テーマ別・文化講座

Cours thématiques et culturels
全

レベル

（ 1 時限＝ 50分）

愛するパリ！パリ装飾美術館「LUXES」展に見る、ラグジュアリーの変遷

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

Paris, je t’aime ! La transition du goût de luxe avec l’exposition
“LUXES” au Musée des Art Décoratifs à Paris

2021年5月までパリの装飾美術館で開催中の
「LUXES」
展。展覧会で紹介されているテーマや展示作品を追いな
がら、太陽王やマリー・アントワネットなどが愛した贅沢品や贅沢趣味の変遷を辿ります。授業の最後には、ラ
グジュアリーの未来をみなさんと一緒に考えてみたいと思います。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、1月13日
（水）
までとなります。
実施日： 1 月20日
（水）
：コットンからパールまで、憧れの白
1 月27 日
（水）
：ガラスと鏡、鮮烈のヴェネチア製品
2月 1 0日
（水）
：18世紀、異国情緒フィーバー
2月24 日
（水）
：パリの生き証人、1900年アール・ヌーヴォー万博
3月 3日
（水）
：ミニマリズムの流行
7T2GP

全

レベル

愛するパリ！パリ装飾美術館
「LUXES」
展に見る、ラグジュアリーの変遷

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・マーケットを知ろう！

￥19,500（全5回 計 10時間）

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

Initiation à l’expertise des antiquités françaises : marché de l’art

魅力あふれるフランス・アンティークの世界を Art de vivreを通して学ぶ講座です。春学期のテーブルウェア、夏
学期の建築＆家具、秋学期のモード＆宝飾に続き、冬学期は気になるお値段＝アンティーク・マーケットに焦点
を当てます。世界で行われているアンティークの国際フェア、日本でのフェア、サザビーズやクリスティーズと
いった国際老舗オークション会社からフランスのネットオークションや蚤の市に到るまでのマーケット事情、
コロナ禍におけるニューノーマルなマーケットを見ていきましょう。みなさんで行う鑑定アトリエも予定して
います。
全5回12名限定。
5名以上で開講。
聴講はお受けできません。
ご登録の締切は、
1月7日
（木）
までとなります。
実施日：1 月 14日
（木）
：国際アンティークフェア、日本のアンティークフェア その役割と揺れ動く事情
1 月28日
（木）
：オークションの歴史とその舞台裏、オークショニアと鑑定士
2月 18日
（木）
：フランス版なんでも鑑定団
「Affaire conclue, tout le monde a quelque chose」
2月25日
（木）
：美術コレクター、アンティーク・コレクターの世界とアンティーク・ディーラーたち
3月 1 1 日
（木）
：鑑定アトリエ @ アンスティチュ
7T2ANa
7T2ANb

全

レベル

フランス・アンティークの世界と鑑定

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）

チーズのプロを目指す

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

年 会 費 不 要
Pas d’adhésion

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。チーズプロフェッ
ショナル資格試験、チーズ検定試験に挑戦される方に最適です。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、1月17日
（日）
までとなります。
実施日： 1月24日
（日）
：冬のチーズ
2月 7日
（日）
：チーズの歴史
2月21日
（日）
：チーズとハーブ
7T2FR
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チーズのプロを目指す

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

3月 7日
（日）
：フランス料理の中のチーズ
3月14日
（日）
： チーズとワインを楽しむ
Mme KUBOKI

日

14:30-16:30 ￥21 ,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

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。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14日
（木）
までとなります。
実施日：1月22日
（金）
、2月12日
（金）
、2月26日
（金）
、3月12日
（金）
、3月19日
（金）
Découvrez l'Ikebana, art créatif de composition florale aux racines ancestrales. Atelier en français et japonais
à partir de 5 participants (Maximum 10). La date limite d'inscription est le jeudi 14 janvier.
5 séances : les vendredis 22 janvier, 12 février, 26 février, 12 mars et 19 mars.
7T2IK

〜

A2
初級

Mme ROUSSEL

金

14:00-16:00

詩のひととき

￥19,500（全5回 計 10時間）

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、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、ポール・エリュアールの « Liberté » や、ジャック・ルーボーやエマニュエル・オカールなど、20世紀のさまざ
まな詩人の作品を扱います。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20日（水）
までとなります。
実施日：1月27日
（水）
、2月10日
（水）
、2月24日
（水）
、3月10日
（水）
、3月17日
（水）
7T2PO

B1
中級

詩のひととき

Mme SUBLIME

水

14:00-16:00

￥19,500（全5回 計 10時間）

読む楽しみ

Plaisir de lire

使用する本：Romain Puértolas, L’extraordinaire voyage
du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA
（Livre de poche)
ヨーロッパの四方八方、そして激動の只中のリビア
で起こる奇想天外で、滑稽な冒険物語。炭酸飲料よ
りも刺激的なラブストーリーだけでなく、すさまじ
い現実の姿。不法滞在者の日々の戦い、もっと新し
いヒーローたち、伝説となった、ある行者の不思議
な出来事など、とにかく面白いと話題になった作
品です。この本は、フランスの書店で何週にも渡り
売り上げ第1位の座につき、2014年には、Grand Prix
Jules Verne、
prix Audiolibの2つの賞を受賞しました。
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。
3T2LC

読む楽しみ

Mme MANNECHET

火

18:30-20:30 20時限

￥35,000

アンスティチュ・フランセ東京
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B1
中級

アトリエいけばな

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 ! Région Paris et Ile-de-France

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：パリとイル＝ド＝フランス地域圏

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

14:00-16:00 20時限

￥35,000

4T2RG

フランスの地方万歳！

M. LETT

木

13:30-15:30 20時限

￥35,000

B2
上級

近さと遠さ：プルーストの「読書について」
を巡る考察

短いが濃密な、ラファイエット夫人の心理小説 La
Princesse de Clèves（
「クレーヴの奥方」
）
は、単なる
フランスの宮廷の描いたものではなく、ヴァロワ朝
末期のカトリーヌ・ド・メディシスとアンリ2世を
中心とした物語です。とりわけヒロインの内面に燃
える愛情を描いた、フランスで最初の恋愛小説と位
置づけられています。秋学期に引き続き、この小説
を読み進めていきます。この小説は、多くの出版社
から出されていますので、お持ちの方はそちらをご
持参いただき、まだお持ちでない方は、下記の書籍
をご購入ください。

プルーストがラスキンの翻訳
「胡麻と百合」
に付けた
序文、
「読書について」
は
「失われた時を求めて」
のア
トリエへの格好の入り口として読めるテキストで
す。読書と生を巡るプルーストの考えを辿りながら、
プルーストの文学を«近さと遠さ»、«プレザンスと
不在・失うこと»という観点から理解することを試
みます。そのために、カミュやシモーヌ・ヴェイユと
いったプルースト以外の様々な作家の抜粋もご紹介
する予定です。
「失われた時を求めて」
の冒頭部分を
併せて読むいい機会にもなるでしょう。こうしたテ
キストを通して、近さと遠さをキーワードに、わた
したち自身の文学活動に関する考え方を深めること
ができれば幸いです。授業はフランス語で行います。

使用する本：Mme de Lafayette, La Princesse de
Clève - Edition de Bernard Pingaud, folio classique
ὀព䠖䚷㻞㻜㻞㻝ᖺ㻝᭶㻞㻤᪥䠄ᮌ䠅䚸㻞᭶㻠᪥䠄ᮌ䠅䚸㻞᭶㻝㻝᪥䠄ᮌ䠅䚸㻌

注意：1月12日
（火）
、1月19日
（火）
、1月26日
（火）
、
2月2日
（火）
、2月16日
（火）
、3月2日
（火）
の
全6回。

㻞᭶㻝㻤᪥䠄ᮌ䠅䚸㻞᭶㻞㻡᪥䠄ᮌ䠅䛾㻡ᅇ䛻䛺䜚䜎䛩䚹

4T2LIa

近さと遠さ：プルーストの「読書について」を巡る考察

Mme NEMOTO

火

14:00-16:00

12時限

￥22,800

4T2LIb

フランス文学探訪

Mme DE LENCQUESAING

木

15:00-17:00 10
20時限

¥ 19,500
￥35,000

フランスのカルチャー事情を学ぶ

B2
上級

Reportages sur la culture française

フランスとヨーロッパの芸術を通して学ぶ美術史
Initiation à l’histoire de l’art

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。
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フランス文学探訪

À la découverte de la littérature française : Madame
de Lafayette, La Princesse de Clèves (1678)

Le proche et le lointain : Réflexions autour de
Sur la lecture de Marcel Proust

B2
上級

フランスの地方万歳！

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。このクラスは、6名以上で開講。
今学期のテーマ：19世紀、反動の時代（その1）
：ゴヤ、
コンスタブル、ターナー…

4T2VF

フランスのカルチャー事情を学ぶ

M. LEMAHIEU

土

10:00-12:00 20時限

￥35,000

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

14:00-16:00 20時限

￥35,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - TOKYO

B2
上級

B2
上級

最新のアートシーンを探る
Actualité artistique

La culture française tous azimuts

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、
「イタリア・ルネッサンスの彫刻、ドナテッロから
ミケランジェロまで」
（ルーヴル美術館）
、
「L'empire
des sens, de Boucher à Greuze」
（コニャック＝ジェ
イ美術館）
、
「Sarah Sze」
（カルティエ財団現代美術
館）
、
また、
特別版として
「写真家ドワノー /音楽/パリ」
（2月5日〜 3月31日、
Bunkamura ザ・ミュージアム：
状況によって会期等は変更される可能性もありま
す。
）
を取り上げます。このクラスは、6名以上で開講。
4T2AAa
4T2AAb

B2
上級

目まぐるしく変わるフランスの最新ニュースを通し
て、フランス社会の変遷を辿りながら、フランス、ヨー
ロッパそして日本の様々な文化的な話題を、テキスト
（イラスト、記事、詩など）
、音声資料（ルポルタージュ、
シャンソン、テレビ番組の抜粋など）やディスカッ
ションを通して触れていきます。この講座は、文化的
なテーマを巡っての意見交換や、昔と今のフランス社
会の知識を深く深めつことを目的としています。

Mme LEMAITRE

木

10:00-12:00 20時限

￥35,000

Mme LEMAITRE

木

19:00-21 :00 20時限

￥35,000

Mme LE CALVÉ

火

10:00-12:00 20時限

￥35,000

多彩な顔を持つフランス文化

映画で学ぶフランス語

Le français par le cinéma

今学期の作品：« Mon inconnue » (Une comédie
romantique réalisée par Hugo Gélin - 2019)
Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin
Lavernhe ...
若手サイエンスフィクション作家のラファエル。
目が覚めるとそこは、それまでの日々とは完全に
異なる世界だった。
もはや彼の存在をわかってい
ない、
別の男とともに暮らす妻のオリヴィアを、
彼はどうやって取り戻すのか？展開が独創的で
豊かなシナリオが、
才能溢れる俳優によって引き
立てられています。
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。

C1

準マスター

フランスの歴史の秘密：太陽王の陰に

Les Mystères de l’histoire : Dans l’ombre du
roi soleil

ルイ14世の治世は、1643年〜1715年に渡るとても長
いものでした。そのため、多くの出来事、エピソード、逸
話に溢れています。しかしながら、太陽王の光がこの
時代のヨーロッパ全土を強く照らしていたとしても、い
くつかの出来事やエピソード、逸話は今もその陰に埋
もれています。私たちと一緒に、彼の治世でとりわけ重
要な要素を分析しながら、この太陽、並外れた王ルイ
14世がもたらしたものはもちろんのこと、彼の人間性
も発見していきましょう。

4T3CI

映画で学ぶフランス語

M. DUPUY

土

10:00-13:00 30時限

￥50,900

5T1 HI

フランスの歴史の秘密：太陽王の陰に

M. ROCHET

金

10:00-1 1 :30

￥27,000

15時限

アンスティチュ・フランセ東京
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4T2CL

最新のアートシーンを探る

多彩な顔を持つフランス文化

ラテン語・ギリシャ語：文法

ラテン語・ギリシャ語：講読

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。

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。

Grammaire grecque et latine

Lecture de textes littéraires grecs et latins

今学期のテーマ：古代ギリシアとローマにおける他
者「野蛮人
（バルバロイ）
」
7T2LG1

ラテン語・ギリシャ語：文法

M. GROISARD

土

17:00-19:00 20時限

￥35,000

7T2LG2

ラテン語・ギリシャ語：講読

M. GROISARD

土

15:00-17:00 20時限

￥35,000

哲 学ワークショップ
哲学ワークショップでは、ある文章、引用文、画像などから出発して、司会者

の案内のもと、参加者同士が先入観なしに、自由に、フランクに、日本語で

意見交換をしつつ、それぞれ自分の考えを問い直し、深化させ、より明確

にしていきます。哲学的思考にかなり慣れている方も、単に興味がある、

好奇心が湧くという方も、ふるってご参加ください。予備知識は必要ありません。

2021 年の冬学期に予定している計 5回の哲学ワークショップで、司会者兼ガイドの堀茂樹 1 が参加

者の方々に提示する討論のテーマと、各テーマにおける主要な問いかけは、以下の通りです 2。
1 月19日（火）

哲学って何？（導入講義）

2月 2 日（火）

実存と時間

2月16日（火）

理論と経験（実験）
実験をおこなえば、ひとつの理論の正しさを証拠立てることができるか？
ある理論が科学的であるかどうかは、何によって識別できるのか？

3月 2 日（火）

証明

信じる理由を探し求めるのは、信じるのをやめることか？
証明できないものを信じるのが非合理的でないことはあり得るか？

3月16日（火）

解釈

すべては解釈にすぎないのか？解釈することは、真実を歪めることか？

きわめて大摑みの西洋哲学史（導入講義）

実存は時間に囚われているか？私は、私の過去の帰結であるか？

■時 間：各回18:00-20:00

■料 金：各回1,000円（お申込み専用サイトからお支払いをお願いします。）

■場 所：アンスティチュ・フランセ東京

■使用言語：日本語

司会者兼ガイド：堀

茂樹

フランスの思想と文学を専門とする慶應義塾大学名誉教授。アンスティチュ・フランセ東京講師、市民
の勉強会「オイコスの会」共同代表。小説家アゴタ・クリストフ（「悪童日記」他）や人類学者エマニュ
エル・トッドの翻訳者としても知られている。最新の著述は「新自由主義の人間観、あるいは有限性の
忘却」、「主権の現況 - 英国、フランス、日本」などの評論（いずれも「表現者クライテリオン」最近号
に所収）。近訳書に、
ヴォルテール
「カンディード」
（ 晶文社）、E・トッド
「問題は英国ではない、EU なのだ」
等がある。
2
ここにテーマとして挙げた諸概念は、フランスの高等学校最終学年の「哲学」の授業で（特に文系クラ
スでは必ず）取り上げるよう規定されている諸概念です。
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