
＊ 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	:				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 
du mardi au vendredi : 10h-19h / samedi : 10h-18h

月曜・日曜・祝祭日はお休みです。	 	

【ゴールデンウィーク休校のご案内】
4月29日（土）〜5月6日（土）は休校となります。
L’école sera fermée du samedi 29 avril au samedi 6 mai.

●�1番出口�
（昭和ビル）
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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 ］

InstagramTwitterFacebook

LES COURS
FRANÇAIS

フランス政府公認

札幌アリアンス・フランセーズ

フランス語講座案内

2023
春学期  
Cours de printemps 
2023

手軽に 
フランス語

オンライン 
レッスン！

新設！ 
フランス美術の 

愉しみ
土曜 15h-16h30

Un voyage  en France... à Sapporo!

グループレッスン 初心者から上級まで全レベル対応！
プライベート・レッスン ニーズに合わせて！
文化活動 楽しいイベント満載！

LA ROTONDE  © Adam Ling - Unsplash



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』『タンダンス』『アルテレゴ』
『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：2023年6月10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

アミカル2（AMII）
レベル2

タンダンス2（TEII）
レベル2

アミカル2（AMII） タンダンス2（TEII） アルテレゴ2（AEII）
レベル2

エディトB2（EDBII）
レベル3～4

エディトB1（EDBI）
レベル3

アルテレゴ4（AEIV）
レベル4

アルテレゴ4（AEIV）エディトB1（EDBI） エディトB2（EDBII）

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。

スピラル（SP）
レベル0～1

コスモポリト3（CPIII）
レベル3

スピラル（SP）

コスモポリト3（CPIII）

LES COURSCours spécifiques
特別クラス
Ateliers linguistiques （フランス語強化）

フランス語会話 （CF）  （10回）［1レッスン1H30］
フランス語会話の特別クラスをご提案します。多様なテーマを取り上げ、様々な角
度からフランス語を学びながら、オーラル・エクスプレッションのスキルアップを図
りましょう。	 ○対象：レベル2-4　○レッスン日：4月13日開始

フランス語文法 （GF）  FZ（5回）［1レッスン1H30］
話す、書く、読むなどの時に、いつでも理解の支えとして必要な文法の仕組みを
扱います。日頃、疑問に思っていることなどを、どんどんぶつけてみましょう。	 	
	 ○対象：レベル2以上	○レッスン日：	4月11日・25日、5月16日・30日、6月13日

フランス語講読 （LF）  FZ（5回）［1レッスン2H］
良いフランス語で書かれた小説かエッセーを用いて、構文中心に考えながら一緒に読
み解いていく授業です。普段、口語で出会えない表現、構文に出会えるチャンスです。	
	 ○対象：レベル3以上	○レッスン日：	4月19日、5月10日・24日、6月7日・21日

Ateliers culturels （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、様々な媒体を使用しな
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

フランス美術の愉しみ～モンパルナスの仲間たち （HA）   ［1レッスン1H30］
20世紀初頭、芸術の舞台はモンマルトルからモンパルナスへ。日本を含め、世
界各地から膨大な芸術家が集まりました。その中でも「エコール・ド・パリ」と呼ば
れた個性溢れる画家たちの芸術と人生を紹介します。	 ※日本語で行います。
	 ○レッスン日：4月8日・15日・22日、5月13日・20日・27日、6月10日・17日・24日

フランス映画 （CIN） （回数未定）［1レッスン2H］
日本語字幕付きの映画を観て、フランス語で意見交換しましょう。映画好きの方
にお勧めです。	 ○対象：全レベル

Cours pour juniors （ジュニアのためのフランス語 ）

ジュニア・クラス  （JUN） （全5回）［1レッスン1H］ 
ジュニア向けA1レベルの教材を使用して、楽しみながらフランス語を勉強しましょう。		○教材：
Explore	1　○対象：11〜15歳　○レッスン日：4月8日・22日、5月20日、6月17日・24日

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	¥4,100	・	60分	¥5,300	90分	¥7,500	・	120分	¥9,600

2名で受講の場合 45分	各¥2,700	・60分	各¥3,300		90分	各¥4,900	・	120分	各¥6,100

＊	ZoomやSkype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。



Printemps 2023
2023 春学期時間割

月曜 火曜 水曜
10h30
↓
12h30

★中級 ［VA3a］
ヴァリエーション 
講師：マティアス
¥34,100（¥3,100×11回）

●上級［AEIV1］
教材：アルテレゴ4
講師：オロール
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AEII7］
教材：アルテレゴ2
講師：ニコラ
¥31,900（¥2,900×11回）

●中級 ［CPⅢ2a］
教材：コスモポリト3
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

プライベート
レッスン

●上級 ［AEIV5］
教材：アルテレゴ4
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

プライベート
レッスン

●入門 ［SP15b］
教材：スピラル
講師：ダヴィッド
¥30,800（¥2,800×11回）

●初級 ［AEII6］
教材：アルテレゴ2
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

11h00→12h30
★特別クラス ［GC］
ガゼット・キュルチュレル
講師：ニコラ
¥25,850（¥2,350×11回）

プライベートレッスン

13h00
↓
18h00

14h00→15h30
★特別クラス ［GF］FZ**
フランス語文法
講師：コウ(4/11開始)
¥10,000（5回通し）*

プライベート
レッスン

13h00→15h00
★特別クラス ［LF］FZ**
フランス語講読
講師：コウ(4/19開始)
¥14,300（5回通し）*

プライベート
レッスン

14h00→15h30
★特別クラス ［CF］
フランス語会話
講師：オロール(4/13開始)
¥20,000（10回通し）*

プライベート
レッスン

プライベート
レッスン

18h30
↓
20h30

★上級 ［VA4a］FZ**
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥31,000（¥3,100×10回）

●入門 ［SP4］
教材：スピラル
講師：平岡智成
¥30,800（¥2,800×11回）

●入門 ［SP15a］
教材：スピラル
講師：ダヴィッド
¥30,800（¥2,800×11回）

●初級 ［AMII10a］FZ**
教材：アミカル2
講師：オロール
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AE8］
教材：アルテレゴ2
講師：ニコラ
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級 ［AMII8］
教材：アミカル2 
講師：ニコラ
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AMII20］
教材：アミカル2 
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級 ［TEII6a］
教材：タンダンス2
講師：ダヴィッド
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AMII22］
教材：アミカル2
講師：ダヴィッド
¥31,900（¥2,900×11回）

●中・上級 ［EDBII9］
教材：エディトB2
講師：オロール
¥31,900（¥2,900×11回）

★中級 ［VA3b］
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥34,100（¥3,100×11回）

●初級［TEII6b］
教材：タンダンス2
講師：ダヴィッド
¥31,900（¥2,900×11回）

★上級 ［VA4b］
ヴァリエーション 
講師：オロール
¥34,100（¥3,100×11回）

18h30-20h00
又は19h00-20h30

★特別クラス FZ**
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（3回）

♥ 初めてクラス　●教科書使用クラス　★ ヴァリエーションおよび特別クラス

プライベート
レッスン及び
事務局業務は

休みです。

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。

2023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
札幌では実施致しません。
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）2023年6月18日（日）　2次（1・2・準2級口述）2023年7月16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。

Printemps 2023
2023 春学期時間割

2023年4月4日（火）〜 6月24日（土）
継続手続期間：3月9日（木）〜30日（木）
※�ダヴィッド先生クラスのレッスン日　　　�火曜日：�4/4～6/20�
水曜日：�3/29～6/21�【休講】6/7� 木曜日：�4/6～6/22�
金曜日：�3/31～6/23�【休講】6/9� 土曜日：�4/1～6/24【休講】6/10
※月曜・日曜・祝祭日はお休みです。

木曜 金曜 土曜
10h30
↓
12h30

★中級 ［VA3a］
ヴァリエーション 
講師：マティアス
¥34,100（¥3,100×11回）

●上級［AEIV1］
教材：アルテレゴ4
講師：オロール
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AEII7］
教材：アルテレゴ2
講師：ニコラ
¥31,900（¥2,900×11回）

●中級 ［CPⅢ2a］
教材：コスモポリト3
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

プライベート
レッスン

●上級 ［AEIV5］
教材：アルテレゴ4
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

プライベート
レッスン

●入門 ［SP15b］
教材：スピラル
講師：ダヴィッド
¥30,800（¥2,800×11回）

●初級 ［AEII6］
教材：アルテレゴ2
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

11h00→12h30
★特別クラス ［GC］
ガゼット・キュルチュレル
講師：ニコラ
¥25,850（¥2,350×11回）

プライベートレッスン

13h00
↓
18h00

14h00→15h30
★特別クラス ［GF］FZ**
フランス語文法
講師：コウ(4/11開始)
¥10,000（5回通し）*

プライベート
レッスン

13h00→15h00
★特別クラス ［LF］FZ**
フランス語講読
講師：コウ(4/19開始)
¥14,300（5回通し）*

プライベート
レッスン

14h00→15h30
★特別クラス ［CF］
フランス語会話
講師：オロール(4/13開始)
¥20,000（10回通し）*

プライベート
レッスン

プライベート
レッスン

18h30
↓
20h30

★上級 ［VA4a］FZ**
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥31,000（¥3,100×10回）

●入門 ［SP4］
教材：スピラル
講師：平岡智成
¥30,800（¥2,800×11回）

●入門 ［SP15a］
教材：スピラル
講師：ダヴィッド
¥30,800（¥2,800×11回）

●初級 ［AMII10a］FZ**
教材：アミカル2
講師：オロール
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AE8］
教材：アルテレゴ2
講師：ニコラ
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級 ［AMII8］
教材：アミカル2 
講師：ニコラ
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AMII20］
教材：アミカル2 
講師：マティアス
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級 ［TEII6a］
教材：タンダンス2
講師：ダヴィッド
¥31,900（¥2,900×11回）

●初級［AMII22］
教材：アミカル2
講師：ダヴィッド
¥31,900（¥2,900×11回）

●中・上級 ［EDBII9］
教材：エディトB2
講師：オロール
¥31,900（¥2,900×11回）

★中級 ［VA3b］
ヴァリエーション
講師：ニコラ
¥34,100（¥3,100×11回）

●初級［TEII6b］
教材：タンダンス2
講師：ダヴィッド
¥31,900（¥2,900×11回）

★上級 ［VA4b］
ヴァリエーション 
講師：オロール
¥34,100（¥3,100×11回）

18h30-20h00
又は19h00-20h30

★特別クラス FZ**
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（3回）

10h30
↓
12h30

♥初めてクラス ［SP1］
教材：スピラル
講師：マティアス(4/8開始)
¥28,000（¥2,800×10回）

●中級 ［CPIII2b］
教材：コスモポリト3
講師：ダヴィッド
¥29,000（¥2,900×10回）

●中・上級 ［EDBII6］
教材：エディトB2
講師：ニコラ
¥29,000（¥2,900×10回）

14h00
↓
16h00

●入門 ［SP8］
教材：スピラル
講師：オロール
¥28,000（¥2,800×10回）

●初級［TEII4］
教材：タンダンス2
講師：マティアス
¥29,000（￥2,900ｘ10回）

●初級 ［AMII10b］
教材：アミカル2
講師：ダヴィッド
¥29,000（¥2,900×10回）

15h00→16h30
★特別クラス ［HA］
フランス美術の愉しみ
講師：柴 勤
¥18,000（9回通し）*

16h15
↓
18h15

16h15→17h15
★特別クラス ［JUN］
ジュニアクラス
講師：オロール
¥10,000（¥2,000×5回）

16h15→18h15
★特別クラス ［CIN］ 
フランス映画
講師：オロール
各¥1,000（回数未定）

16h30→18h00
★特別クラス
フランス・アラカルト・セミナー
講師：札幌日仏協会会員
¥1,500（1回）

* 受講は通しが基本ですが、場合によっては単発
（LF：￥3,100、GF・CF・HA：各￥2,200）
も可能となります。
**  FZ（＝Full Zoom）と記載のあるクラスは学期

を通して、Zoomによるオンライン授業です。
授業で使用するプリントは基本的にすべてオン
ラインでの提供となります。

♥ 初めてクラス　●教科書使用クラス　★ ヴァリエーションおよび特別クラス

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。

2023年 
春季試験 
日程

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、欧州共通基準の6段階で判定します（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：2023年6月4日（日）10 :30～12 :00（必須試験）
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冬学期受講生11,000円）　願書受付期間：3月7日（火）～4月13日（木）　
※補足試験及びTCFカナダ・ケベックについては、事務局にお問い合わせください。
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Activités
アリアンス・フランセーズは
様 な々活動をしています。
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、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。
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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： 原則として受講料は、登録受付期間中にお支払いいただきます。
新規ご登録の場合は、随時お受けいたします。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

Nicolas
ニコラ

Matthias
マティアス

David
ダヴィッド

Aurore
オロール

Koh
コウ



ACTIVITÉS
CULTURELLES

6月（予定）
フェット・ド・ラ・ミュージック
Juin : Fête de la musique

文化活動

春春の得々キャンペの得々キャンペーーン!!ン!!
お友達紹介
•ご入会者：クラス見学無料
• ご紹介者：フランス・アラカルト・セミ
ナー、特別クラスのフランス語会話
の中からお好きな回を、お一人ご紹
介につき1回無料受講*
＊ AF生及びSFJ会員からご紹介いただいた方がご
登録の場合に限ります。尚、定員に達している場
合、受講できないことがあります。

初心者クラス登録
入会金無料に加え
て、AFオリジナル春の
クリアファイル他お楽
しみプレゼントが
あります。

の中からお好きな回を、
介につき1回無料受講*
＊ AF生及びSFJ会員からご紹介いただいた方がご

しみプレゼントが
あります。
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ACTIVITÉS 
CULTURELLES

4月8日（土） 16h30-18h00 
知られざるフランスとアイヌの人々との繋がりを探る（4）
松前藩家老・蠣崎波響の最高傑作とされる「夷酋列像」がフランス・ブザンソ
ンに渡ったナゾを解くシリーズ４回目。 いよいよ今回からナゾの核心に迫りま
す。 最も怪しいとされるのが幕末の箱館に４年間滞在したフランス人神父、
メルメ・カションです。 カションは現在のカトリック元町教会の創設者であり、
出身地はブザンソン近郊の村でした。 カションの足跡を辿ってみましょう。  
 講師：加藤利器（元北海道新聞パリ特派員、札幌日仏協会理事長）

4月14日（金） 19h00-20h30 FZ 
フランス語で読む「やさしい」詩と「むずかしい」詩2編（1）
ここに言う「やさしい」、「むずかしい」は語学的難易度を指すこともあれば文
学的味わいについて言われることもあります。 初回は La Mer (Charles Trenet)

と Brise marine (Stéphane Mallarmé)を取り上げます。（1回完結形式）  
 講師：高橋純（小樽商科大学名誉教授）

5月19日（金） 18h30-20h00
春のフランス語句会
季題は自由です。  
※コロナ感染の状況によってはZoomでのオンライン句会になります。 
 講師：江口修（小樽商科大学名誉教授）

6月23日（金） 19h00-20h30 （変更の可能性あり、Zoom開催） 
〈生〉の諸相　～ミシェル・アンリとニーチェ
ミシェル・アンリは〈生〉をこの上なく重視した哲学者ですが、その発想の背景
には、ニーチェの深い影響があります。この講義では特にニーチェの『悲劇の
誕生』を主題としながらそのアンリへの影響を考え、〈生〉の諸相を捉えること
を目指しましょう。 
 講師：村松正隆（北海道大学大学院文学研究院教授）

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。	 参加費：1回1,500円（要予約）


