
公益財団法人アンスティチュ・フランセ日本 

2014 年度事業計画 

（2014 年 1 月 1 日～2014 年 12 月 31 日） 

 

主たる事務所（東京都港区南麻布四丁目１１番４４号 在日フランス大使館内） 

 

・法人管理業務を行う。 

 

・大使館、アンスティチュ・フランセ日本、ならびに公益財団法人日仏会館の合同新年会 

フランス大使公邸、1 月 31 日。日仏会館の設立 90 周年を機に、本年はフランス政府によっ

て日仏文化協力 90 周年と定められた。よって、フランス大使館とアンスティチュ・フラン

セ日本は、本年、日仏会館と合同で新年会を開催することとした。 

 

 



従たる事務所１（神奈川県横浜市中区尾上町五丁目 76 番明治屋ビル 7 階） 

 

公１ フランス文化およびフランス語圏文化の振興 

 

公１（１）講座、セミナー、育成に関する事業 

 

・フランス語講座 

フランス語講座（グループレッスン＆プライベートレッスン）を開講。 

年四学期制（春講座・夏講座・秋講座・冬講座） 

 

・図書 

書籍やＤＶＤ、ＣＤの貸出を行う。閲覧は無料 

 

・資格試験の実施 

ＤＥＬＦ/ＤＡＬＦ試験、ＴＣＦ試験を法人内で実施する。 

 

・フランス語学習キャンペーン 

大学の新年度にあわせて、「J’aime le français」と題するフランス語学習振興運動が、日本

のフランス文化ネットワークの各施設において行われる。 

 

・第 2 回フランス留学プロモーションツアー 

全国の 15 大学を巡回し、フランス留学を振興する。10 月。アリアンス・フランセーズ協力。 

 

公１（２）体験活動等に関する事業 

 

・第 3 回デジタルショック 2014 

東京：2 月 21 日～3 月 23 日。地方：未定。デジタルアート、デザイン、デジタル技術に関

する政策議論、デジタル出版、エレクトロミュージックグループのコンサートなどで構成さ

れる、デジタル文化とデジタル産業のフェスティヴァルは、第 3 回を迎え、本年も日本各地

で繰り広げられる。 

 

・味覚の祭典 

9 月 15 日～10 月 10 日。 

 

・フランコフォニーのお祭り 

フランスの若手有望グループによるコンサート(3 月 20 日)。 ケベック州政府在日事務所と

ともに、作家、Jean-Benoit Nadeau  (3 月 20 日から 24 日まで、大阪、名古屋、東京) の招

聘。 フランコフォニーの日の開催（3 月 28 日、東京）、花見フランコフォニーの開催 （4

月初頭、京都）。スイス人漫画作家 ZEP の国内巡業（4 月 14 から 23 日まで、東京、横浜、

福岡、札幌、名古屋、京都）。作家 Fatou Diome の国内巡業（4 月、東京、京都、福岡、仙

台）。 

 

・第 8 回「読書の秋」 



フランスの文学と漫画のフェスティヴァル。アンスティチュ・フランセ日本の各支部および

日本各地のアリアンス・フランセーズで開催。 

 

・討論会「芸術と都市」 

横浜。横浜私立大学との提携。「明日の都市」シリーズの一環として大阪でも開催予定。 

 

・横浜フランス月間 

6 月 1 日～7 月 15 日。ダンス、ヴィデオ展覧会、ヌヴォー・スィネマ、フランスアニメ映画

際、討論、クラシックコンサート、ポップコンサートなど。 

 

・第 17 回カイエ・デュ・スィネマ週間 

フランスの若い映画監督特集と、ジャン・グレミリオン回顧上映会。1 月～2 月。東京ほか。 

 

・第 22 回フランス映画際 

フランスの大女優を通じてみたフランス映画の歴史。6 月～7 月。東京ほか。 

 

・フランスアニメ映画際 

6 月～7 月。試写会、限定上映会、映画監督とのミーティング、おやつ上映会など。アンス

ティチュ・フランセ各支部にて。各アリアンス・フランセーズと提携。 

 

・「フランスと日本の見つめ合い」 

東京、横浜、関西、福岡。9 月。 

 

・アルノー・デプレシャン回顧上映会 

11 月～12 月。東京ほか。 

 

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

 

・横浜ヴィジュアルアートトリエンナーレ 

フランスのアーティストが参加する。 

 

公１（５）主催公演に関する事業 

 

・「Mua」 

エマニュエル・ユインによるダンス・スペクタクルの来日公演。横浜、福岡。7 月には新作

「東西」のためにアーティスト・レジデンスに滞在する。 

 

・「Aùt」と「Morceau」 

アントルス・グループによるパフォーマンス/ダンスと振付/現代音楽のハイブリッド・パフ

ォーマンスの来日公演。世田谷劇場共催、金沢 21 世紀美術館、象の鼻テラス、アンスティ

チュ・フランセ東京協力。9 月下旬～10 月上旬。 

 

・音楽の祭典 



6 月 21 日。東京その他。「VIA France」フェスティヴァルと連動開催。日本のスペクタク

ルプロデューサーの PLANKTON の主催により、「VIA France」に参加予定のフランス人グ

ループのツアーが開催される。 

 

 



従たる事務所２（東京都新宿区市谷船河原町１５番地） 

 

公１ フランス文化およびフランス語圏文化の振興 

 

公１（１）講座、セミナー、育成に関する事業 

 

・フランス語講座 

フランス語講座（グループレッスン＆プライベートレッスン）を開講。 

年四学期制（春講座・夏講座・秋講座・冬講座） 

 

・図書 

書籍やＤＶＤ、ＣＤの貸出を行う。閲覧は無料 

 

・資格試験の実施 

ＤＥＬＦ/ＤＡＬＦ試験、ＴＣＦ試験を法人内で実施する。 

 

・フランス語学習キャンペーン 

大学の新年度にあわせて、「J’aime le français」と題するフランス語学習振興運動が、日本

のフランス文化ネットワークの各施設において行われる。 

 

留学サポート 

法人内にフランス語学留学ビューローと、フランス政府留学局のオフィスを設置し、留学サ

ポートにあたる。 

・留学フェア 

フランスを含むヨーロッパの高等教育機関が参加する欧州留学フェア。5 月。東京、京都。 

また、秋には PromoDoc（欧州博士課程留学フェア）の開催も検討中。 

 

・第 3 回フランス留学・日本横断プロモーションツアー 

全国の主要 15 大学を巡回し、フランス留学を振興する。10 月。アリアンス・フランセーズ

とのパートナーシップのもと開催。 

 

 

公１（２）体験活動等に関する事業 

 

・第 4 回デジタル・ショック 2015 

デジタルアート、新映像、デザイン、デジタル技術に関する政策議論、デジタル出版、エレ

クトロミュージックグループのコンサートなどで構成される、デジタルカルチャーとデジタ

ル産業のフェスティヴァルは、今年第 4 回を迎え、日本各地で繰り広げられる。東京：2 月

13 日～3 月 15 日、その他全国各地で開催。 

 

・フランコフォニーのお祭り 



国際フランコフォニーの日（3 月 20 日）にちなんで、アンスティチュ・フランセ東京では 3

月 28 日に「フランコフォニーのお祭り」を終日開催。また、今後の活躍が期待される若手

音楽グループの紹介も行う。 

 

・美食の祭典 2015 

9 月 18 日～10 月 18 日。 

 

・アントワーヌ・ヴォロディーヌによる講演会 

2014 年メディシス賞を受賞した作家アントワーヌ・ヴォロディーヌによる講演会。1 月 9

日。 

 

・第 3 回哲学の夕べ 

様々な角度から哲学にアプロ－チする本イベントは今年で第 3 回目を迎える。5 月 30 日。 

 

・「読書の秋 2015」 

今年で第 8 回目を迎えるフランス語圏の文学と漫画のフェスティヴァル。アンスティチュ・

フランセ日本の各支部および日本各地のアリアンス・フランセーズで開催。 

 

・第 18 回カイエ・デュ・シネマ週間 

フランスの若い映画監督特集と、回顧上映会。1 月～2 月。東京、その他全国各地で開催。 

 

・第 23 回フランス映画祭 

6 月～7 月。東京、その他全国各地で開催。 

 

 

・フランコフォニー映画祭 

フランス語圏各国（アフリカ、アジア、ヨーロッパ、カナダ）の映画上映と対談会。3 月 21

日～4 月 5 日。 

 

・フランスアニメーション映画祭 

試写会、未公開作品の上映や映画監督との対談会。12 月。アンスティチュ・フランセ日本

の各支部および日本各地のアリアンス・フランセーズにて開催。 

 

・美食セミナー 

日本の方々にフランスとその地方を発見して頂くことを目的とした美食セミナー。約 15 回

開催。 

 

・日仏の文化人による対談会 

都市部における文化とアーティストが占める位置について考察する、日仏の文化人による対

談会。約 10 回開催。 

 

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

 



・アートアワードトーキョー丸の内 フランス大使館賞受賞者展示会 

アンスティチュ・フランセ東京にて 1 月 8 日～1 月 25 日まで開催。 

 

・ジュリアン・プレヴュー展示会 

「哲学の夕べ」の一環でアンスティチュ・フランセ東京にて 5 月 29 日～6 月 14 日まで開催。 

 

・フランスのグラフィックアーティスト展示会 

アンスティチュ・フランセ東京にて 10 月 2 日～11 月 1 日まで開催。 

 

 

公１（５）主催または共催公演に関する事業 

 

・「VU」 

Sacékripa カンパニーによる若年層を対象にしたスペクタクルの日本巡回公演。あうるすぽ

っと、ほか。10 月 11 日～10 月 18 日。 

 

・「Murmures des murs 」 

オレリア・ティエレによるヌーボーシルクの日本巡回公演。世田谷パブリックシアター、ほ

か。10 月下旬。 

 

・「religieuse à la fraise」「En piste」 

伊藤郁女（いとうかおり）による「religieuse à la fraise」とダニエル・ラリユによる

「En Piste」。彩の国さいたま芸術劇場。11 月。 

 

 

 

・音楽の祭日 

アンスティチュ・フランセ東京にて開催。6 月 20 日。 

 

 

・ブラスリー・ライブ 

フランス人もしくはフランス語圏の国・地域出身のアーティストによるライブをシリーズで

7 回開催する。（各回 4 公演）（1 月：ジャン＝フェリックス・ラランヌ/4 月：ダビー・ト

ゥーレ/5 月：ザザ・フォルニエ/7 月：サリム/9 月ドミニク・フィヨン/10 月コントとパフォ

ーマンス/12 月：ケント） 

 

 

収１レストラン・ウェディング事業 

 

・結婚式やウェディングパーティー、デザートビュッフェなど、利用を希望する飲食店や企

業等がイベントを主催する際、ラ・ブラスリーを貸し出し、料理を提供する。 

その他、本法人の他のセミナーや講習会等の企画に関係なく利用する一般顧客に対して、ラ

ンチやディナーを提供する。 



 

・ランチは平日 1,200 円より（週末 1,850 円）、デイナー3,800 円より 

そのほかティータイム利用（平日のみ 15 時～17 時） 

 

 



従たる事務所３（京都府京都市左京区吉田泉殿町８番地） 

 

公１ フランス文化およびフランス語圏文化の振興 

 

公１（１）講座、セミナー、育成に関する事業 

 

・フランス語講座 

フランス語講座（グループレッスン＆プライベートレッスン）を開講。 

年四学期制（春講座・夏講座・秋講座・冬講座 

 

・図書 

書籍やＤＶＤ、ＣＤの貸出を行う。閲覧は無料 

 

・資格試験の実施 

ＤＥＬＦ/ＤＡＬＦ試験、ＴＣＦ試験を法人内で実施する。 

 

・フランス語学習キャンペーン 

大学の新年度にあわせて、「J’aime le français」と題するフランス語学習振興運動が、日本

のフランス文化ネットワークの各施設において行われる。 

 

留学サポート 

法人内にフランス語学留学ビューローと、フランス政府留学局のオフィスを設置し、留学サ

ポートにあたる。 

 

・留学フェア 

EHEF のフェア。東京、京都（欧州高等教育フェア）。5 月 16 日～18 日。秋にはプロモド

ックを開催する予定。 

 

・第 2 回フランス留学プロモーションツアー 

全国の 15 大学を巡回し、フランス留学を振興する。10 月。アリアンス・フランセーズ協力。 

 

公１（２）体験活動等に関する事業 

 

・第 3 回デジタルショック 2014 

東京：2 月 21 日～3 月 23 日。地方：未定。デジタルアート、デザイン、デジタル技術に関

する政策議論、デジタル出版、エレクトロミュージックグループのコンサートなどで構成さ

れる、デジタル文化とデジタル産業のフェスティヴァルは、第 3 回を迎え、本年も日本各地

で繰り広げられる。 

 

・第 8 回「読書の秋」 

フランスの文学と漫画のフェスティヴァル。アンスティチュ・フランセ日本の各支部および

日本各地のアリアンス・フランセーズで開催。 

 



・フランコフォニーのお祭り 

花見フランコフォニーの開催 （4 月初頭、京都）。スイス人漫画作家 ZEP の国内巡業（4

月 14 から 23 日の間の一日は京都でのワークショップ、講演会の開催）。作家 Fatou Diome

の講演等（4 月）。 

 

・第 24 回フランス音楽アカデミー 

アンスティチュ・フランセ関西にて。シャネルの「ピグマリオン」と提携。 

 

・味覚の祭典 

9 月 15 日～10 月 10 日。 

 

・第 17 回カイエ・デュ・スィネマ週間 

フランスの若い映画監督特集と、ジャン・グレミリオン回顧上映会。1 月～2 月。東京ほか。 

 

・第 22 回フランス映画際 

フランスの大女優を通じてみたフランス映画の歴史。6 月～7 月。東京ほか。 

 

・フランスアニメ映画際 

6 月～7 月。試写会、限定上映会、映画監督とのミーティング、おやつ上映会など。アンス

ティチュ・フランセ各支部にて。各アリアンス・フランセーズと提携。 

 

・「フランスと日本の見つめ合い」 

東京、横浜、関西、福岡。9 月。 

 

・アルノー・デプレシャン回顧上映会 

11 月～12 月。東京ほか。 

 

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

 

・第 4 回ニュイ・ブランシュ 

京都、10 月 4 日。現代アートをめぐる夜間散歩に市民を誘いだすというパリ本家のコンセ

プトに忠実に倣い、京都ニュイ・ブランシュ 2014 は、現代に応用された伝統工芸に焦点を

当て、ヴィラ九条山の元レジデントだったデザイナーや造詣美術家の作品を展示したり、人

間国宝とのコラボレーションを紹介する。 

 

公１（５）主催公演に関する事業 

 

・「L’immédiat/Si par hasard」 

5 月。カミーユ・ボワテールによる現代サーカス。東京都立劇場、高松ほか。 

 

・「L’invention de la parole」 

ディディエ・ギャラスによる演劇。アトリエ・ゲッケンとのコラボレーションに続いて、鳥

取バードフェスティヴァルへの参加を交渉中。9 月 4～15 日、京都、広島、三重。 



 

・「altered Natives’Say Yes To Another Excess TWERK」 

フランソワ・シェニョーとセスィリア・ベンゴレーによるダンス・スペクタクルの日本巡回

公演。スパイラル・ホール（青山円形劇場とのコラボレーション）、高知美術館、京都エク

スペリメント。9 月下旬～10 月上旬。 

 

・「Intérieur Nuit」 

ジャン＝バティスト・アンドレによるニュー・サーカスの日本巡回公演。おうる・すぽっと

シアター、京都府立芸術文化センター、YCAM など。11 月下旬。 

 

・音楽の祭典 

6 月 21 日。東京その他。「VIA France」フェスティヴァルと連動開催。日本のスペクタク

ルプロデューサーの PLANKTON の主催により、「VIA France」に参加予定のフランス人グ

ループのツアーが開催される。 

 

・ナセラ・ベラザ 

アルジェリア出身のアーティストによる新しいクリエイション。儀式、神聖な踊り、文字の

間の対話の探求。青山円形劇場、金沢 21 世紀美術館。 

 

・「Panorama」 

フィリップ・ドゥクフレによるダンス・スペクタクル。埼玉、琵琶湖、北九州。 

 

収１ レストラン・ウェディング事業 

 

・直営のカフェレストランでフランスの家庭料理を提供する。 

 

 



従たる事務所４（京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町１７番地２２：ヴィラ九条山） 

 

公１ フランス文化およびフランス語圏文化の振興 

 

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

 

・ヴィラ九条山の再オープン 

10 月 4 日。1992 年に京都に設立されたクリエイターのレジデンスであるヴィラ九条山は、

類稀な施設ですが、建物の改装、地域密着型のレジデンスプログラムの再編、運営の再考な

どを経て、京都でニュイ・ブランシュが開催されるのと同じタイミングで再オープンする予

定で、インパクトのあるイベントが開催される予定。 

 

 



従たる事務所５（大阪府大阪市北区天神橋二丁目２番１１号 阪急産業南森町ビル９階） 

 

公１ フランス文化およびフランス語圏文化の振興 

 

公１（１）講座、セミナー、育成に関する事業 

 

・フランス語講座 

フランス語講座（グループレッスン＆プライベートレッスン）を開講。 

年四学期制（春講座・夏講座・秋講座・冬講座） 

 

・図書 

書籍やＤＶＤ、ＣＤの貸出を行う。閲覧は無料 

 

・資格試験の実施 

ＤＥＬＦ/ＤＡＬＦ試験、ＴＣＦ試験を法人内で実施する。 

 

・フランス語学習キャンペーン 

大学の新年度にあわせて、「J’aime le français」と題するフランス語学習振興運動が、日本

のフランス文化ネットワークの各施設において行われる。 

 

公１（２）体験活動等に関する事業 

 

・討論会「芸術と都市」 

横浜。横浜私立大学との提携。「明日の都市」シリーズの一環として大阪でも開催予定。 

 

・第 8 回「読書の秋」 

フランスの文学と漫画のフェスティヴァル。アンスティチュ・フランセ日本の各支部および

日本各地のアリアンス・フランセーズで開催。 

 

 



従たる事務所６（福岡県福岡市中央区大名二丁目１２番６号 ＢＬＤ.Ｆ） 

 

公１ フランス文化およびフランス語圏文化の振興 

 

公１（１）講座、セミナー、育成に関する事業 

 

・フランス語講座 

フランス語講座（グループレッスン＆プライベートレッスン）を開講。 

年四学期制（春講座・夏講座・秋講座・冬講座 

 

・図書 

書籍やＤＶＤ、ＣＤの貸出を行う。閲覧は無料 

 

・フランス語学習キャンペーン 

大学の新年度にあわせて、「J’aime le français」と題するフランス語学習振興運動が、日本

のフランス文化ネットワークの各施設において行われる。 

 

・第 2 回フランス留学プロモーションツアー 

全国の 15 大学を巡回し、フランス留学を振興する。10 月。アリアンス・フランセーズ協力。 

 

公１（２）体験活動等に関する事業 

 

・文化サミット 

「過渡期の世界における日仏関係の将来」。フランス大使館、アンスティチュ・フランセ日

本、（公財）日仏会館共催。6 月 28 日～29 日。西南大学、熊本大学、大分大学でのセッシ

ョンも予定されている。 

 

・第 3 回デジタルショック 2014 

東京：2 月 21 日～3 月 23 日。地方：未定。デジタルアート、デザイン、デジタル技術に関

する政策議論、デジタル出版、エレクトロミュージックグループのコンサートなどで構成さ

れる、デジタル文化とデジタル産業のフェスティヴァルは、第 3 回を迎え、本年も日本各地

で繰り広げられる。 

 

・フランコフォニーのお祭り 

スイス人漫画作家 ZEP の国内巡業（4 月 14 から 23 日のうちの 1 日は福岡でのワークショ

ップや講演会の開催）。作家 Fatou Diome の講演会等（4 月、福岡）。 

 

・第 8 回「読書の秋」 

フランスの文学と漫画のフェスティヴァル。アンスティチュ・フランセ日本の各支部および

日本各地のアリアンス・フランセーズで開催。 

 

・味覚の祭典 

9 月 15 日～10 月 10 日。 



 

・第 17 回カイエ・デュ・スィネマ週間 

フランスの若い映画監督特集と、ジャン・グレミリオン回顧上映会。1 月～2 月。東京ほか。 

 

・第 22 回フランス映画際 

フランスの大女優を通じてみたフランス映画の歴史。6 月～7 月。東京ほか。 

 

・フランスアニメ映画際 

6 月～7 月。試写会、限定上映会、映画監督とのミーティング、おやつ上映会など。アンス

ティチュ・フランセ各支部にて。各アリアンス・フランセーズと提携。 

 

・「フランスと日本の見つめ合い」 

東京、横浜、関西、福岡。9 月。 

 

・アルノー・デプレシャン回顧上映会 

11 月～12 月。東京ほか。 

 

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

 

・「別府プロジェクト」 

クリエイティヴ・シティをテーマとする、アーティストと学生の交流など、共同プロデュー

スプロジェクトはナント市に焦点を当てる。 

 

公１（５）主催公演に関する事業 

 

・「Mua」 

エマニュエル・ユインによるダンス・スペクタクルの来日公演。横浜、福岡。7 月には新作

「東西」のためにアーティスト・レジデンスに滞在する。 

 

・「L’invention de la parole」 

ディディエ・ギャラスによる演劇。アトリエ・ゲッケンとのコラボレーションに続いて、鳥

取バードフェスティヴァルへの参加を交渉中。9 月 4～15 日、京都、広島、三重。 

 

・「Intérieur Nuit」 

ジャン＝バティスト・アンドレによるニュー・サーカスの日本巡回公演。おうる・すぽっと

シアター、京都府立芸術文化センター、YCAM など。11 月下旬。 

 

・音楽の祭典 

6 月 21 日。東京その他。「VIA France」フェスティヴァルと連動開催。日本のスペクタク

ルプロデューサーの PLANKTON の主催により、「VIA France」に参加予定のフランス人グ

ループのツアーが開催される。 

 

・「Panorama」 



フィリップ・ドゥクフレによるダンス・スペクタクル。埼玉、琵琶湖、北九州。 

 

 


