡りましょう。各学
期、フランスの地方やテロワールを、郷土料理や代表
的な素材、もちろん伝統的なレシピについても学び
ます。今学期は、プロヴァンス地方の郷土料理を5章
に分けて取り上げます。①アイオリ②ブイヤベース
③ティアン、ファルシそしてラタトゥイユ④13種の
デザート⑤パスティス、ロゼワインと食前酒

A2+
初  級 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

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

読む楽しみ
Plaisir de lire

使用する本：Patrick MONDIANO, Des inconnues (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。今学期は、ノーベル文
学賞を受賞した作家パトリック・モンディアノの作品
から、3人の無名の女たちの人生が3つのエピソードで
語られる「無名の女たち」を取り上げ読み進めていきま
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。

B1
中 級 絵画を通して学ぶフランスの歴史  

L'histoire de France vue par la peinture  

象徴的な絵画作品を通してフランスの歴史を探求
しましょう。ある時代の政治史、社会史は、重要な作
品を通して後世に残ります。今学期は、19世紀前半
（フランス革命から1850年まで）を取り上げます。
フランスの歴史の中でも特に重要な出来事をよく
理解し分析できる要素を備えた5つの作品を紹介し
ながら、フランスの歴史を発見していきます。

B1+
中 級

3T2PT 絵画を通して学ぶフランスの歴史 Mme PAYAN 金 15:00- 16:50 20時限 ￥35,000

4T3CI 映画で学ぶフランス語 M. DUPUY 土 10:00- 12:50 30時限 ￥50,900

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

イメージを語ろう
Arrêt sur images

動画、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 級映画で学ぶフランス語

Le français par le cinéma

今学期の作品： « Mademoiselle de Joncquières» 
（Emmanuel Mouret - 2018） avec Cécile de France, 
Édouard Baer et Alice Isaaz. 啓蒙主義（18世紀）に刻
み込まれた物語とディドロの有名な哲学的小説
Jacques le Fatalisteのエピソードに触発された5幕、
愛する、魅惑する、操る、たくらむ、復讐する。古典的
であるにもかかわらず、プロットは現代的、演出は
控えめながら、たぐい稀なエレガンスを呈し、台詞
は分かりやすく、推敲され、機微に富んでいます。
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

フランスの地方万歳！ 
Vive les régions ! 

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。
今学期のテーマ： 4T2RGa：アキテーヌ地域圏
 4T2RGb：アルザス＝ロレーヌ地域圏

B2
上 級 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：Les comédies musicales
春の到来を、唄って、踊って、そして演じながら始めま
しょう！この3つを同時に味わえるたった一つの芸術、
それがミュージカルです。皆さんご承知の通り、ミュー
ジカルの起源は大西洋の向こう側の国ですが、フランス
でも芸術遺産としてしっかりと根付いているのです。今
学期は、ミュージカル芸術の全体を見渡しながら、特に
成功を収めた作品について触れていきます。また、ミュー
ジカル芸術の変遷についても議論を交わしましょう。

B2
上 級

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 20時限 ￥35,000

4T2RGa
フランスの地方万歳！

M. LETT 木 13:30- 15:20 20時限 ￥35,000

4T2RGb M. LETT 土 16:30-18:20 20時限 ￥35,000
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4T2VF フランスのカルチャー事情を学ぶ Mme PONSY 土 10:00- 1 1 :50 20時限 ￥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 20時限 ￥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、17世紀のイタリア・バロッ
クを取り上げます。

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、「クリムト展 ウィーンと日本1900」（東京都
美術館）、19世紀フランスを代表する風景画家ドー
ビニーの国内初の展覧会「シャルル＝フランソワ・
ドービニー展」（損保ジャパン日本興亜美術館）、
「Napoléon et art de vivre impérial」（フォンテーヌ
ブロー城）などを取り上げます。

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、国立新美術館で今秋に開催予定の「ハ
プスブルグ展」の参考にもなるでしょう。

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 20時限 ￥35,000

4T2AAb Mme LEMAITRE 木 19:00-20:50 20時限 ￥35,000

4T2HL 歴史・芸術・文学入門 M. DESPREZ 日 13:30- 15:20 20時限 ￥35,000

4T2LIa フランス文学探訪 M. DESPREZ 木 10:00- 1 1 :50 20時限 ￥35,000

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。

B2
上 級 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、プロヴァンス地方におけるキリスト教化
について触れ、また、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。

C1
準マスター

5T2JC ユダヤ-キリスト教文明入門 M. DESPREZ 木 17:00- 18:50 20時限 ￥35,000
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4T2LIb
現代フランス文学 – 詩の現代性： 
シャルル・ボードレール M. DELEMAZURE 木 15:00- 16:50 20時限 ￥35,000

現代フランス文学 – 詩の現代性： 
シャルル・ボードレール
Modernité poétique : Charles Baudelaire

呪われた詩人、スキャンダル作家、ダンディなイン
テリと称されたボードレールは、何よりもまず現代
における最初の詩人でした。今学期は、彼の最も有
名な詩集「Fleurs du mal」（「Vie antérieure」、「Cor-
res pondances」、「L’invitation au voyage」、「Parfum 
exotique」、「Spleen」、さらに「tableaux parisiens」）、そ
して「Petits poèmes en prose」や美に関するテキス
トの抜粋を読み、解釈をしていきましょう。テキス
トは適宜配布します。

B2
上 級 詩の現代性： 

ランボー「Les Illuminations」
Modernité poétique II :  
Les Illuminations 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、先学期に
引き続きランボーを取り上げます。彼の最後の作品
で、理解が難しい散文詩「Les Illuminations」を読みな
がら、一緒に解釈を試みましょう。テキストは適宜
配布します。
今学期、4T2LIb「現代フランス文学－詩の現代性」
（M. DELMAZURE）を正規料金で登録し、5T2MP「詩
の現代性」（M. DELMAZURE）を2つ目としてご登
録の方は、この講座を10%OFF !

C1
準マスター

5T2MP 詩の現代性：ランボー「Les Illuminations」 M. DELEMAZURE 木 14:00-14:50 10時限 ￥19,500

フランスの歴史の秘密 ： 歴史上の偉大な女性たち
Secrets d’Histoire : Les grandes femmes 
de l’histoire
王や政治家はもちろん、将軍や哲学者たちまで、フ
ランスの歴史は、偉大な男性たちに象徴されていま
す。では、歴史家たちが長い間、歴史の表舞台の外
に追いやっていた女性たちは、どうだったのでしょ
うか？オランプ・ド・グージュからシモーヌ・ヴェイ
ユ、王女たちから科学者、中世から20世紀まで、フ
ランスの歴史を支えた並外れた女性たちの人生と
運命、情熱とモチベーションを発見しましょう！

C1
準マスター

5T1HI
フランスの歴史の秘密：
歴史上の偉大な女性たち M. ROCHET 金 10:00- 1 1 :20 15時限 ￥27,000

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、ア
ルプスや一連の文学的肖像画（スタール夫人、サン
＝ルー夫人）、パリへの帰還、シャトーブリアンが勝
訴した訴訟にスポットを当てた最後のパートを分
析していきます。
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5T2LI フランス文学の傑作を読む M. DESPREZ 日 10:00- 1 1 :50 20時限 ￥35,000


