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LES COURS
FRANÇAIS

Cours de langue générale
総合フランス語講座
授業は基本的に「ヨーロッパ共通参照レベル」に則って構成されています。
講師は外国人向けフランス語教育のスペシャリストです。『スピラル』『アミカル』
『アジャンダ』『エディト』等広く認められた教材を使用して、みなさまのフラン
ス語学習をお手伝いします。

＊								各レベルおよそ100～200時間の学習を標準としていますが、上記のレベルは一つの指標にすぎません。
年齢、学習リズム、母国語、学習環境、あるいは目的にもよりますので、相対的基準としてお考えください。

レベル1｜Débutant DELF A1／TCF100〜199点
フランス語の基礎レベル。日常生活での単純かつ具体的な状況が理解できる。相
手がゆっくり話す場合は、簡単なコミュニケーションも可能。

レベル2｜Elémentaire DELF A2／TCF200〜299点
フランス語の初歩をマスター。身近な分野の単文を理解する。慣れた状況であれば、
コミュニケーションが可能。自分に関する話題を単純なフレーズで表現できる。

レベル3｜ Intermédiaire DELF B1／TCF300〜399点
限界はあるが、フランス語を効果的にマスターしている。旅行会話程度は問題なく、
興味のある分野について話したり、計画や考えを手短に説明することができる。

レベル4｜Avancé DELF B2／TCF400〜499点
フランス語をある程度自由に使うことができる。複雑なテキストの要点を理解したり、
専門的な内容の会話に加わり、明確かつ詳細に意見を述べることができる。

レベル5｜Supérieur DALF C1／TCF500〜599点
含みのある難解な長文を理解することができる。社会環境やより専門的、学術的な
テーマについて、流暢かつ論理的に話すことができる。

レベル6｜Maîtrise DALF C2／TCF600〜699点
読むもの、聞くものを即座に理解し、的確に要約することができる。複雑なテーマ
についても、微妙なニュアンスを理解し、優れたフランス語を使いこなす。

入
門

初
級

中
級

上
級

初心者向け体験レッスン
フランス人講師によるレッスン1時間に加えて、フランス語・フランス文化に興味
をお持ちの方の疑問・質問にお答えします。

●対象：全くの初心者　●受講料：1,000円

日時：2018年6月2日（土） 16時30分～18時（要予約）
＊フランス語学習経験のある方は、レベルチェック（要予約・無料）後、クラス見学（有料）ができます。

♥

使用教材

エディト
B1

（EDBI）
レベル3

クール・サン・メソッド（CSM）レベル2　いくつかの教材のコピーを用いて、B1レベルを目指します。
ヴァリエーション（VA）レベル2～4　教材を離れ、より自由な形でフランス語を学びます。

アジャンダ
3

（AGIII）
レベル3

スピラル
（SP）
レベル0～1

アミカル
2

（AMII）
レベル2

アジャンダ
2

（AGII）
レベル2

エディト
B2

（EDBII）
レベル3～4



LES COURSCours spécifiques
特別クラス

Atelier linguistique （フランス語強化） 

発音矯正 （PHO）	 ［1レッスン1H］
フランス語の発音の仕方を勉強して、一緒に練習しましょう。特に日本人が苦手な発
音に焦点をあて、聴き取り・発音と綴り・口の動き等のエクササイズをしながら、どのよう
に発音の難しさを克服できるかを実感してもらいます。	 ○対象：全レベル

Atelier culturel （文化講座）

ガゼット・キュルチュレル （GC）	 ［1レッスン1H30］
文化・芸術・文学・歴史・地方・宗教・美食等のテーマを取り上げ、様 な々媒体を使用
しながら、皆さんが持っている知識や意見を交換したいと考えています。	 	
	 ○対象：レベル3以上

フランスをもっと楽しむためのギリシア神話入門 
－フランス近代文学の神話－ （GRE）	 ［1レッスン1H30］

ギリシア神話はフランスの芸術に様 な々インスピレーションを与えてきました。フランス近
代の文学作品とその元ネタとなったギリシア神話を紹介します。	 	
	 ○対象：全レベル	＊日本人講師が日本語で行います。
1回目：5月12日（土）：�ナルキッソスの神話とポール・ヴァレリーの『ナルシス語る』
2回目：5月26日（土）：�プロメテウスの神話とアンドレ・ジッドの『鎖のやわだったプロメテウス』
3回目：6月9日（土）：オルフェウスの神話とジャン・コクトーの『オルフェ』
4回目：6月23日（土）：オレステスの神話とサルトルの『蠅』

Cours pour les enfants  （子どものためのフランス語） 

子どもクラス 	（ENF）	 ［1レッスン45min］	
歌やゲームを楽しみながらフランス語を勉強します。画像や映像を通して、フランス語に
親しんでみましょう。	 ○対象：7〜9歳

Cours particuliers
プライベート・レッスン
プライベート・レッスンは基本的に曜日・時間固定の担任制です。

1名で受講の場合 45分	¥4,000	・	60分	¥5,200	・90分	¥7,400	・	120分	¥9,500

2名で受講の場合 45分	各¥2,600	・60分	各¥3,200	・	90分	各¥4,800	・	120分	各¥6,000

＊	スカイプによるオンライン・レッスンも可能です。		
詳細及び上記以外のご要望については、事務局にお問い合わせください。

Nouveau!



月曜 火曜 水曜

Printemps 2018
2018 春学期時間割

Certifications 試験　 公的機関による試験を受けてフランス語能力を証明したい方へ。 札幌アリアンス・フランセーズは、DELF・DALF、DAPF（仏検）、TCFの実施校です。

2018年
春季試験
日程

DELF・DALF（フランス語資格試験）｜フランス国民教育省公認
札幌会場では実施されません。他の試験会場・日程等の詳細は、 
日本フランス語試験管理センターのHP（www.delfdalf.jp）をご覧ください。

DAPF（実用フランス語技能検定試験）｜日本文部科学省後援
1次（筆記）：6月17日（日）　2次（1･2･準2級口述）：7月15日（日） 
詳細はフランス語教育振興協会のHP（www.apefdapf.org）をご覧ください。

10h30
↓
12h30

♥初めてクラス	［SP1a］
教材：スピラル
講師：レイラ（4/10〜）
¥27,000（¥2,700×10回）
●中・上級［EDBII5］
教材：エディトB2
講師：ダヴィッド（5/29休）
¥28,000（¥2,800×10回）
★中級	［VA3a］
ヴァリエーション	
講師：マティアス
¥33,000（¥3,000×11回）

プライベート
レッスン

●初級［AMII22a］
教材：アミカル2
講師：ニコラ
¥30,800（¥2,800×11回）
●中級	［EDBI3］
教材：エディトB1
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）

プライベート
レッスン

●中・上級 ［EDBII6］
教材：エディトB2
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）

プライベート
レッスン

●初級［AMII3］
教材：アミカル2
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）
★初級	［CSMb］
クール・サン・メソッド
講師：レイラ
¥33,000（3,000×11回）

プライベート
レッスン

13h00
↓
18h00

プライベート
レッスン

14h00→15h30
★特別クラス ［GC］
ガゼット･キュルチュレル
講師：ニコラ
¥25,300（¥2,300×11回）

プライベート
レッスン

プライベート
レッスン

プライベート
レッスン

13h00→15h00
●初級	［AGII8］
教材：アジャンダ2
講師：レイラ
¥30,800（¥2,800×11回）

プライベート
レッスン

18h30
↓
20h30

★初級	［CSMa］
教材：クール・サン・メソッド
講師：レイラ
¥33,000（3,000×11回）
★上級	［VA4a］
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥33,000（3,000×11回）

●初級	［AMII6］
教材：アミカル2
講師：マリヴォンヌ
¥30,800（¥2,800×11回）
●初級	［AMII16a］
教材：アミカル2
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）
●初級［AMII16b］
教材：アミカル2
講師：ダヴィッド（5/29休）
¥28,000（¥2,800×10回）
●初・中級	［SAII8］
教材：セゾン2
講師：ニコラ
¥30,800（¥2,800×11回）

♥初めてクラス ［SP1b］
教材：スピラル
講師：ニコラ（4/11〜、4/18休）
¥24,300（¥2,700×9回）
●入門	［SP9］
教材：スピラル
講師：レイラ
¥29,700（¥2,700×11回）
●初級	［AMII1］
教材：アミカル2
講師：セドリック
¥30,800（¥2,800×11回）
★中級［VA3b］
ヴァリエーション
講師：ダヴィッド（5/30休）
¥30,000（3,000×10回）

●入門 ［SP3］
教材：スピラル
講師：マリヴォンヌ
¥29,700（¥2,700×11回）
●中級	［EDBI4a］
教材：エディトB1
講師：ダヴィッド
¥30,800（¥2,800×11回）
★中級	［VA3c］
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥33,000（3,000×11回）

●入門	［SP16a］
教材：スピラル	講師：ダヴィッド
¥29,700（¥2,700×11回）
●初級［AMII22b］
教材：アミカル2　講師：ニコラ
¥30,800（¥2,800×11回）
★上級	［VA4b］
ヴァリエーション	
講師：マティアス
¥33,000（3,000×11回）
19h00→20h30

★特別クラス ［SP1a］
フランス・アラカルト・セミナー
講師：札幌日仏協会会員
各¥1,500（全3回）



木曜 金曜 土曜

Certifications 試験　 公的機関による試験を受けてフランス語能力を証明したい方へ。 札幌アリアンス・フランセーズは、DELF・DALF、DAPF（仏検）、TCFの実施校です。

2018年
春季試験
日程

DELF・DALF（フランス語資格試験）｜フランス国民教育省公認
札幌会場では実施されません。他の試験会場・日程等の詳細は、 
日本フランス語試験管理センターのHP（www.delfdalf.jp）をご覧ください。

DAPF（実用フランス語技能検定試験）｜日本文部科学省後援
1次（筆記）：6月17日（日）　2次（1･2･準2級口述）：7月15日（日） 
詳細はフランス語教育振興協会のHP（www.apefdapf.org）をご覧ください。

TCF（フランス語学力テスト）｜フランス国民教育省公認
TCFは世界共通のフランス語学力診断テスト。 点数に応じて、欧州共通基準（CECRL）の6
段階で判定されます（2年間有効）。
■ 試験内容（必須試験） ：  全76問／85分／選択方式    

聴解29問／語彙 ・ 文法18問／読解29問
■ 試験日程 ： 6月10日（日）10:30~12:00　■ 試験センター／願書提出先 ： 札幌アリアンス･フランセーズ
■ 受験料 ： 12,000円（AF春学期受講生11,000円）　■ 願書受付期間 ： 3月26日（月）〜4月26日（木）
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10h30
↓
12h30

♥初めてクラス	［SP1a］
教材：スピラル
講師：レイラ（4/10〜）
¥27,000（¥2,700×10回）
●中・上級［EDBII5］
教材：エディトB2
講師：ダヴィッド（5/29休）
¥28,000（¥2,800×10回）
★中級	［VA3a］
ヴァリエーション	
講師：マティアス
¥33,000（¥3,000×11回）

プライベート
レッスン

●初級［AMII22a］
教材：アミカル2
講師：ニコラ
¥30,800（¥2,800×11回）
●中級	［EDBI3］
教材：エディトB1
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）

プライベート
レッスン

●中・上級 ［EDBII6］
教材：エディトB2
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）

プライベート
レッスン

●初級［AMII3］
教材：アミカル2
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）
★初級	［CSMb］
クール・サン・メソッド
講師：レイラ
¥33,000（3,000×11回）

プライベート
レッスン

13h00
↓
18h00

プライベート
レッスン

14h00→15h30
★特別クラス ［GC］
ガゼット･キュルチュレル
講師：ニコラ
¥25,300（¥2,300×11回）

プライベート
レッスン

プライベート
レッスン

プライベート
レッスン

13h00→15h00
●初級	［AGII8］
教材：アジャンダ2
講師：レイラ
¥30,800（¥2,800×11回）

プライベート
レッスン

18h30
↓
20h30

★初級	［CSMa］
教材：クール・サン・メソッド
講師：レイラ
¥33,000（3,000×11回）
★上級	［VA4a］
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥33,000（3,000×11回）

●初級	［AMII6］
教材：アミカル2
講師：マリヴォンヌ
¥30,800（¥2,800×11回）
●初級	［AMII16a］
教材：アミカル2
講師：マティアス
¥30,800（¥2,800×11回）
●初級［AMII16b］
教材：アミカル2
講師：ダヴィッド（5/29休）
¥28,000（¥2,800×10回）
●初・中級	［SAII8］
教材：セゾン2
講師：ニコラ
¥30,800（¥2,800×11回）

♥初めてクラス ［SP1b］
教材：スピラル
講師：ニコラ（4/11〜、4/18休）
¥24,300（¥2,700×9回）
●入門	［SP9］
教材：スピラル
講師：レイラ
¥29,700（¥2,700×11回）
●初級	［AMII1］
教材：アミカル2
講師：セドリック
¥30,800（¥2,800×11回）
★中級［VA3b］
ヴァリエーション
講師：ダヴィッド（5/30休）
¥30,000（3,000×10回）

●入門 ［SP3］
教材：スピラル
講師：マリヴォンヌ
¥29,700（¥2,700×11回）
●中級	［EDBI4a］
教材：エディトB1
講師：ダヴィッド
¥30,800（¥2,800×11回）
★中級	［VA3c］
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥33,000（3,000×11回）

●入門	［SP16a］
教材：スピラル	講師：ダヴィッド
¥29,700（¥2,700×11回）
●初級［AMII22b］
教材：アミカル2　講師：ニコラ
¥30,800（¥2,800×11回）
★上級	［VA4b］
ヴァリエーション	
講師：マティアス
¥33,000（3,000×11回）
19h00→20h30

★特別クラス ［SP1a］
フランス・アラカルト・セミナー
講師：札幌日仏協会会員
各¥1,500（全3回）

10h30
↓
12h30

●中級	［EDBI4b］
教材：エディトB1
講師：ニコラ
¥30,800（¥2,800×11回）
●中級	［AGIII10］
教材：アジャンダ3
講師：レイラ
¥30,800（¥2,800×11回）
★初級	［VA2］
ヴァリエーション
講師：マティアス
¥33,000（¥3,000×11回）
★中・上級	［VA3-4］
ヴァリエーション
講師：ダヴィッド
¥33,000（¥3,000×11回）

14h00
↓
16h00

●入門 ［SP16b］
教材：スピラル
講師：マティアス
¥29,700（¥2,700×11回）
●初級	［AGII3］
教材：アジャンダ2
講師：ダヴィッド
¥30,800（¥2,800×11回）
14h00→15h30

★特別クラス	［GRE］
ギリシャ神話
講師：川本愛
¥9,000（全4回通し）＊

16h30
↓
18h00

16h30→17h15
★特別クラス ［ENF］
子どもクラス
講師：ダヴィッド
¥6,000（¥1,500×4回）
16h30→17h30

★特別クラス	［PHO］
発音矯正
講師：ダヴィッド
各¥2,000（全4回）

♥ 初心者クラス
● 教科書使用クラス
★ ヴァリエーションおよび特別クラス

＊		受講は4回通しが基本ですが、場合によっ
ては単発（1回￥2,500）も可能となります。

2018年4月2日（月）〜 6月23日（土）
登録受付期間：3月5日（月）〜29日（木）
＊4月30日（月）～5月5日（土）は休校となります。 
＊水曜日の初心者クラス（SP1b）：4月18日は休講となります。 
＊ダヴィッド先生の火・水曜日クラス：5月29・30日は休講となります。



＊ 大通駅1番出口（昭和ビル）から徒歩5分
＊ 狸小路5丁目と6丁目の間を北に曲がってすぐ

	 受付時間	:				月曜日／12時〜19時		 	
火〜金曜日／10時〜19時	 	
	土曜日／10時〜18時

登録・授業料の支払い、図書の貸出し等の図書館利用、各種問
合せ等は	上記の時間内でお願いいたします。
Horaires d’ouverture de l’accueil 
lundi : 12h-19h / du mardi au vendredi : 10h-19h / samedi : 10h-18h

日曜・祝祭日はお休みです。
L’école sera fermée du lundi 30 avril au samedi 5 mai, et les dimanches.

【ゴールデンウィーク休校のご案内】
4月30日（月）〜5月5日（土）、事務局業務はお休みさせていた
だきます。
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フランス政府公認

札幌アリアンス・フランセーズ
● フランス語学校 une école de français
● 文化センター un centre culturel
● インフォメーションスペース un espace d’information 
● 出会いと交流の場所 un lieu de rencontres et d’échanges

〒060-0062	札幌市中央区南2条西5丁目10-2
南2西5ビル2F
TEL 011-261-2771  FAX 011-261-1507
Minami 2 Nishi 5 bldg.2F, 10-2, Minami 2 Nishi 5,
Chuo-ku, 060-0062 Sapporo
http://www.afsapporo.jp
E-mail : bureau@afsapporo.jp

［ 札幌アリアンス・フランセーズ公式SNS ］

TwitterFacebook
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Activités
アリアンス・フランセーズは
様々な活動をしています。

A
lliance Française de Sapporo

札幌アリアンス・フランセーズでは、ヨーロッパ共通参照レ
ベルに従い、各レベル毎に様々な講座をご用意しています。
初心者以外の方には、レベルチェックのテストを受けていた
だいた後、最も相応しいレベルの講座をご提案します。

●　●　●

総合フランス語講座に加え、フランス語のみならずフランス
文化に興味をお持ちの方々のご要望にお応えできるよう、学
期ごとにフランス語強化や文化講座等、様々なアトリエを提
案しています。

●　●　●

メディアテック（図書室）は現代のフランスに関するインフォメ
ーション・センターとして、5,000冊を越える書籍・雑誌を
収蔵。ギャラリーやカフェテリアとしてご利用いただけるスペ
ースも備えています。札幌アリアンス・フランセーズは、教育
及び文化活動に対する革新的かつ大胆なアプローチを展開
し、親しみやすい雰囲気の中でフランス語を学習していただ
くために、最適な環境をご提供します。

アリアンス・フランセーズはフランス外務省から補助を受け、
世界138カ国で約40万人の方たちに
フランス語を教えている非営利の協会です。
100年以上前から、五大陸にフランス語とフランス文化を
普及させ、文化交流を活発にすることを目的として
活動しています。

フランス政府留学局（CampusFrance）日本支局
http://japon.campusfrance.org

フランスの教育制度、教育機関、生活に関する様々な情報を
ウェブサイトにて提供し、お問い合わせにも対応しています。

フランスの国際ニュース番
組FRANCE24放映中
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くために、最適な環境をご提供します。
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ACTIVITÉS
CULTURELLES

Professeurs
札幌アリアンス・フランセーズの講師

Conditions générales
入学規則
1：	初めての登録の際には入会金2,000円・年会費4,000円が必要
です。2年目以降は年会費のみいただきます。これには、札幌日仏
協会の年会費も含まれています。

2：	原則として入会金・受講料は、登録受付期間中にお支払いいた
だきます。入会の際には、身分証明用の写真を１枚ご用意くださ
い。

3：	一度お支払いいただいた入会金・受講料は、入会・受講を取り
やめた場合でも払い戻しいたしかねます。

4：	受講料は、新学期開始後2週間以内にお支払いいただけない場
合、10％増しとさせていただきます。

5：	受講料は全期分または半期分のみの2種類の設定となります。
出席回数には関係ありません。

6：	定員（6名）に達しない場合は、クラスの開講を取りやめることが
あります。あらかじめご了承ください。その際の受講料は払い戻し
いたします。

7：	学生割引（26歳以下）があります。お支払いの際、学生証の提示
が必要です。

8：	複数クラス受講割引、夫婦割引があります。詳しくは事務局へお
尋ねください。

9：	フランス語履修者で初めて当学院の授業を受けられる方、半期
以上休学された方、新学期登録時にクラス変更（レベルアップ）ご
希望の方は、レベルチェックを受けていただきます（要予約）。

10：	学期中のクラス変更は、原則としてできません。レベル等の問題
で担任講師の指示があった場合は、事務局にご相談ください。

＊割引の併用はできません。
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アンスティチュ・フランセ日本の
自宅学習プログラム

自宅にいながらにして、通学コースと同等のフランス語スキルが習得できるオンラインコースと通信コース。初心者レベルからいくつかのコースをご用意しています。
詳しくはwww.institutfrancais.jp/cad

Leïla
レイラ

Cédric
セドリック

Nicolas
ニコラ

Maryvonne
マリヴォンヌ

Matthias
マティアス

David
ダヴィッド



ACTIVITÉS 
CULTURELLES

文化活動

Café des amis カフェ・デ・ザミ
土曜日16h30-17h30、AFカフェテリアに集合	!!　参加費	：	500円

≪カフェ・デ・ザミ≫は1学期に1回土曜日
16h30-17h30、AFカフェテリアで飲物片手に
フランス語でおしゃべりする楽しい時間。レ
ベルに関係なく、どなたでも
ワンコイン（500円）で参加
できます。
＊				イベント等により開催できない場合が
あります。詳細は事務局まで。

Séminaires フランス・アラカルト・セミナー
札幌日仏協会よりフランス通の講師を迎えて、様々な角度からフランスの魅力
に迫ります。
1回1,500円　定員15名（要予約）

1回目　5月11日（金）�19h00-20h30
詩で春を！�フランス詩とHAIKUにチャレンジ！
春を歌ったフランス詩を味読して、短詩形でフランス語を鍛えましょう。	
	 講師：江口修（小樽商科大学名誉教授）

2回目　6月8日（金）�19h00-20h30
フランス文学「らしさ」を考えてみよう
フランス文学とかドイツ文学とかいうように国名や民族名を冠した文学スタイ
ルの差別化には意味があるのかを、ロマン・ロランとアンドレ・ジッドを比較し
ながら検討してみましょう。	 講師：高橋純（小樽商科大学名誉教授）

3回目　6月15日（金）�19h00-20h30
フーコーを読もう（1）
没後30年以上経つフーコーですが、その人気・重要性は衰えません。今
回のセミナーでは、フーコーがヨーロッパの「学問」をどのように捉えたのか、
この問題を考えてみましょう。	 	
	 講師：村松正隆（北海道大学大学院文学研究科准教授）



ACTIVITÉS 
CULTURELLES

bouquiniste@AFS
4月3日（火）～14日（土）
フランス語・フランス関連の�
古本市
フランス語の小説や実用書、絵本、雑誌
に加え、文房具やノートなど豊富な品揃
え。掘出し物満載です！

4月18日（水）
<フランコフォニー月間>� � � � �
イタリア人BD作家ラウラ・イョーリオ＆ロベルト・リッチを囲んで
mercredi 18 avril : <Le mois de la francophonie>  
Rencontre avec Laura IORIO et Roberto RICCI, auteurs de BD italiens

5月8日（火）～19日（土）
細川亜矢極細切り絵展
du 8 au 19 mai :  
Exposition de Kirigami : Aya HOSOKAWA

6月1日（金）
午後のチーズとワインを楽しむ会� � � �
会場：プレミアホテルTSUBAKI札幌
vendredi 1er juin :  
Matinée de vins et fromages français 
Premier Hôtel Tsubaki Sapporo

6月6日（水）～23日（土）
アリアンス・フランセーズ財団主催� � � �
第7回国際写真コンクール作品展� � � �
『 ��LA�MODE�ET�LES�CODES�VESTIAIRES� � �
～ファッションとドレスコード』

du 6 au 23 juin :  
Exposition de photographies du concours international  
de la Fondation Alliance Française

6月23日（土）
フェット・ド・ラ・ミュージック
samedi 23 juin : Fête de la musique

レストラン ボルドー　フレンチディナーブッフェ開催中！！
3階レストラン・ボルドーでは、ご好評につき、毎週金・土曜日に限り、
ディナータイムのフレンチブッフェを開催中です！


