
公益財団法人アンスティチュ・フランセ日本 

2015年度事業計画 

（2015年1月1日～2015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） 

アンスティチュ･フランセ本部 

 

・法人管理業務を行う。 

 

 



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） 

アンスティチュ･フランセ横浜 

 

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。 

 

 

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2014 

2月13日～3月15日。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。 

 

・味覚の祭典 

9月18日～10月18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)。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）。 

 

・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 

横浜市立大学との提携による討論会。 

 

・横浜フランス月間2015 

6月1日～7月15日。ダンス、展覧会、フランスアニメーション映画際、討論会、クラシック

コンサート、音楽ライブなど。 



 

・第18回カイエ・デュ・シネマ週間 

フランスの若手映画監督の紹介、特集：ブリュノ・デュモン/ジャン・エプスタン（2月－3

月） 

 

 

 

 

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

 

・展覧会 

横浜フランス月間2015開催中に横浜赤レンガ倉庫１号館において開催。 

 

 

公１（５）主催公演に関する事業 

 

・ダンス 

ジェローム・ベル『ピチェ・クランチェン私』（TPAM in Yokohama 

2015）が、横浜で2月10日、11日、福岡で2月9日に開催。 

 

・横浜ダンストリエンナーレ2015 

 

 



従たる事務所２ 

（東京都新宿区市谷船河原町１５番地） 

アンスティチュ･フランセ東京 

 

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 

 

・資格試験の実施 

ＤＥＬＦ/ＤＡＬＦ試験、ＴＣＦ試験を法人内で実施する。 

 

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。 

 

・第3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。 

 

・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。 

 

 

公１（２）体験活動等に関する事業 

 

・トマ・ピケティ氏を迎えての討論会 

１月２９日に朝日新聞社との共催にて、トマ・ピケティ氏を迎え討論会を開催する。 

 

・第4回デジタルショック2014 

2月13日～3月15日。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。 

 

・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。 

 

・COP21をテーマにした討論会 

国連気候変動枠組条約締約国会議の開催に向けた討論会を4月に開催する予定。 

 

・討論会「国家と家族」 

社会科学高等研究院(EHESS）のアンドレ・マッソンを招聘して家族政策についての討論会を

開催する予定。 

 

・討論会「成長とイノベーション」 

 

コレーシュ・ド・フランスのフィリップ・アニョンを迎えて、成長とイノベーションをテー

マに討論会を開催する予定。 

 

 

・美食の祭典2015 

9月18日～10月18日。 

 

・プラス・エネルギーをテーマとした討論会 

上智大学で、プラス・エネルギーについての討論会を開催する予定。 

 

  

・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。 

 

・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。 

 

・第18回カイエ・デュ・シネマ週間 

フランスの若手映画監督の紹介、特集：ブリュノ・デュモン/ジャン・エプスタン。2月1、6

、7、8日/3月6、8、13、14、15、日 

 

・第23回フランス映画際 

6月～7月。 

 

・第二次世界大戦終戦70周年記念討論会 

クロード・ランズマンを招聘し、第二次世界大戦終戦70周年を機に、討論会を開催。 

 

・討論会「デジタル化と文化産業」 



ピエール・レスキューを迎えて、クリエーターの財政をテーマにした討論会を開催する予定

。 

 

・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）主催公演等に関する事業 

  

・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） 

 



・「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。 

 

 

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） 

アンスティチュ･フランセ関西/京都 

  

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。 

  

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。 

  

  

公１（２）体験活動等に関する事業 

  

・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、IFJ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）。 

 

・社会における女性の位置についての討論会 

フランス国立行政学院（ＥＮＡ）学院長ナタリー・ロワゾを迎えて、女性の社会における地

位についての討論会を開催(5月初旬、京都） 

 

・美食の祭典2015 

9月18日～10月18日。 

  

・第18回カイエ・デュ・シネマ週間 

フランスの若手映画監督の紹介、特集：ブリュノ・デュモン/ジャン・エプスタン（2月－3



月） 

  

・第23回フランス映画際 

6月～7月。 

  

・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。 

  

・マルシェとバル 

日曜日に不定期でマルシェ（市）とプチバル（ダンス）を開催。 

  

・第4回デジタルショック2014 

2月13日～3月15日。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。 

 

・第二次世界大戦終戦70周年記念討論会 

クロード・ランズマンを招聘して、広島にて、第二次世界大戦終戦記念討論会を開催予定。 

  

・パリ祭 

革命記念日（7月14日）の機会に、パリ祭を開催。 

  

  

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

  

・Experience Kyoto II展 

京都造形芸術大学の交換留学で来日した、芸術を専攻するヨーロッパやフランスの学生によ

る展覧会。 

  

・ニュイ･ブランシュKYOTO 

5回目の開催となる2015年は、モード、デザイン、現代アートをテーマに、展覧会やパフォ

ーマンスを京都市内約35会場で実施。招聘アーティスト：イザベル・ド・メゾヌーヴ、他。 

  

・KG+展 

Kyotographie-

京都国際写真フェスティバルのサテライト企画として、KG+展を開催。また、写真家や写真

に携わるプロフェッショナルが集う企画を実施予定。 

  

・PARASOPHIAとのパートナーシップ 

2015年3月～5月に開催されるPARASOPHIA: 

京都国際現代芸術祭2015にパートナーとして参加。 

  

  



  

公１（５）主催公演に関する事業 

  

・ニュイ･ブランシュKYOTO 

5回目の開催となる2015年は、モード、デザイン、現代アートをテーマに、展覧会やパフォ

ーマンスを京都市内約35会場で実施。招聘アーティスト：イザベル・ド・メゾヌーヴ、他。 

  

・京都の暑い夏  

ダンスの国際的なワークショップ「京都の暑い夏」（2015年5月1日～10日）に参加。 

  

・音楽の祭日 

アンスティチュ・フランセ関西ー京都、及び大阪市内の複数の会場にて6月に開催。 

  

・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。 

  

・京都フランス音楽アカデミー 

第25回を迎える京都フランス音楽アカデミーを実施。3月27日にはアルティ・ホール（京都

）で教授陣のコンサートを開催。 

  

  

  

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 

 

2015年にヴィラ九条山に滞在するレジデント 

ジャン＝バティスト・デル・アモ（文学）、フランソワ・アザンブール（デザイン）、 

エマニュエル・ビュルドー（映画）、アルメル・ドゥーセ＆マチュー・メッツガー（音楽）

、ピエール＝ジャン・ジルー（映画）、ダミアン・ジャレ＆名和晃平（ダンス／パフォーマ

ンス）、ジョルジュ・ラヴォーダン（演劇）、イリス・ド・ムウイ（文学）、ミリン・グエ

ン（工芸）、ヴァンサン・ロマニー（美術評論）、ネリー・ソーニエ（工芸）、セリーヌ・

シルヴェストル（工芸）、オロール・ティブー（工芸・ファッション）、アンドリュー・ト

ッド＆萩野紀一郎（建築） 

 

・セミナー 

ヴィラ九条山は、2015年4月22日から24日、PARASOPHIA：京都国際現代芸術祭2015と京

都市立芸術大学との共催で、「文化遺産とノウハウの継承」と言うテーマで、セミナーを開

催します。 

 

 

・展覧会 

ヴィラ九条山は、尾道市立美術館で、11月10日から23日、元レジデントの展覧会を開催す

る。  

 

 



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） 

アンスティチュ･フランセ関西/大阪 

 

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。 

  

  

公１（２）体験活動等に関する事業 

  

・第18回カイエ・デュ・シネマ週間 

フランスの若手映画監督の紹介、特集：ブリュノ・デュモン/ジャン・エプスタン（2月－3

月） 

  

・第23回フランス映画際 

6月～7月。 

  

・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。 

  

・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。 

  

・パリ祭 

革命記念日（7月14日）の機会に、大阪でパリ祭を開催。 

  

  

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

  

・ART OSAKA 

ART Osakaの一環として、フランス人の若手アーティストを紹介する展覧会を7月に開催。 



  

  

公１（５）主催公演に関する事業 

  

・音楽の祭日 

アンスティチュ・フランセ関西ー大阪はじめ、大阪市内各所で開催。 

  

・「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。 

 

 



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） 

アンスティチュ･フランセ九州 

 

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 

 

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2014 

2月13日～3月15日。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。 

 

・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18日～10月18日。 

 

・第23回フランス映画際 

6月～7月。 

 

・マチルド・モニエワークショップ 

7月 北九州 

 

 

公１（３）博物館等の展示に関する事業 

 

・展覧会「ボルドー展―美と陶酔の都へ―」 



福岡市博物館1月31日（土）～3月29日（日）、国立西洋美術館 6月23日（火）〜9月23 

日 

 

・展覧会「イザベル・ドゥ・メゾンヌーヴ」 

2015年秋 北九州、福岡 

 

・展覧会「山海塾写真展」 

2015年2月 北九州、福岡 

 

・BEPPU PROJECT トリエンナーレへの参加 

2015年秋 

 

公１（５）主催公演に関する事業 

 

・ダンス 

ジェローム・ベル『ピチェ・クランチェン私』福岡で2月9日（月）に開催。 

 

 

 

 

 


