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講座概要

AFAFAの授業 Présentat ion générale des cours 新テーマ別講座 Nouveaux cours thématiques

PR
ÉSENTATION GÉNÉRALE DES COURS 講座案内

DESCRIPTIF DES COURS

2017年夏季/ ÉTÉ 2017
フランス語講座 /イベント案内

夏休み集中講座  8月1日（火）～8月12日（土）
出発直前！準備講座  9月4日（月）～9月8日（金）

www.afafa. jp

6月26日（月）～9月29日（金）
継続者登録料割引期日 6月21日（水）

先着80名様に
プレゼント！

  

一般講座
テキストを使って聴く・読む・書く・話すの４つの能力を総合的にフ
ランス語を勉強する講座。入門から上級まで様々なクラスが毎日開講。

フランス語力強化・フランス文化と特に勉強したいことについてテー
マに絞って勉強する講座。毎学期新講座を提案しています。登録前に受
けてみたい方はオープンクラスやアペリクールがおすすめです。

テーマ別講座C O U R S  T H É M A T I Q U E S

～ 仲良しグループで･･･フランス語でおしゃべり ～
当校講座にご登録された方対象に開設しています。この講座は割引対象外です。
ご希望の曜日・時間帯・人数を事務局にお知らせ下さい。
授業数：週1回1時間×8回　レベル：全レベル対象(入門者を除く）
開講日：学期3週目から 7月10日（月）

少人数会話クラスCONVERSATION

目的別フランス語研修をお考えなら、アリアンスは受講希望者の目的や日
常スケジュール等、必要に応じてオーダーメイド出張講座のプログラムを
作成します。お気軽にお問合せください。

出張講座COURS EXTÉRIEURS

フランス語の授業は受けたいけれど、遠くて通うのが難しい方のために、
AFAFAではパソコンを使ったオンラインプライベートレッスンも行なってい
ます。詳細はAFAFA事務局にてお問い合わせください。

AFAFAのオンライン講座COURS À DISTANCE

AFAFAでは、幼稚園から中学生までの子供クラスを提案します。
早くからフランス語に触れ、コミュニケーションを取れるようになる
ことで、お子様の未来の可能性はぐっとひろがります！

子供クラスCOURS POUR ENFANTS

詳しくは”今学期の時間割表”及びサイトをご覧ください

アンスティチュ・フランセの
オンラインブティックはこちら

AFAFAでは、受講者のニーズやスケジュールに合わせたカリキュラムを作
成します。マンツーマンのプライベートレッスン、2名からそれ以上のグル
ープでのフランス語講座（旅行、企業でのフランス語など）も可能です。また、
遠方にお住いの方にはオンラインプライベートレッスンも行っています。

プライベートレッスン受講料
●1 時間コース　8300円/h　
●5 時間コース　7800円/h（計39000円）例）1回1時間×5回
●10時間コース  7200円/h（計72000円）例）1回1時間×10回
その他のオーダーメイド講座
このほかの授業の料金についてはご相談に応じます。
プライベートレッスンの規定については諸規定⑧を参照。

オーダーメイドレッスンCOURS SUR MESURE

注. 5/10時間コースの有効期間
は当学期中（10週間）です。

料理を作るのがすきな人、食べることがすきな人のための新講座で
す！授業では、文化的側面に加えて、料理について話すために必要な語
彙や語法も学んでいただきます。そして、フランス語で料理を作るワー
クショップもオプションでご用意しています！
クラス記号 CUISINE 水14h-15h30 レベルA2+　M. CHOTIN
ワークショップ日程　7/19, 9/6, 9/27 15H30-17H30ワークショップ料金 12,000円
※グルメなフランス語受講者は11,000円
　グルメなフランス語を受講していない方も申し込み可

グルメなフランス語

夏休み集中講座 COURS INTENSIFS D’ÉTÉ

集中講座では、短期間で約３ヶ月分のフランス語を勉強していただけ
ます。夏休みを利用してフランス語のレベルアップをはかりません
か？初めての方も大歓迎です！

初めてフランス語を学ぶ方はフランス語の基礎を、既にフランス語を
勉強している方にはフランス語力のさらなる強化を。語学だけではな
く、文化や生活などフランスの様々な面を発見してください。
レベル：入門、A1、A2、B1、B2

フランス語やフランス文化に興味をお持ちの方はどうぞご参加ください！

夏 休み集中講 座
8/1（火）～8/12（土）  8/6(日), 8/11（金・祝）を除く

登録締切日：7月25日（火）

留学や仕事でフランスへの出発が近づいているという方におすすめの
集中講座です。毎日６時間の授業で、フランスに着いた初日から会話で
つまずかないようお手伝いをします！予期せぬ場面も乗り越えられる
コミュニケーション能力を身につけましょう！
※渡仏予定のない方もご受講いただけます 。
レベル：B1/B2

出発直前！準備講座
9/4（月）～9/8（金）  登録締切日8月28日（月）

1970年から1975年の名作を中心に、歌を聴いて歌詞を理解することは
もちろん、歌手のことや当時のフランス社会についても知識を深めます。
フランスの名曲について一緒に話し、そしてフランス語で歌いましょう！

クラス記号 CHANSON 月14H00-16H00 レベルB1 Mme SANCHEZ

歌うフランス語

時間
午前 10H00-13H00
午後 14H00-17H00
夜　 18H30-20H30

¥34,000
¥34,000
¥23,000

30時間
30時間
20時間

授業料 総授業時間

別途テキスト代をいただきます。

別途テキスト代をいただきます。

時間
10H00－13H00,14h30-17h30 ¥34,000 30時間

授業料 総授業時間



クイズ

クラスのレベル分け今学期の時間割表

A2

B1

B2

C1

C2

簡単な自己紹介ができる。ゆっくり話してくれたら少し
会話ができる。

日常生活に関する話題を理解し話すことができる。
簡単なコミュニケーションが取れる。

大体の日常会話が理解できて、文章も読める。自分の考
えを論理的に話すことができる。

ネイティブスピーカーと自然にコミュニケーションが取
れる。難解な文章でも大筋を理解し、要点がまとめられる。

仕事でフランス語が使える。頭の中で単語を探さなくて
もフランス語で話すことや書くことができる。

どんなテーマでも内容を正確に理解することができる。
口頭・筆記で困難なく自分の意見を述べることができる。

一般講座授業料：34000円（3時間）　23000円（2時間）
テーマ別講座講座授業料：19000円（15時間）　25000円（20時間）
　　　　　　　　　　　　（文明講座 文化編は23000円）

A1

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会講座概要PR
ÉSENTATION GÉNÉRALE DES COURS

館長の挨拶
BILLET D’HUMEUR

講座案内
TABLEAUX DES COURS

フランスの選挙はいつも何かしらのサプライズがある
ものです。去る５月に行われた大統領選挙もその例に漏
れません。新大統領は、若く、当選経歴もない、伝統的な
大政党の後ろ盾もない、３年前は無名であったにもかか
わらず、自国第一主義、ヨーロッパ離脱を掲げる対立候
補に勝利したのです。この結果が何をもたらすのかを知るにはまだ早
いですが、たくさんのフランス国民が期待する再生をもたらすものだ
と願いましょう。
皆様、良い夏をお過ごしください！

N. EDITO B1-9
（CHOTIN）
DELF B1-4
（KIKUCHI）
文明講座～文化(B2/C1）
（10H30-12H30)（LAFAYE）

TOTEM 2-1
（SANCHEZ）
EDITO B2-1
（LAFAYE）

　歌うフランス語
（B1）
（14H00-16H00)
（SANCHEZ）
　入門 TOTEM 1-1
（未定）

EDITO B2-3
（LAFAYE）
ALTER EGO 5-13
（HERGOTT）
読む時事（B2）
（10H00-12H00)
（CHABOUD）

TOTEM 2-2
（KIKUCHI）
EDITO A2-1
（KOBAYASHI）
N.EDITO B1-7
（SANCHEZ）
EDITO B2-8
（LAUTIER）

ALTER EGO 4-9
（13H30-15H30)
（LAFAYE）
子供クラス（A2）
（17H15-18H15)
（SANCHEZ）

TOTEM 2-4
（CHOTIN）
TOTEM 3-4
（KIKUCHI）
EDITO B2-6
（LAFAYE）
    入門 TOTEM 1-1（未定）

TOTEM 1-3（KIKUCHI）
TOTEM 2-7（LAFAYE）
N. EDITO B1-9
（DUBERT）
EDITO B2-9
（KOBAYASHI）
    入門 TOTEM 1-1（未定）

日常会話 （A2）
（14H00-16H00)
（KIKUCHI）
　グルメなフランス語
（A2+）
（14H00-15H30)
（CHOTIN）

EDITO A2-2
（CHOTIN）
EDITO B2-4
（11H00-14H00)
（DUBERT）

EDITO A2-1（DUBERT）
EDITO B2-6（CHOTIN）
中学生クラス（A1）
（18h30-20h00)
（LAUTIER）
ボキャブラリー（A1+/A2）
（19h00-20h30)
（KIKUCHI）

EDITO B2-2
（HERGOTT）
日常会話 （B1）
（14H00-15H30)（LAUTIER）
子供クラス（A1.1）
（16H00-17H00)（SANCHEZ）
   幼児クラス
（15H00 -16H00）

TOTEM 3-1
（SANCHEZ）
聴く時事（B2）
（10H00-12H00)
（NICOLAS）

中学生クラス（A2）
（17H30-19H00)
（SANCHEZ）
高校生クラス（入門）
（18h30-20h30)
（LAUTIER）

日常会話 （A1）
（14H00-15H30)
（KIKUCHI）
子供クラス（A1）
（16H00-17H00)
（SANCHEZ）

幼児クラス
（10H00-11H00)
（SANCHEZ）
子供クラス（入門）
（11H30-12H30)
（SANCHEZ）
TOTEM 2-3
（LAUTIER）
TOTEM 2-6
（KIKUCHI）
EDITO B2-3
（DUBERT）
DELF B2-6
（NICOLAS）
EDITO B2-1
（CHABOUD）
日仏社会（B2+）
（10H00-12H00)
（SOTTILE）
文明講座～社会（C1）
（LAFAYE）

TOTEM 2-7
（KIKUCHI）
EDITO A2-1
（KOBAYASHI）

TOTEM 1-2
（NICOLAS）
TOTEM 3-1
（CHABOUD）
EDITO B2-4
（HERGOTT）
EDITO B2-5
（CASSIUS）
DITES-MOI UN PEU
（LAFAYE）
書取演習（B1/B2）
（14H00-16H00)
（LAUTIER）
　入門 TOTEM 1-1
（未定）
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入　門：TOTEM 1　　初　級：TOTEM 2
中　級：TOTEM 3, Nouvel Edito B1, Clés du DELF B1
上　級：EDITO B2, Alter Ego 4, Clés du DELF B2
準マスター級：Alter Ego 5

■コンタクト

■アクセス

〒464-0819 
名古屋市千種区四ッ谷通2-13 ルーツストーンファーストビル3F

Tél : 052-781-2822
Fax: 052-782-4971 E-mail : afnagoya@afafa.jp

受付時間：月～金曜日／10時～18時30分   土曜日／10時～17時30分
休 館  日：日・祝
夏季休館日：8月14日（月）～8月19日（土）

地下鉄 東山線･名城線 本山駅６番出口から徒歩５分 

答え：

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会の活動は
在日本フランス大使館の助成を受け行われています。

LINE

Facebook

Twitter

Le français d’aujourd’hui

表紙の絵は、春学期のクイズの答えと同じくフランスの”ある
地方”で見られるものばかり。さて、それは次のどこでしょう？

①東部　②西部　③南部　④北部
AFAFAのメディアテークにはこの地方が舞台になっているDVDがあります。
それを探して受付で春と夏のクイズの答えと一緒に見せてください。
正解者にはプレゼントをご用意しています！

（10H00 -13H00) （平日 14H00-17H00)
（土曜 14H30-17H30)

（平日 18H30-21H30)
（土曜 18H00-21H00)

館長 オリヴィエ・サルヴァン



講座へのご登録の前に、AFAFAのことをよりよく知っていただくた
めに、入門者を対象にオリエンテーションを開催します！説明会の後
に、体験授業を受けていただき、最後はお茶を飲みながら講師とお話を
しましょう！ AFAFA ってどんなところ？初めてだけど大丈夫？どん
な授業をするの？そんな疑問や不安は授業前のオリエンテーションで
解消してください！ 

日時：6月17日（土）13H30-15H00
定員に達し次第受付を締め切ります。 ※参加には予約が必要です。

登録前に授業を受けてみたい方にはこちらの授業がおすすめです。

入学オリエンテーション Journée d’or ientat ion Médiathèque

Traduction

メディアテーク

１日限定テーマ別講座オープンクラス・アペリクール
●メディアテークのご利用に関して
－フランスの書籍（4週間）・雑誌（2週間）・CD・DVD（1週間）を無料貸出
●イベントへの優待
－アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会のイベント（講演会・音楽祭等）
へのご招待
－アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会の有料イベント（パリ祭・ボ
ジョレー・クリスマスパーティ・コンサート等）への特別価格でのご優待
－名古屋シネマテーク・名演小劇場ではアリアンスの学生証提示で割引
価格でのご鑑賞

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会学生特典

当協会は在日フランス大使館の認める指定翻訳機関です。
● 卒業証明書/戸籍抄本･謄本 5,200円(当協会学生/会員 4,200円）
(注)戸籍謄本は家族1名につき2100円の追加金をいただきます
● その他　内容・量により異なります　要問合せ
お申込方法:原本と原本のコピーを当協会事務局にお持ちの上、翻訳料を
現金にてお支払い下さい。コピーには全ての固有名詞にカナを振り、年号は
西暦に直して下さい。郵送でのお手続きも可能です。まずはお電話下さい。
注)所要日数は書類を受け取ってから約2週間です。事情により時間がかかる場合もございますのでご了承下さい。

法定翻訳

DEVENEZ MEMBRE DE L’AFAFA !
アリアンス･フランセーズ愛知フランス協会の会員になりましょう!

会費は年会費です。
会員には個人会員と法人会員の２種類あります。

●個人会員　年会費1口 6,000円
－アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会の行
事へのご招待（講演会、音楽祭など）
－アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会の有
料行事への割引 （パリ祭、ボジョレーパーティ）
－メディアテーク (図書、雑誌、DVD、CDの貸出)のご利用 

●法人会員　年会費1口 60,000円
アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会の主旨、使命に賛同し、ご支援いた
だける日本企業やフランス企業。現在、当協会の法人会員は企業、大学、文化
機関、ホテル、百貨店、マスコミなど60社を数えます。法人会員には上記のよ
うな個人会員同様の特典はもちろんですが、有料行事へもご招待致します。

AFAFAの
会員になって
特典を

利用しよう！

受講手続
MODALITÉS D’INSCRIPTION

メディアテーク
MÉDIATHÈQUE

講座概要PR
ÉSENTATION GÉNÉRALE DES COURS

お申し込みの流れ Modali tés d’ inscript ion

諸  規  定 Condit ions générales

下記のテーマ別講座では、学期の最終週10週目に皆さまのご受講を
受け入れます。

Classes « Portes ouvertes »:オープンクラス

夏学期から新たに始まるテーマ別講座を春季講座終了直後に一足先に
受講してみませんか？ 

Les « Apéricours »:アペリクール

レベルオープンクラス

6月12日(月)
10h30-12h30

文明講座-文化編 (M. LAFAYE)
CIVILISATION-L B2/C1 ¥2,600

6月13日(火)
10h00-12h00

目で読むフランス時事
（M. CHABOUD）
ACTU-M

B　2 ¥2,600

6月14日(水)
14h00-16h00

日常会話 A2 (Mme KIKUCHI)
E. ORALE A2 A　2 ¥2,600

6月15日(木)
19h00-20h30

使って覚えるボキャブラリー
(Mme KIKUCHI) 
VOCABULAIRE EN ACTION

A1+/A2 ¥2,100

6月16日（金）
10h00-12h00

耳で聴くフランス時事
(M.NICOLAS)
ACTU-V

B　2 ¥2,600

6月17日(土)
10h00-13h00

文明講座-社会編 (M. LAFAYE) 
CIVILISATION-S C　1 ¥3,600

料　金日　時

レベル

6月19日(月)
14h00-16h00

歌うフランス語
(Mme SANCHEZ)  
LE FRANÇAIS À TRAVERS LA CHANSON

B　1 ¥2,600

料　金

6月15日(木)
14h00-15h30

日常会話 B1 (M. LAUTIER)
E. ORALE B1 B　1 ¥2,100

アペリクール 日　時

アリアンス・フランセーズで始めてみたい!次の学期も続けて申し込
むにはどうし たらいいの?授業のお申し込み・継続手続きはこちら
をご覧ください。

お支払いは現金、又は銀行振込でお願いします。必ず登録料割引期日に入金確認がで
きるようにお振込み下さい(過ぎますと登録料の割引が適用されません)。

①登録は受講料納入後に完了となります。登録締切日時点で登録者数が規定人数に達 しないクラスは開講されません。閉鎖の
場合は電話にて該当受講者に連絡します。但し留守番電話がない場合、連絡できないこともあり得ることを了解ください。登録
者数不足による教室閉鎖の場合、登録者は学期開講2週間の間に返金あるいはクラス変更の 選択ができます。
②半期だけ(前半、後半各5週間)の登録も可能です。その際の受講料は60%となります。前半/後半以外の形での半期登録は認
められません。
③受講者の都合により休んだ授業の振り替えは行っておりません。
④クラス変更は学期開始2週間以内、1回に限って可能です。後半学期のみの登録の場合、後半学期開始1週間以内にクラス変
更が可能です。但し満員クラスへのクラス 変更希望は受け付けられません。※一般・テーマ別講座からプライベートレッスン
へは変更できません。
⑤祝日あるいは講師の都合による休講の場合は補講が行われます。但し天災等やむをえない事情による休講の場合は、補講を
行いません。詳細はパンフレット「緊急時(悪天 候)における講座の取扱について」をご覧ください。
⑥いったん納入された授業料は登録数不足のためのクラス閉鎖や、それに伴う適当なクラスがない等の当校が責任を負う問題
が生じた場合以外は、いかなる返金にも応じられ ません。ご返金の場合は事務局にて現金でご返金します。
⑦イベントや受講風景を広報目的としてアリアンス・フランセーズ愛知フランス協会サイトや同協会が運営するソーシャル
ネットワーク、パンフレット等に使用することがあります。
⑧プライベートレッスンのキャンセルは前日まで(事務局受付時間内)にご連絡ください。当日にキャンセルをされた場合はそ
の日の授業を行ったものとします。
⑨正常な授業運営を邪魔する生徒は退学処分となりえます。

振込先:三菱東京UFJ銀行 名古屋営業部 普通No.0271185
口座名:授業料口 アリアンスフランセーズ愛知フランス協会 会長 清水順三
インターネットバンキングご利用の場合:ジュギョウリョウグチアリアンスフラ

銀行振込される方へ

●はじめてフランス語を学ぶ方:
まずはスタッフが授業についてご説明します。その後、ご都合の合うクラスをお
選びください。オリエンテーション（左ページ参照）にもぜひご参加ください。

●すでに学習経験のある方:
まず当校ウェブサイトからオンライン レベルチェックを受け、次に実際にフラン
ス人講師と話すオーラルレベルチェックを受けていただきます。オーラルレベル
チェックの予約をしたら、当日はオンラインテストの結果と共にお越しください。

ステップ１：クラスを選ぼう Choisir votre classe

ステップ2：お支払い
クラスが見つかったら次は受講料と登録料をお納めください。
受講料は当協会HP「今学期のクラス表」をご覧ください。※ 料金は消費税込みの値段です。

継続者の方は…
割引期間にお支払いいただくと、登録料が半額の1000円に！この期間（※）をお忘れなく！
（※）銀行振り込みは締切日着金　振り込み先は下記をご覧ください。

AFAFAでは学期ごとに登録料をいただいています。新規の方は
2000円、継続者の方は、割引期間にお支払いいただいた場合
は1000円引きをしますので、この期間をぜひご利用ください。２
学期以上休学された方は新規ご登録となります。

登録料とは？

Paiement

ステップ3：フランス語を楽しもう！
後はクラスの開講日を待つだけ！入門クラスの方に関しては、登録締切日以降スタッフ
が開講日をご連絡します。AFAFAでフランス語を楽しみましょう！

...et vivez le français !

メディアテークには蔵書2500冊、週
刊誌・月刊誌といった雑誌26冊、音
楽CD500 枚、映画のDVD、ビデオと
いった多様なコレクションがそろって
います。また、メディア テークではい
つでもテレビでフランス語放送TV5
がご覧いただけます。



Certifications et tests各種フランス語資格検定試験

CampusFrance-フランス政府留学局は政府による公式機関として、フランス
の高等教育機関への留学を推進 するべく、多くの情報を提供しています。今年
から、アンスティチュ･フランセ東京に設けたインフォメーション・カウンターでも
留学相談をお受 けします。留学をご計画の際はお早めにご連絡ください。

月-金／10:30～19:00　土／10:00～18:00

〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目13番3号
                   NHK名古屋放送センタービル B-1

日・祝日／定休

052-959-1020　FAX:052-959-1024

資格試験
CERTIFICATIONS ET TESTS

文化活動
ACTIVITÉS CULTURELLES

文化活動
ACTIVITÉS CULTURELLES

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会では入門者から最上級者まで
幅広い方々を対象とした公式認定資格が取得できるフランス語資格試験
を実施しています。これら資格はフランス国民教育省をはじめ諸外国の多
くの公的機関からも認定されています。

1985年5月より行われているDELF  DALFは、フラ
ンス国民教育省認定フランス語資格検定試験です。
レベルはA1からC2まで6段階に分かれており、合格
するとディプロム（証書）が発行されます。各々の試験
では、聴解・読解・文章作成・口頭表現の4つの能
力が評価されます。詳しくは下記ホームページまたは
DELF/DALFのパンフレットをご覧ください。

TCFはフランス国民教育省が公認する世界共通のフラ
ンス語能力診断テストです。結果は合否ではなく、得点で
示されます。自分のフランス語能力を早く正確に見極め
ることができるレベルチェックです。試験結果は2年間有
効です。アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会では、
通常年2回(6月、11月)試験を実施します。

問合せ先：日本フランス語試験管理センター　http://www.delfdalf.jp
出願期間：7月8日（土）～9月2日（土）　※ 試験日程はHP「資格試験」のページをご覧ください。

DELF/DALF

TCF (Test de Connaissance du Français) フランス語能力テスト

日　時：6月25日(日) 12時ー16時
会　場：名古屋テレビ塔下    参加費：無料

毎年同時期に開催している国際的な音楽の祭典へ、2017年度も皆様を
ご招待いたします。今年は名古屋テレビ塔の下で行います。今年のプログラ
ムでは、新たなアーティスト、そしておなじみのアーティストも含め、子供か
ら大人までの様々なグループが、世界の音楽とリズムで皆様に感動を与え
ます。お見逃しなく！

日　時：7月14日(金) 18時30分
会　場：ウェスティンナゴヤキャッスル    
参加費：アリアンス・フランセーズ学生・会員5700円、一般8300円
•席に限りがありますので、必ず事前にご予約をお願いします。

アリアンス・フランセーズでは、9月の間ジャック
・プレヴェールの回顧展を行います。フランスの詩
人であり、脚本家、セリフ作者、そして作詞家でも
あった彼の作品には、多くのフランス人が子供時
代から親しみ、青春時代を共にしてきました。この

度アリアンス・フランセーズは、子供向けアニメ作品の上映会と大人向け
映画の上映会、そして賞品の当たるゲームをご用意しています。

アリアンス・フランセーズの学生・会員の皆様には見逃
すことのできない夏の夕べを、今年はフランスの祝日であ
る7月14日に開催致します！祭典でもあり、また交流の
場でもあるこのパーティで、美味しいワインとビュッフェ
に囲まれながら、愛知に住むフランス人やフランス語圏
の人 と々も出会えるでしょう。ご予約はお早めに！

6月10日から10月15日にかけて、名古屋ボストン美術館
において「ボストン美術館 パリジェンヌ展 時代を映す女性
たち」が開催されます。展覧会では、18世紀から20世紀前
半の作品約120点を通して、パリという都市を体現してきた
女性の姿が紹介されます。これを機にアリアンス・フランセー
ズは、名古屋ボストン美術館と共に、アリアンス・フランセー
ズ講師である小林久見子先生のゲストレクチャーに皆様を
お招きします。パリジェンヌの秘密と謎をひも解きましょう。

Fête de la musique 2017　音楽の祭日 2017

Soirée d’été　2017　夏の夕べ2017

Fête de la gastronomie　美食の祭典

日　時：9月1日(金) ～ 30日(土)
会　場： アリアンス・フランセーズ

日　時：9月16日(土) 14時-15時
会　場：名古屋ボストン美術館　5階レクチャールーム
参加費：無料(事前申込制)、要当日入館券 定員40名
申込締切：9/2（土）　お問合せ：名古屋ボストン美術館（052-684-0101）

9月下旬の週末、フランスでは第八回目の美食の祭典が行われます。フランス
の美食は2010年から無形文化遺産に指定されました。そこでアリアンス・フ
ランセーズでも、フランス式の立食パーティで、一緒にこの美食の祭典をお祝い
しましょう。この祭典はまた、France Alumniの会員の方とも交流していただ
く機会でもあります。フランス滞在中の素敵な思い出を紹介していただきます。

Conférence de Mme Kumiko Kobayashi « Parisienne -son image actuelle - »
小林久見子先生ゲストレクチャー「パリジェンヌ　現代のイメージ」

日　時：9月22日(金) 18時30分
会　場： アリアンス・フランセーズ
参加費：アリアンス・フランセーズ学生・会員 1800円、一般　2500円
•席に限りがありますので、必ず事前にご予約をお願いします。

Commémoration du 40ème anniversaire de la disparition de Jacques Prévert
ジャック・プレヴェール没後40周年記念祭


