
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

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

E-mail : yokohama@institutfrancais.jp
www.institutfrancais.jp/yokohama

  アンスティチュ・フランセ横浜

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日は、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 お 互 い を 高 め 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14日のフランコフォニーのお祭りを皮切りに、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 14 mars.

Amis de la langue française, venez nombreux !

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

プログラム | PROGRAMME

2月28日(土)
Samedi 28 février

17:30-
19:00

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

文学カフェ「アゴタ・キリストフ」
Café littéraire : Agota Kristof

3月14日（土）
Samedi 14 mars

10:00-
17:30

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

フランス語書籍販売
Vente de livres francophones

16:30-
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 de photo "Dis-moi dix mots"

18:30-
19:00

ムクナバンドによるライブコンサート
Concert du groupe Mukuna

3月15日(日)
Dimanche 15 mars

14:30
東京芸術大学馬車道校舎

Université des Beaux-Arts de Tokyo - 
Bashamichi Campus

シネクラブ 「1 journée」| 監督：ジャコブ・ベルジェ
Ciné-club 1 journée de Jacob Berger

16:30
シネクラブ「Tristesse club」 |監督：ヴァンサン・マリエット
Ciné-club Tristesse club de Vincent Mariette

4月18日(土)
Samedi 18 avril

16:30-
18:00

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

スイス人作家アナ・ゾマー講演会
Rencontre avec Anna Sommer, auteur suisse

2015.2.28–4.18
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JOURNÉES DE LA
FRANCOPHONIE AU JAPON
フランコフォニーのお祭り

©Anna Sommer

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

2015年 春学期
4月8日（水）→6月24日（水）
※休講：4月29日（水・祝）～5月6日（水・祝）

登録受付期間 3月12日（木）→4月14日（火）
※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（木） 19:00→20:00
4月4日（土)　17:00→18:00



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

2015年度アンスティチュ・フランセ横浜のフランコフォニーの
日には、言語、観光、美食、遊びを通じて、フランコフォニー
の国 を々より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。また各スタンドでは、各国の地元の特産物
や言語をご紹介し、子供向けのアトリエもご用意しています。
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 フランコフォニーに因んだ写真コンクールの授賞式。（上記参照）
 フランス語圏の国の豊かな文化のご紹介：スイス、ケベック、ベルギー、モーリタニア、モロッコ…
 子供のためのアトリエ：ゲーム、アフリカの仮面制作…
 ガエル・スシェによる展示販売
 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。（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コンサート。

3月14日（土）16:30-｜アンスティチュ・フランセ横浜 ｜参加料：無料 ＊飲食・子供のアトリエ有料
後援：在日スイス大使館｜協力：欧明社

Samedi 14 mars 2015 à partir de 16h30 | Institut français du Japon - Yokohama
Entrée gratuite, participation aux ateliers pour enfants ou buffet payants
En partenariat avec l'Ambassade de Suisse et la librairie Omeisha

[ 写真コンクール ] 10の言葉を言って

フランコフォニー祭の一環として、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。

写真コンクール：｢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。
応募締切 3 月 6 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。

[文学カフェ] アゴタ・クリストフ
Café littéraire : Agota Kristof

両大戦間にハンガリーに生まれ、動乱のためスイスに移住した詩人・作家のアゴタ・クリスト
フ。移住先の言語、フランス語で書かれた『悪童日記』『ふたりの証拠』『第三の噓』『文盲 アゴ
タ・クリストフ自伝』等の作品は、本質を突いた強度のある文体で、私たちの心を揺さぶります。
フランス語レベルA 2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。

Née entre les deux guerres mondiales, Agota Kristof sera partagée entre deux pays : la Hongrie, son pays 
Le 

Grand Cahier, La Preuve, Le Troisième mensonge, L’Analphabète

© DR

2月28日（土） 17:30-19:30 ｜アンスティチュ・フランセ横浜|会員1,500円、一般1,800円
講師：ナタリー・ロブエ｜要予約
※ご予約の際に、受付で資料をお渡しします。
※2日前までに要予約、8名から開催|コーヒーとお菓子付き

Samedi 28 février 2015  de 17h30 à 19h30｜Institut français du Japon - Yokohama
｜Réservation : Institut français du Japon – Yokohama

[ 講演会 ]スイス人作家アナ・ゾマー
Rencontre avec l’ auteur suisse Anna Sommer

3月に引き続き ｢フランコフォニーのお祭つり｣ の一環として、スイス
人イラストレーターでバンドデシネ作家のアナ・ゾマーを招聘し、講演
会を開催します。日本の折り紙など和紙や紙を切って作品を製作し、
2005 年には日本各地で開催された ｢スイス・コミックアート展｣ に出
展。その独特で鮮烈なスタイルで、数多くの雑誌や新聞の挿絵を手
掛けています。
この貴重な機会をぜひお見逃しなく！

En avril, la Francophonie se poursuit, et nous vous proposons de 

rencontrer cette illustratrice et dessinatrice de bandes dessinées, 

 

©Anna Sommer

4月18日（土） 16:30-18:00 ｜アンスティチュ・フランセ横浜
会員1,500 円、一般 1,800 円｜要予約（逐次通訳付）
後援：在日スイス大使館

Samedi 18 avril 2015  de 16h30 à 18h|  Institut français du Japon - Yokohama

réservation obligatoire   

En partenariat avec l’Ambassade de Suisse ACTES SUD

JOURNÉES DE LA

FRANCOPHONIE AU JAPON
フランコフォニーのお祭り｜イベント紹介

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE
フランコフォニー映画祭

フランス語圏の映画2作品を上映いたします。

3月15日（日）| 14 :30 |『1 journée/ある一日』

ジャコブ・ベルジェ監督によるこの映画は、一日の家族の生活を描く。
出 会いと別れ、戸 惑い。彼らは人 生を再び見つけるだろうか。
誰とも変わりない一日、誰とも違う一日の物語。
監督：ジェイコブ・ベルジェ　（フランス・スイス／2007年／95分／カラー／DVD）　

3月15日（日）|16 :30|『Tristesse Club/悲哀クラブ』

ペーパーチェイスゲームはお好き?ヴィンテージのポルシェも?妹は本当の
妹じゃなかった?死んだはずの父親が実は死んでいなかった?湖とそこにま
つわる秘密が気になる?そんなあなたは...、「悲哀クラブ」へどうぞ。ヴァンサ
ン・マリエット監督による奇妙なトリオの人間模様が描かれる。
監督:ヴァンサン・マリエット(フランス／2014年／90分／カラー／DVD／日本語字幕付)

Projection de deux films : 1 journée de Jacob Berger à 14h30 et Tristesse Club de Vincent Mariette à 16h30
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3月15日（日）|東京芸術大学馬車道校舎|会員600円、
一般1,200円（同日２本目は一般600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｜協力：在日ス
イス大使館

Dimanche 15 mars 2015|Université des Beaux-Arts de 

※Un tarif réduit de 600 yens est offert aux non-adhérents 

En partenariat avec l’Ambassade de Suisse

© DR

Pour cette édition 2015, l’antenne de Yokohama vous convie à une grande 


