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’adhésion

Tout ! 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。9月8日（日）
の午前は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、6月24日
（月）
までとなります。
実施日： 6月30日
（日）
：初夏のチーズ、パート1
7月 7 日
（日）
：初夏のチーズ、パート2
7月14日
（日）
：ヨーロッパ諸国のチーズ
7T2FR

全

レベル

チーズのプロを目指す

8月25日
（日）
：生産国上位のオセアニア、
アメリカのチーズ
9月 8日
（日）
：食卓を彩るチーズプラトー

Mme KUBOKI

日

14:30- 16:30

￥21 ,500（全5回 計 10時間）

愛するパリ！2019年夏、パリ＆パリから行く日帰り旅行

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

Paris, je tʼaime ! : Ballades d'un jour d'été 2019

アートからグルメまで、底知れぬ魅力をたたえるパリのスぺシャリスト養成講座。ジャーナリストとしてパリ
に暮らした経験を持ち、20年来、仕事で年間4〜5回パリと日本を行き来する講師と共に、パリの歴史的名所か
ら最新スポットまで、冒険するように巡ってみましょう。今学期は、パリとパリから行く週末日帰り旅行にふさ
わしい、講師お勧めのスポットを美しい写真とともにガイドします。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。ご登録の締切は、6月26日
（水）
までとなります。
実施日：7月 3日
（水）
：デパートとパリ9区 - 美味しいパリ散歩
7月 17日
（水）
：パリ・北マレで体験する最新ボボ・スタイル
7月 24日
（水）
：生まれ変わったヴェルサイユ - 王妃の散歩道
8月21日
（水）
：磁器とタペストリーの銘品に触れるヌーヴェル・アキテーヌ地域圏
9月 4日
（水）
：憧れの白、レースからダマスク織まで、フランス・リネンの里
7T2GP

全

レベル

愛するパリ！ 2019年夏、
パリ＆パリから行く日帰り旅行

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）

￥19,500（全5回 計 10時間）

Initiation à l’expertise des antiquités françaises – tous les styles du Louis XIV à l’art déco

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

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。アンティーク、装飾美術工芸品に興味がある方
ならどなたでも受講できます。今学期は家具を中心に、17世紀後半のバロックからフィリップ・スタルクに至る
までのフランス・インテリアの世界を装飾様式の変遷を追いながら紐解いていきましょう。授業は日本語で行
いますが、授業中に鑑賞する映像を通して、インテリア装飾のフランス語にも触れていきます。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、6月27日
（木）
までとなります。
実施日：7月 4日
（木）
：典雅の世紀、フランス工芸の黄金時代とヴェルサイユ宮殿の家具様式〜バロック、ロココ、
ネオクラシシスム
7月 1 8日
（木）
：19世紀の多彩なインテリア装飾〜アンピール、
王政復古、
ルイ・フィリップ、
ナポレオン3世
8月22日
（木）
：ジャポニスムからアール・ヌーヴォーへ〜世紀末に生まれた装飾様式
9月 5日
（木）
：アール・デコからモダニスムへ〜 20世紀のインテリア装飾
9月 19日
（木）
：フランス家具様式のまとめとインテリア用語のフランス語〜家具鑑定スペシャリストへの道
7T2ANa
7T2ANb
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Mme KAWAI

木

15:00- 17:00

￥19,500（全5回 計 10時間）

Mme KAWAI

木

19:00-21 :00

￥19,500（全5回 計 10時間）

全

レベル

アトリエいけばな

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

Ikebana– Art floral japonais

実施日：7月12日
（金）
、7月19日
（金）
、7月26日
（金）
、9月13日
（金）
、9月20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 le jeudi 4 juillet.
5 séances : les vendredis 12 juillet, 19 juillet, 26 juillet, 13 septembre et 20 septembre.
7T2IK

〜

A2
初級
B1
中級

アトリエいけばな

Mme ROUSSEL

金

14:00- 16:00

￥19,500（全5回 計 10時間）

詩のひととき

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

Le 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、20世紀の詩の構造をテーマに、ポー
ル・ヴァレリー、ポール・クローデル、シャルル・ペギー、イヴ・ボヌフォワ、エマニュエル・オカールの作品を取り
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、6月19日
（水）
までとなります。
実施日：6月26日
（水）
、7月3日
（水）
、7月10日
（水）
、7月17日
（水）
、7月24日
（水）
7T2PO

+
A2
初級

詩のひととき

B1
中級

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、ブルターニュ地方の郷土料理を取り
上げます。①ガレット②海の幸③ファーブルトンと
その他のデザート

1

水

Mme SUBLIME

16:30- 18:30

￥19,500（全5回 計 10時間）

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、
引き続きノー
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。

2T2GS

美食の国フランス

Mme PAYAN

水

15:30- 17:20

10時限

￥19,500

3T2LC

読む楽しみ

Mme HEURÉ,
Mme PONSY

火

18:30-20:20 20時限

￥35,000

1 は、前期コースです。

アンスティチュ・フランセ東京
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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、7月4日
（木）
までとなります。

B1
中級

世界の美しき場所を巡りながら学ぶフランス語

B2
上級

Découvrez et partagez le monde et ses
sites merveilleux

Vive les régions ! Auvergne-Rhône-Alpes

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。

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！

B2
上級

今学期のテーマ：オーヴェルニュ＝ローヌ＝アルプ
地域圏

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

4T2RG

フランスの地方万歳！

M. LETT

木

13:30- 15:20

20時限

￥35,000

映画で学ぶフランス語

B2
上級

Le français par le cinéma

イメージを語ろう

Arrêt sur images

今学期の作品：« VISAGES, VILLAGES » (Agnès Varda
- JR - 2017) Avec JR, Agnès Varda, Jean-Luc Godard.
このドキュメント作品は、若き写真家JRと映画監
督アニエス・ヴァルダが織り成す、人とアートの美
しきコラボレーションの物語です。反抗的で、いつ
もユーモア、知性、詩趣、自由を探し求める、偉大な
るアーティストであるヴァルダのイメージに敬意
を表す機会となるでしょう。授業では、作品の抜粋
を見ながら、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。
"Nous avons cherché à établir une conversation avec les
gens que nous avons filmés ... c'est vraiment une promenade
avec un camion magique !" Agnès Varda (1928-2019).

1

フランスの地方万歳！

私たちの周りに点在するさまざまなイメージ。それら
を目の当たりにして、感じ取ったことを言い表し、ま
たそれらを理解するための鍵となるものを共有する
時間を提案します。絵画や写真、動画など、5つの作品
を個別に、あるいはひとつのまとまりとして、それら
を描写しながら語彙を増やし、解説しながら仮説を立
て、分析しながら作り手の作品を理解することを試み
ます。このような考察・批評のプロセスは、あなたがな
ぜそのイメージに価値を見出したのかを説明する時
や、企画展に赴く際などで、非常に役に立つでしょう。
フランス語の試験対策にも最適です！イメージから
得る感動や印象を分かち合いましょう。

4T3CI

映画で学ぶフランス語

M. DUPUY

土

10:00- 12:50

15時限

￥27,000

4T2IM

イメージを語ろう

M. RIVEAU

火

19:00-20:50 20時限

￥35,000

1 は、前期コースです。

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

B2
上級

Initiation à l'histoire de l'art

Actualité artistique

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、スペイン絵画の黄金時
代（16 〜 17世紀）
を取り上げます。

1

4T2HA

1
1

4T2AAb

4T2AAa

フランスとヨーロッパの芸術を通して学ぶ美術史
最新のアートシーンを探る

最新のアートシーンを探る
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、
ノートルダム大聖堂の再建、Berthe Morisot, femme
impressionniste（オルセー美術館）
、Le modèle noir,
de Géricault à Matisse（オルセー美術館）
を取り上
げます。

Mme LEMAITRE

水

14:00- 15:50

10時限

￥19,500

Mme LEMAITRE
Mme LEMAITRE

木

10:00- 1 1 :50

10時限

￥19,500

木

19:00-20:50

10時限

￥19,500

1 は、前期コースです。
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B2
上級

フランスとヨーロッパの文化を探る

B2
上級

Regards sur la culture française et européenne

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。

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

4T2VF

フランスのカルチャー事情を学ぶ

M. LEMAHIEU,
Mme PONSY

土

10:00- 1 1 :50

20時限

￥35,000

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 lʼart 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

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。

1

4T2HL

歴史・芸術・文学入門

M. DESPREZ

日

13:30- 15:20

1

4T2LIa

フランス文学探訪

M. DESPREZ

木

10:00- 1 1 :50

10時限

￥19,500

10時限

￥19,500

1 は、前期コースです。

アンスティチュ・フランセ東京
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今学期のテーマ：Les stations balnéaires
太陽と暑さをひきつれて夏がやってきます。毎年フ
ランス人が行き先として選ぶ最たる場所はやっぱ
り、海です。初めて海が滞在地となった19世紀の終わ
りから、海水浴場は観光客が楽しむ場所として注目
され、発展してきました。ドーヴィルから、カルナッ
ク、ビアリッツ、サントロペを経てニースまで、フラ
ンスで最も有名な海水浴場に触れながら、何がこれ
らの場所に成功をもたらし、多くの観光客を魅了し
続けるのか、発見していきましょう。

B2
上級

フランスのカルチャー事情を学ぶ

B2
上級

演劇の現代性：
サミュエル・ベケット「ゴドーを待ちながら」

C1

準マスター

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

Modernité théâtrale : Samuel Beckett,
En attendant Godot , 1952

不条理演劇の代表作と呼ばれる、サミュエル・ベ
ケットのこの戯曲は、20世紀における演劇の変遷
について考えるよい機会となるでしょう。講座の中
で、ベケットの他の戯曲（
「勝負の終わり」
、
「しあわ
せな日々」
、
「クラップの最後のテープ」
）
の抜粋（テ
クストまたは映像）
についても触れていきます。

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。

注意：6月27日（木）
、7月4日（木）
、7月1 1日（木）
、
7月18日
（木）
の全4回。

1

4T2LIb

演劇の現代性：サミュエル・ベケット「ゴドーを待ちながら」

M. DELEMAZURE

木

14:30- 16:50

1

5T2JC

ユダヤ-キリスト教文明入門

M. DESPREZ

木

17:00- 18:50

10時限

￥19,500

10時限

￥19,500

1 は、前期コースです。

C1

準マスター

フランスの歴史の秘密：ベル・エポック
Secret dʼhistoire : Belle Époque

社会、経済、技術、政治など、あらゆる分野において
前進が見られた時代、ベル・エポック。カフェやキャ
バレー、アトリエ、ギャラリー、コンサートホール、
サロンをともなったヨーロッパの主要都市の大通
りは、文化的・芸術的なめまぐるしい発展の舞台と
なりました。この時代の芸術運動（印象派の画家た
ちからアールヌーボー）
、政治の展開、万国博覧会で
強調された技術的革新、あるいはブルジョアジーや
プロレタリアートにおける社会的な変化を通して、
フランス史における重要な出来事をより深く知る
ことがこの講座の目的です。

1

C1

準マスター

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 dʼoutre-tombe. Édition utilisée :
Mémoires dʼoutre-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。

5T1 HI

フランスの歴史の秘密：ベル・エポック

M. ROCHET

金

10:00- 1 1 :20

5T2LI

フランス文学の傑作を読む

M. DESPREZ

日

10:00- 1 1 :50

15時限

￥27,000

10時限

￥19,500

1 は、前期コースです。
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古典語

Langues anciennes
ラテン語・ギリシャ語：文法

Grammaire grecque et latine

基礎からラテン語・ギリシャ語の文法を学びます。フランス語中級レベル以上が必要です。ラテン語とギリシャ
語の両方勉強したい方も、そのひとつだけ勉強したい方も歓迎。文法を身につけるために、簡単な翻訳の練習や
読みやすく編集された文章講読なども行ないます。

1

7T2LG1

ラテン語・ギリシャ語：文法

M. GROISARD

土

17:00- 18:50

10時限

￥19,500

1 は、前期コースです。

Lecture de textes littéraires grecs et latins

同じテーマについて書かれているラテン語とギリシャ語の文章を読み解きます。ギリシャ語文学とラテン語文
学の関連性を立証しながら古代文化の全体像をより深く理解できるようになることを目的としています。ラテ
ン語とギリシャ語の文法を理解していることが前提の講座です。
今学期のテーマ：皇帝ネロ

1

7T2LG2

ラテン語・ギリシャ語：講読

M. GROISARD

土

15:00-16:50

10時限

￥19,500

1 は、前期コースです。

2019年冬学期 総合フランス語1G3IN6c
「Interactions 2」
クラス
修了証授与

2019年冬学期 総合フランス語クラス修了証授与

アンスティチュ・フランセ東京
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古典語 Langues anciennes

ラテン語・ギリシャ語：講読

