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「横浜フランス月間2018」
フランス語コンクール

1 - Combien de membres (chanteurs et musiciens) du groupe Boulevard  des 

Airs étaient sur scène lors du concert du 24 juin à Zou-no-hana Terrace ?  
象の鼻テラスにて6月24日（日）開催のエキゾチック・フレンチ・ライブでは、ブール
ヴァール・デ・ゼールのメンバー（歌手と演奏者）は何人いましたか？

2 - Combien d'œuvres d’Alice Kunisue sont exposées sur le mur du 12 au 30 

juin à Zou-no-Hana Terrace ? 
象の鼻テラスにて6月12日（火）～30日（土）開催のAlice Kunisue展では、何点の作品が
壁に展示されていますか？

3 - A quel écrivain français né il y a 150 ans une exposition est-elle 

consacrée dans le cadre du Mois de la France 2018 ? 
横浜フランス月間2018で、生誕150年を記念して開催される企画展で紹介されるフランス
人作家は誰ですか？

4 - Donnez trois titres de films dont les affiches se trouvent dans l’exposition 

Gaumont, depuis que le cinéma existe. 
横浜赤レンガ倉庫1号館（6月13日（水）～24日（日））、YCCヨコハマ創造都市センター
（6月27日（水）～7月6日（金））にて開催の「Gaumont映画誕生と共に歩んできた歴
史」展でポスターが展示されている映画のタイトルを3つお答え下さい。 

5 - Quelle est la forme du fromage de Valençay que vous pouvez goûter lors 

du séminaire de fromages d’été le samedi 7 juillet à l’Institut français du 
Japon-Yokohama ? 
アンスティチュ・フランセ横浜にて7月7日（土）開催のチーズセミナー「夏のごちそう
チーズ」で扱われるチーズ「ヴァランセ」の形は次のうちどれでしょう？ 

ronde 円形 

    pyramidale ピラミッド型 

    carrée 正方形 

    en forme de cœur ハート型

6 - Combien de films sont programmés dans le cadre de la rétrospective 

Gaumont au cinéma Jack & Betty ? 
横浜シネマ・ジャック＆ベティでの特集上映「ゴーモン映画～映画誕生と共に歩んでき
た歴史」では、何本の映画が上映されますか？ 

7 - Le Coin des Arts du 23 juin est consacré aux Années Folles en France.  

A quelle période cela correspond-il ? 
アンスティチュ・フランセ横浜にて6月23日（土）開催の芸術サロンでは、「レ・ザネ・
フォール（狂気の時代）」を取り上げます。フランスの「レ・ザネ・フォール」とはど
の年代を指しますか？

8 -  Quel est le nom du label de Vincent Moon et Priscilla Telmon ? 

ヴィンセント・ムーンとプリシラ・テルモンのレーベルの名前は何でしょう？

9 -  A quel réalisateur le film de Michel Hazanavicius au programme du 

Festival du Film Français est-il consacré ? 
フランス映画祭2018にて上映される、ミシェル・アザナヴィシウス監督作品で描かれて
いる男性映画監督は誰でしょう？

10 - Quel est le nom de l’actrice principale du film de Justine Triet projeté 

lors du Ciné-club du 30 juin à Geidai ? 
東京藝術大学馬車道校舎にて6月30日（土）に上映される、ジュスティーヌ・トリエ
監督作品の主演女優の名前は何でしょう？

Production écrite (entre 40 et 150 mots) : 
Racontez un événement du Mois de la France 2018 auquel vous avez 
assisté et donnez votre avis. 
文章作成（40語～150語）： 
横浜フランス月間2018の中で、あなたが参加したイベントから一つ選び、感想を述べ
てください。 

解答および文章作成は全てフランス語でご記入ください。


