フランス週間

Semaine française

2012年6月30日（土）～7月7日（土）

Samedi 30 juin-Samedi 7 juillet 2012

タイトル

日時

場所

内容

Titre

Date et heure

Lieu

Contenu

特別公演

6月22日（金）

野外ステージ

関西ではタカラヅカとならんで有名な歌劇団が京都南座

12時30分～

（12号館前）

での 「レビュー in Kyoto」 公演の宣伝をおこないます。

雨天決行

トップスター桜花昇ぼるをはじめ、OSK日本歌劇団のメン

OSK日本歌劇団による
スペシャルステージ
Démonstration
spéciale d'OSK

13時10分
Vendredi 22 juin
12h30-13h10

Théâtre en plein バーが華やかなステージを繰り広げます。
air (devant le
bâtiment n° 12,

même en cas de
pluie)
［来聴自由
Entrée libre］
展示：トゥール・ド・ 6月30日（土）～
フランス

7月7日（土）

Exposition « Le Tour Samedi 30 juin de France »

1号館

７ 月 は フ ラ ン ス で は 自 転 車 ロ ー ド レ ー ス Tour

Bâtiment n° 1

Franceの月。フランス各地の街がコースになり、お祭

［見学自由

りムードで盛り上がります。それにちなみ、フランス

Samedi 7 juillet Entrée libre］

de

週間では、フランス各地（パリ、アンジェ、ナント、
ディジョン、ブザンソン等）の紹介をするパネル展示
を行います。

「全日本学生フランス 6月30日（土）
語弁論大会」学内予選
Concours interne
d’éloquence française

14時00分～
Samedi 30 juin
à 14h00

11号館2階
ラウンジ
Lounge

11月10日(土) 本学で行われる第44回「全日本学生フラ
ンス語弁論大会」の予選。学内の学生によるスピーチ
が繰り広げられ、本大会への出場者３名を決定しま

(Bâtiment n° 11) す。
［来聴自由
Entrée libre］

フランス語学科卒業生 6月30日（土）
による就職懇談会
Orientation
professionnelle par

17時00分 ～
Samedi 30 juin
à 17h00

les anciens étudiants

11号館2階
ラウンジ
Lounge

航空(ANA）・旅行(西日本 JTB）・ホテル(ホテルオー
クラ)・通訳その他で活躍しているフランス語学科の
卒業生を囲んで話を聞きます。将来の仕事についてア

(Bâtiment n° 11) ドヴァイスをいただくことは、就職活動への展望を開
［学内者対象

く良い機会となります。懇談会後、茶話会もありま

Pour les

す。

étudiants et le
personnel de
Gaidai］
クロード・ジェルマン 7月3日（火）
教授講演 : カナダの言
語事情について
Conférence du Prof.
Claude Germain :

15時00分～
Mardi 3 juillet
à 15h00

1号館7階
171教室

ケベック大学モントリオール校教授のクロード・ジェ
ルマン先生が、カナダの言語事情について、平易なフ

Salle 171

ランス語でお話して下さいます。興味深いお話が伺え

［来聴自由

ることでしょう。

Entrée libre］

先生のプロフィール：オタワ大学哲学科博士、エク

« Situation

ス・マルセイユ大学言語学博士、モントリオール大学

linguistique au

DES（博士論文執筆資格）課程修了、モントリオール

Canada »

大学CAPES（中等教育免状）取得

ファッションショー
Défilé de mode

7月4日（水）
18時30分～
Mercredi 4 juillet
à 18h30

11号館2階
ラウンジ
Lounge

フランス語学科恒例のファッションショー。有名ブラ
ンドのファッションを再現し、解説します。学生有志
のモデルによるショーをスクリーンや音響、映像を駆

(Bâtiment n° 11) 使しながら行います。今年のテーマはトリコロール。
［来聴自由
Entrée libre］

音楽とダンスの夕べ

7月6日（金）

野外ステージ

毎年6月21日はフランスでは音楽の祭日。路上でプロ

La Fête de la

18時00分～

（12号館前）

もアマチュアも無料のコンサートを開き、街は音楽の

musique et le bal à la
française à Gaidai !

20時00分(予定) （雨天は 11号館 響きでいっぱいになります。また、フランス革命記念
Vendredi 6 juillet
18h00-20h00
(prévu)

2階ラウンジ）

日の7月14日には、フランス各地の街の広場に人々が

Le théâtre en

集まり、ダンスを踊るのが習慣です。

plein air, devant 今年のフランス週間では、この二つのイベントを合わ
le bâtiment n° 12 せて、 7月 6日（金 ）、音楽とダンスの夕べを行いま
(En cas de

す。

pluie : Lounge,

講師にRomain Jourdanさんをお迎えし、生演奏の伴奏

Bâtiment n° 11)

でフランス各地の伝統的なダンスと歌を習います。伴

［学内者対象

奏はプロのミュージシャンに加えて、学生からも演奏

Pour les

希望者を募集し、みんなで歌い踊るフランス流イベン

étudiants et le

トです。

personnel de
Gaidai］

第17回「関西学生フラ 7月7日（土）
ンス語暗誦大会」
17e Concours de
récitation

13時00分開場、
13時30分～
Samedi 7 juillet
à 13h30

11号館2階
ラウンジ
Lounge

フランス語をきちんと読めるようになりたい!! もっ
とフランス語の発音を良くしたい!!

人前で発表する

度胸をつけたい!!

(Bâtiment n° 11) 学生たちが、この熱意、日頃の練習の成果を披露すべ
（予定 prévu） く、フランス語詩を暗誦します。ぜひ応援に来てくだ

(ouverture des

［来聴自由

portes à 13h 00)

Entrée libre］

さい。

フランス語学科
Section française

※ お問い合わせはこちらまで。

Email : francais@kufs.ac.jp

