
お問い合わせ
アンスティチュ・フランセ横浜
Institut français du Japon - Yokohama

〒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

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
｢フランコフォニーのお祭り｣は、フランス語という言語を祝福するため、世界各地の2億7400万人のフランス語を話す人々が集まるお祭
りです。80以上の国が、フランス語という共通の言語を通じて歩み寄り、平和のもとに相互理解を深めます。この連帯と互いを尊重し合
う貴重な瞬間に、皆様をお招きいたします。
アンスティチュ・フランセ横浜では、3月12日の｢フランコフォニーの日｣を皮切りに、3月から4月にかけて、様々な関連イベントを開催い
たします。フランス語が好きな方、ぜひお越し下さい！
アンスティチュ・フランセ横浜 館長 ジュリエット・ドゥ・シャルモワ

EDITO
Les Journées de la Francophonie sont une occasion de célébrer la langue française, et de fédérer les quelques 274 
millions de francophones de part le monde. Rassemblant près de 80 pays, la Francophonie vise à rapprocher les 
peuples autour de cette langue commune dans la paix et le respect mutuel.
C’est donc à un moment précieux de solidarité et d’enrichissement mutuel que nous vous convions.
A Yokohama, nous vous proposons une série d’événements répartis sur mars et avril, avec comme point d’orgue une 
grande fête le 12 mars.
Amoureux de la langue française, on vous attend nombreux !

Juliette de Charmoy,  Directrice de l’Institut français du Japon - Yokohama

Calendrier

3月5日（土）
Samedi 5 mars

17:30-
19:30

アンスティチュ・フランセ横浜
Institut français du Japon

 à Yokohama

文学カフェ「アメリー・ノートン」
Café littéraire " Amélie  Nothomb "

3月12日（土）
Samedi 12 mars

10:00–
17:30

アンスティチュ・フランセ横浜
Institut français du Japon

 à Yokohama

フランス語圏の書籍販売
Vente de livres francophones

17:00-
19:00

フランス語圏のビュッフェやアトリエ
Buffets et ateliers francophones

17:00 写真コンクール授賞式
Remise de prix du concours photo autour des dix mots

17:30-
18:15

フランス語圏のカラオケ
Karaoké francophone

18:30-
19:00

ムクナバンドによるパーカッション・ライブコンサート
Concert du groupe Mukuna

4月12日（火）
Mardi 12 avril

19:00-
20:30

アンスティチュ・フランセ横浜
Institut français du Japon

 à Yokohama

ユベール・アダッドによる｢言葉のアトリエ｣
Atelier d’écriture avec Hubert Haddad

4月16日（土）
Samedi 16 avril

13:00 東京芸術大学馬車道校舎
Université des Beaux-Arts de Tokyo 

Campus Bashamichi

横浜シネクラブ 『ブリュッセル1080、コメルス河畔通り23番地 、ジャ
ンヌ・ディエルマン』 （監督：シャンタル・アケルマン）
Ciné-Club à Yokohama  "Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 
1080 Bruxelles" de Chantal Akerman

16:30 横浜シネクラブ 『 No Home Movie』 （監督：シャンタル・アケルマン）
Ciné-Club  à Yokohama "No Home Movie" de Chantal Akerman

2016 年春学期開講 !
4 月 5 日（火）→  6 月 19 日（日）
※休講：4 月 29 日（水・祝）→ 5 月 5 日（木・祝）

登録受付期間：3 月 11 日（金）→  4 月 10 日（日）
※空席があるクラスについては随時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しません。

オリエンテーション（入場無料・予約不要）

3 月 19 日（土）17:00 - 18:00 

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

2016.3.5–4.16

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON 
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JOURNÉES DE LA
FRANCOPHONIE AU JAPON
フランコフォニーのお祭り

写真コンクール ｢10 の言葉｣ Concours photo « Dis-moi dix mots »

｢フランコフォニーのお祭り｣ の一環として、アンスティチュ・フランセ横浜では「写真コンクール」を開催します。
今年の ｢10 の言葉｣ からひとつ好きな言葉を選び、その言葉をテーマに写真を撮りましょう。
→「10 の言葉」« Dis-moi dix mots »
Chafouin, Champagné, Dépanneur, Dracher, Fada,  Lumerotte, Poudrerie, Ristrette, Tap-tap, Vigousse

■優秀作品に選ばれた方には、素敵なプレゼントが贈られます。授賞式は、3 日 12 日 ( 土 ) ｢フランコフォニーの日｣
にて行います。  
■ 応募締切は 3 月 5 日 ( 土 )15 時。当館受付まで直接お持ちください。
※詳しい情報はウェブサイトをご覧いただくか、受付にお問い合わせください。

3 月 24 日（木）19:00 - 20:00



文学カフェ「アメリー・ノートン」
Café littéraire « Amélie Nothomb »

4月12日（火）19:00-20:30｜会場：アンスティチュ・フランセ横浜｜参加料：会員1,500円、一般1,800円｜要予約。逐次通訳付き。
ご予約：アンスティチュ・フランセ横浜
Mardi 12 avril 2016  de 19h à 20h30｜à l'Institut français du Japon - Yokohama
1,800 yens (Adhérent : 1,500 yens )｜Réservation obligatoire, en français avec traduction consécutive

3月5日（土）17:30-19:30｜会場：アンスティチュ・フランセ横浜
講師：ナタリー・ロブエ｜参加料：会員1,500円、一般1,800円｜2日前までに要予約。8名から開催。
ご予約：アンスティチュ・フランセ横浜
Samedi 5 mars 2016  de 17h30 à 19h30｜à l'Institut français du Japon - Yokohama｜Conférencière : Mme Lo Bue
1,800 yens (Adhérents : 1,500 yens )｜Réservation obligatoire 2 jours avant, ouverture à partir de 8 personnes 
Réservation : Institut français du Japon - Yokohama

｢フランコフォニーのお祭り2016｣の一環として、作家のユベール・アダッドを招聘します。
ユベール・アダッドはチュニジア出身のフランスの作家、詩人、小説家、美術史家、随筆
家です。常に一瞬一瞬をとらえ、尽きることのない豊かな想像力で数多くの作品を精力
的に執筆しています。評価の高い『Palestine （パレスチナ）』、『Peintre d’d’éventail (扇
絵師 )』など、知識人であり芸術家であるユベール・アダッドが作り上げる世界は、読者を
夢中にさせます。｢言葉のアトリエ｣の先駆者であるユベールと一緒に、物語を書く練習を
しましょう。推奨フランス語レベルA2以上。
A l’occasion des Journées de la Francophonie 2016, nous accueillons l’écrivain Hubert Haddad, 
poète, romancier, historien d’art et essayiste français d’origine tunisienne. Auteur d’une œuvre 
immense, portée par une attention de tous les instants aux ressources de l’imaginaire, Hubert 
Haddad nous implique magnifiquement dans son engagement d’intellectuel et d’artiste, avec 
des titres comme Palestine, le très remarqué Peintre d’éventail, et tout récemment Mā . »
Pionnier des ateliers d’écriture, il animera un atelier à partir du niveau A2 pour s’entrainer à 
écrire des histoires.

LITTÉRATURE

ATELIER

CINÉMA

4月16日（土）13:00- /16:30-｜会場：東京芸術大学馬車道校舎
参加料：会員600円、一般1,200円（同日2作品セットでのご購入は、一般1,800円。芸大生無料）｜お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ横浜
主催：アンスティチュ・フランセ日本｜助成：アンスティチュ・フランセ｜アンスティチュ・フランセ日本 映画プログラム オフィシャル・パートナー： CNC (フランス国立映画センター)、
笹川日仏財団、TV5 MONDE｜協力：ベルギー王国大使館、マーメイドフィルム、ベルギー王立シネマテーク、ドック＆シネマ｜後援：横浜市文化観光局
Samedi 16 avril 2016 à 13h et 16h30｜à l'Université des Beaux-Arts de Tokyo, Campus de Yokohama｜1,200 yens (Adhérents : 600 yens )｜
1,800yens pour les non-adhérents pour les 2 films de la journée, gratuit pour les étudiants de l’Université des Beaux-Arts de Tokyo
Information : Institut français du Japon - Yokohama
Organisé par  l’Institut français du Japon｜Avec le soutien de  l’Institut français et la Ville de Yokohama｜En partenariat avec le CNC, la Fondation franco-japonaise 
Sasakawa et TV5 MONDE｜Merci à la Cinémathèque royale de Belgique, Doc & Cinema, l’Ambassade de Belgique, Mermaid Film

横浜シネクラブ｢シャンタル・アケルマン監督｣追悼上映
Ciné-Club  à Yokohama « Hommage à Chantal Akerman » 

© Zulma / Nemo Pierier Stefanovitch

16:30-『No Home Movie』

13:00-『ブリュッセル 1080、コメルス河畔通り 23 番地 、ジャンヌ・ディエルマン』
( ベルギー・フランス /1975 年 /200 分 / デジタル / カラー / 日本語字幕付 )
出演：デルフィーヌ・セイリング、ジャン・ドゥコルト、アンリ・ストルク

( ベルギー・フランス /2015 年 /115 分 / デジタル / カラー / 日本語字幕付 )
出演： シャンタル・アケルマン、ナタリア・アケルマン

ベルギーの現代作家アメリー・ノートンは、人気作『Stupeur et tremblements （畏れ慄いて）』『Ni 
d’Eve ni d’Adam』『La nostalgie heureuse』をはじめとして、その他数多くの小説から戯曲、短編、
雑記、歌詞まで、バラエティに富んだ書物を発表しています。どこか神秘的で、日本趣味な彼女の
魅力に迫りましょう。フランス語レベルA2以上の方で、読書好きな方ならどなたでもご参加いた
だけます！
Amélie Nothomb, auteur contemporaine belge dont les plus grands succès sont Stupeur et tremblements, 
Ni d’Eve ni d’Adam, La nostalgie heureuse et tant d’autres romans encore, pièces de théâtre, contes, 
nouvelles et chansons.  Découvrons son charisme et son japonisme ! Dès le niveau A2 et pour tous 
ceux qui aiment lire !!! 

昨年10月にこの世を去ったシャンタル・アケルマン監督を追悼すべく、横浜シネクラブで
追悼特集を行います。代表作にして実験映画の傑作『ブリュッセル1080、コメルス河畔
通り23番地 、ジャンヌ・ディエルマン』、そして最新作『No Home Movie』を上映します。 
＊2本目上映後、映画批評家・大寺眞輔氏によるティーチインも予定しています。
A l’occasion des Journées de la Francophonie, l’Institut français du Japon à Yokohama rend 
hommage à cette immense cinéaste qui est décédée le 5 octobre 2015, en présentant son 
film «Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles» et sa dernière œuvre «No 
Home Movie».  *Une conférence de Shinsuke Odera, critique de cinéma, est également 
prévue après la 2 ème projection.

45 歳のジャンヌは、16 歳の息子と二人暮らしをしている。息子が学校にいっている間、彼
女は「客」をとっている。湯を沸かし、ジャガイモの皮をむき、買い物に出かけ、食事をし、
眠りにつく…。アケルマンはジャンヌの「平凡な」暮らしを執拗なまでに描写しながら、や
がて訪れる反日常に至る、ぞっとするような時空間を見事に作り出している。

2015 年に発表され、シャンタル・アケルマンの最新作にして遺作となった作品。ポーランド
系ユダヤ人である母ナタリーの日常が映し出される中、アウシュヴィッツの生存者であった
母の記憶が語られていく。シャンタル・アケルマンの芸術に大きな影響を与えた母との関係
性から、アケルマンの映画製作の原点に迫るドキュメンタリー。

ユベール・アダッドによる｢言葉のアトリエ｣
Atelier d’écriture avec Hubert Haddad

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

フランコフォニーの日 
La Fête de la Francophonie à Yokohama 

3月12日（土）16:30-｜会場：アンスティチュ・フランセ横浜 ｜参加料：入場無料  ＊アトリエ参加・飲食は有料です。
後援：在日スイス大使館｜協力：欧明社
Samedi 12 mars 2016 de 16h30 à 19h｜à l'Institut français du Japon - Yokohama
Entrée gratuite, participation aux ateliers ou buffet payants
En partenariat avec l’Ambassade de Suisse, la librairie Omeisha

EXPOSITIONGASTRONOMIEMUSIQUE

■   フランコフォニーに因んだ写真コンクールの授賞式。(裏面参照)
■フランス語圏の国の美食スタンド：スイス、ベルギー、コンゴ民主共和国、マダガスカル、モロッコ…
■ 子供のためのアトリエ：ゲーム、アフリカの仮面の制作、etc…
■フランス語圏の国の豊かな言語に触れるアトリエ。
■ ChChizuko KATO によるモーリタニアの写真展示。
■フランス語圏のカラオケ。
■フランコフォニーのクイズ大会。景品あり ! 
■フランス語書籍専門店の欧明社によるフランス語圏の書籍特別販売。(10:00-17:30)
■コンゴ民主共和国出身のグループ、ムクナバンドによるパーカッション・ライブコンサート。
■ Remise de prix du concours photo autour des 10 mots (cf  verso)
■ Stands gastronomiques des pays francophones : Suisse, Belgique, Congo, Madagascar, Maroc …
■ Ateliers pour enfants : jeux, création de masques africains, etc..
■ Ateliers linguistiques pour découvrir la richesse des pays francophones
■ Exposition de Chizuko KATO : photographies de Mauritanie 
■ Karaoké francophone
■ Quizz spécial Francophonie : lot à gagner
■ Sélection de livres francophones proposés à la vente par la librairie Omeisha (de 10h à 17h30)
■ Concert du groupe congolais MUKUNA

アンスティチュ・フランセ横浜が開催する2016年の｢フランコフォニーの日｣には、皆様にフランコフォニーを身近に感じていただき、発見に
満ちた祝祭へとお招きします。
このお祭りでは、言語、観光、美食、遊びといった多角的な観点から フランス語圏の国の文化に触れていただきます。各スタンドでは、
様々な参加型のアトリエを通して、フランス語圏の各国の地元の特産物や言語をご紹介します。　
Pour cette édition 2016, l’antenne de Yokohama vous convie à une grande kermesse, placée sous le signe de la convivialité et de la découverte. 
Cet événement mettra en lumière les cultures des pays francophones d’un point de vue tout aussi linguistique, touristique et gastronomique que 
ludique. Chaque stand présentera un pays, ses produits locaux, ou sa langue, par le biais de diverses activités et ateliers.

プログラム Programme

LITTÉRATURE


