
お問い合わせ
アンスティチュ・フランセ横浜
〒231-0015
横浜市中区尾上町5-76 明治屋尾上町ビル7階
Tel : 045-201-1514 Fax : 045-201-7660

Institut français du Japon - Yokohama
Meiji-ya Onoe-cho bldg.7F, 5-76, Onoe-cho, Naka-ku,
Yokohama 231-0015

E-mail : yokohama@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/yokohama
  アンスティチュ・フランセ横浜

通常受付時間
火～金曜 10:00 ～ 19:00
土曜 9:30 ～ 17：30
日曜 9:30 ～ 15:00
休館日：月曜、祝日

横浜市営地下鉄関内駅（7番出口）より徒歩1分
JR根岸線関内駅（北口）より徒歩3分
みなとみらい線馬車道駅 （5番出口）より関内方面に徒歩5分

ご挨拶
5大陸に位置する77カ国でフランス語は、使用されており、世界的に価値があります。フランコフォニーのお祭は、世界中
のフランス語を話す人々が、それぞれの違いや多様性の中で、喜び、連帯、共生を祝うお祭です。アンスティチュ・フランセ
横浜では、冬学期中にフランス語圏の国々を発見するイベントを館内で、クラスで、またはパートナーの会場で次々に開
催します。フランス語圏の方、フランス好きの方、ぜひこのお祭にご参加下さい！
アンスティチュ・フランセ横浜館長 レベッカ・リー

EDITO
77 pays répartis sur les 5 continents partagent l’usage de la langue française et des valeurs 
universelles ! La Fête de la Francophonie, c’est l’occasion pour les francophones du monde entier 
d’exprimer, dans la joie, leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur 
diversité.
A Yokohama, c’est tout le trimestre d’hiver qui est jalonné d’événements à la découverte des pays 
francophones, sur nos murs, dans certains cours,  et chez nos partenaires Amis francophones, 
francophiles, rejoignez-nous pour cette grande fête !!!
Rebecca Lee｜Directrice de l’Institut français du Japon - Yokohama

Calendrier

3月13日（水）
Mercredi 13 mars

18:30
ライブハウス
横浜BAYSIS

ベン・マズエ
Ben Mazué 

3月16日（土）
Samedi 16 mars

16:30
アンスティチュ・フランセ

横浜
スイス人のバンド・デシネ作家フレデリック・ペータース氏の講演会
Rencontre avec Frederik Peeters, auteur de BD suisse

― アンスティチュ・フランセ
横浜

フランコフォ二ー・クイズ大会授賞式
Remise de prix du quizz francophone

― アンスティチュ・フランセ
横浜

郷土料理のビュッフェ・パーティー　
Buffet aux saveurs des 5 continents

― アンスティチュ・フランセ
横浜

ムクナ・チャカトゥンバによるパーカッション・ライブコンサート
Concert du groupe Mukuna

20:00
アンスティチュ・フランセ

横浜
シャンソンのカラオケショー　
Karaoké francophone

10:00–
17:30

アンスティチュ・フランセ
横浜

フランス語書籍販売
Vente de livres francophones
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JOURNÉES DE LA
FRANCOPHONIE AU JAPON
フランコフォニーのお祭り

横浜でフランス語を学ぶ！
アンスティチュ・フランセ横浜
DÉCOUVRIR LA CULTURE FRANÇAISE
ET APPRENDRE LE FRANÇAIS À YOKOHAMA

2013年 春学期
4月9日（火）→6月23日（日）
＊休講：4月30日（火）～5月5日（日）

登録受付期間 3月12日（火）→4月14日（日）
＊休館日にご注意ください。
＊空きがあるクラスについては逐次お申し込みいただけます。第1回目の講座後、規定の
人数に満たない場合は開講いたしません。

受付時間 3月12日（火）→4月14日（日）

火→金曜 10:00→20:00

土曜 9:30→18:00

日曜 9:30→15:00

オリエンテーション（入場無料・予約不要）
4月6日（土） 17:00→18:00



3月16日（土）16:30-17:45｜アンスティチュ・フランセ横浜｜1800円（会員1500円）＊3月16日の全てのイベントにご参加いただけます。
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ横浜｜協力：在日スイス大使館
Samedi 16 mars de 16h30 à 17h45｜à l’Institut français du Japon – Yokohama
1800 yens (Adhérent : 1500 yens) *billet unique pour tous les événements du 16 mars
Renseignements : Institut français du Japon - Yokohama｜Avec le soutien de l’Ambassade de Suisse au Japon

RENCONTRE

スイス人バンドデシネ作家フレデリック・ペータース講演会
Rencontre avec Frederik Peeters, auteur de BD suisse

フランス・アングレームで行われている有名なバンド・デシネの国際フェスティバル
で、何度も受賞をしている、若手スイス人のバンド・デシネ作家のフレデリック・ペー
タース氏が講演会を行います。才能あるペータース氏に出会い、彼の創作活動や作
品の着想について知る絶好の機会です。この講演会は、海外マンガフェスタの共催
者で翻訳家の原正人氏の司会で行われます。（日本語逐次通訳付き）
Venez rencontrer Frederik Peeters, auteur de bande dessinée suisse, multiprimé 
au prestigieux Festival international de la BD d’Angoulème. Une occasion unique de 
rencontrer cet artiste talentueux et d’en savoir plus sur son parcours et ses sources 
d’inspiration. La rencontre (avec traduction consécutive) sera animée par Masato Hara, 
traducteur, spécialiste de BD européenne et coorganisateur du Kaigai Manga Festa.

3月13日（水）18:30｜ライブハウス横浜BAYSIS
当日2500円（前売り2000円）｜フランス語公演
お問い合わせ：横浜BAYSIS（☎045-227-5528）
主催：アンスティチュ・フランセ横浜、bureau export、ライブハウス横浜BAYSIS
Mercredi 13 mars 2013 ｜Yokohama BAYSIS
Sur place 2 , 500 yens (en avance 2 ,000 yens)｜Français
Renseignements : Yokohama BAYSIS (045 -227-5528 )
Organisation: Institut français du Japon -Yokohama, bureau export, Yokohama Baysis 

MUSIQUE

Ben Mazué
シャンソン、ソウル、ヒップホップを縦断しながら、リリカルな歌詞を紡ぎ出すBen 
Mazué。Alain Souchon、Renaud、Jacques Brelを聞き、歌詞の世界観を
充実させてきた新鋭は、デビュー作『BEN MAZUÉ』で、恋や後悔、心のもろさを歌
い上げています。彼にとって“分かち合うもの”である音楽を、コンサートで一緒に体
感しませんか？
Entre chanson, soul et hip hop, Ben Mazué joue avec les mots et les rythmes. Issu de 
la génération rap, ce grand blond aux yeux bleus a aiguisé sa plume à l’écoute d’Alain 
Souchon, Renaud ou Jacques Brel. Dans son premier album éponyme, le chanteur 
raconte ses regrets, son besoin d’amour et son extrême sensibilité. Mais sa musique 
est avant tout faite pour être partagée en concert.

© Romain Osi

 

© Gallimard

3月16日（土）10:00–21:30｜アンスティチュ・フランセ横浜｜1800円（会員1500円）＊3月16日の全てのイベントにご参加いただけます。
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ横浜
協力：在日スイス大使館、レストラン・カフェ・ドゥ・ラ・プレス、欧明社｜後援：CPFJ（Conseil de Promotion de la Francophonie au Japon）
Samedi 16 mars de 10h00 à  21h00｜à l’Institut français du Japon – Yokohama
1800 yens (Adhérent : 1500 yens) *billet unique pour tous les événements du 16 mars
Renseignements : Institut français du Japon - Yokohama
En partenariat avec l’Ambassade de Suisse, le Café de la Presse, la librairie Omeisha.

Sous le patronage du Conseil de promotion de la Francophonie au Japon.
 

MUSIQUE  GASTRONOMIE

横浜のフランコフォニーのお祭り：その他のイベント
La Francophonie à Yokohama, c’est aussi 

■フランス語圏の国や地域のさまざまな郷土料理を楽しめるビュッフェ・パーティー。
カフェ・ドゥ・ラ・プレス協力のもと、美食家の間で話題のリヨン出身シェフが腕を
振るったお料理をお楽しみ下さい。

■コンゴ民主共和国出身のグループ、ムクナ・チャカトゥンバによるパーカッション・
コンサート。

■フランコフォニーに因んだ、クイズ大会を開催します。
■ 10時～17時30分には、フランス語書籍専門店の欧明社が、フランス語圏の書
籍を特別販売いたします。

■世界中で話されているフランス語を聞くことができる特別スペース「世界のラジオ」
を設置します。
素晴らしい一日の終わりに、フランス語圏の特別カラオケに参加しませんか？
先生たちが、司会を務めます。

■ Un buffet aux saveurs des 5 continents, concocté par le chef lyonnais du Café de la 
Presse, bien connu des fins gourmets

■ Un concert percutant du groupe Mukuna, qui nous vient du Congo 
■ La remise de prix du quizz francophone
■ Une sélection de livres francophones proposés à la vente par la librairie Omeisha de 
10 h à 17 h 30

■ Un studio « Radios du monde », pour écouter parler le français de par le monde.
Pour ceux qui souhaitent terminer la soirée en beauté, un Karaoké francophone exceptionnel sera, de plus, animé par quelques-uns 
de nos enseignants
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KARAOKE  GRATUIT

新企画：フランス語圏のカラオケ
Nouveauté : le Karaoké francophone

フランコフォニーのお祭で歌う、ダリダやジョー・ダッサンの曲を口ずさんだり、アマ
デゥやマリアムといった最近のヒット曲をラジオで聞いたことはありませんか？先生
たちが司会を務めるフランス語圏のカラオケを今年初めて開催します。フランコフォ
ニーのお祭の素晴らしい一日の終わりを彩ります！
Vous avez peut-être fredonné les airs célèbres de Dalida ou Joe Dassin, entendu à la radio 
les derniers opus de Amadou et Mariam. Ces chanteurs font chanter la Francophonie ! 
Pour la première année, un karaoké francophone sera animé par quelques-uns de nos 
enseignants. Une belle façon de  clôture en beauté cette journée, véritable hymne à la 
Francophonie !

3月16日（土）20:00-21:30｜アンスティチュ・フランセ横浜｜＊ビール他、フランス語圏に因んだノン・アルコールの飲み物は有料です。
お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ横浜
Samedi 16 mars de 20h à 21h30｜à l’Institut français du Japon – Yokohama
Entrée libre *bières  et boissons non-alcoolisées francophones payantes
Renseignements : Institut français du Japon - Yokohama
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JOURNÉES DE LA
FRANCOPHONIE AU JAPON
フランコフォニーのお祭り｜イベント紹介


