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ÉDITO
ご挨拶

アンスティチュ・フランセ横浜を選ぶ
6つの理由

1. 在日フランス大使館の公式機関
Chers amis,

親愛なる皆様

Cette édition 2013 du Mois de la France à Yokohama
a été une vraie fête pour tous les amoureux de la
culture et de la gastronomie françaises. Merci à vous
tous qui avez participé à son succès public !

2013年の横浜フランス月間は、
フランスの文化や
美食ファンにとって、
まさに華やかな祝祭となりまし
た。
イベントに参加していただいた皆様、
本当にあり
がとうございました！

Cet automne aussi, des artistes et des auteurs, de
ceux qui font l’actualité de l’art et des débats d’idées
en France, viennent à votre rencontre. Ne ratez pas
cette occasion d’échanger avec le dessinateur Nicolas De Crécy, l’économiste André Orléan ou le chorégraphe lyonnais Yuval Pick ! Des ateliers photo, des
séminaires gastronomiques, des cafés littéraires,
une promenade, des fêtes et notre très prisé cinéclub sont autant de cordiales invitations à (re)découvrir autrement la France.
Notre offre de cours se construit pour vous et avec
vous.
Pour répondre aux souhaits exprimés lors de la
dernière enquête de satisfaction, nous ouvrons cet
automne des cours thématiques à dominante culturelle, et ce, pour tous les niveaux de français : La
chanson française des années 40, Les monuments
et personnages célèbres de France et des cours en
japonais sur la région et la culture méditerranéennes.
Nous proposons aussi des révisions à la séance
(formule sans adhésion) de Spirale et de grammaire
(cours en japonais).
Enfin, pour les étudiants dont le cours ne correspondrait finalement pas à leur niveau de français, nous
mettons en place un système de réorientation guidée jusqu’à la cinquième semaine du trimestre.
L’équipe de l’Institut français du Japon – Yokohama,
seul établissement officiel français de la préfecture,
se réjouit de vous accueillir cet automne.
Rebecca Lee
Directrice
Institut français du Japon-Yokohama

この秋も、話題のアーティストや作家がフランスか
ら来日し、皆様との交流を行います。BD作家ニコ
ラ・ド・クレシー、経済学者アンドレ・オルレアン、
リ
ヨンの振付家ユヴァル・ピックを迎え、
イベント開催
いたします。
どうぞお見逃しありませんように！さら
に写真のワークショップや、美食セミナー、文学カ
フェ、散歩、
フェットや大好評のシネクラブにもぜひ
お越しいただき、
新しいフランスを再発見してくださ
い。
アンスティチュ・フランセ横浜は、皆様のニーズに合
った授業をご提供します。
アンケートで頂戴した多くのご要望にお答えして、
あらゆるフランス語のレベルに対応した、文化をテ
ーマとした授業をこの秋に開講します。40年代のシ
ャンソンについて学ぶ
「シャンソンで知るフランス文
化」、
「フランスの有名建造物と著名人」、
日本語で
学ぶ
「地中海地方案内講座」
です。
さらに、
教材
「SPIRALE」
の復習講座や、
日本語で行
う文法の復習講座もご用意いたしました。
さらに、
どうしても申し込んだ授業のレベルが合わ
ない方のために、5週目までは面談の上クラス変更
ができるシステムを設けます。
県内唯一のフランス政府公式機関であるアンステ
ィチュ・フランセ横浜。
スタッフ一同、
この秋も皆様
をお迎えできますことを楽しみにしています。

アンスティチュ・フランセ横浜は在日フランス大使館直属
の公式文化・教育機関です。1990年5月、横浜市の協力
のもと横浜日仏学院として設立されました。2012年9月
に、
日本全国の日仏学院・学館が在日フランス大使館文
化部と統合し、
それに伴い名称変更を行いました。

2. 質の高い授業
本校の講座プログラムは言語に関する欧州共通基準
(CECRL) に基づいています。FLE(フランス語教育) の
資格を持つ、経験豊富な講師が質の高い授業を提供
致します。

3. 多彩なメニュー
本校ではフランス語講座だけでなく、オートクチュー
ル、映画、
ワイン、
チーズなどの文化講座を提供致しま
す。言語、
その他のフランス文化を発見してみましょう。

4. 試験会場
本校はDELF/DALF やTCF の公的試験会場です。

5. 便利なサービス
本校では、大まかな授業内容をネット上で参照できる
ネットサービス、講座振替制度の他、文化イベントや提
携施設ご利用の際の割引、全国のアンスティチュ・フラ
ンセのメディアテックがご利用になれます。

6. 文化イベント
横浜市とのパートナーシップにより、本校はシネクラブ
やフランス月間など、横浜における文化活動にも積極
的に参画し、
また、様々な文化イベントを企画していま
す。
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ÉQUIPE ENSEIGNANTE
講師紹介

ORIENTATION
クラスの選択・オリエンテーション

M. Nicolas BOUFFÉ

M. Rodolphe BOURGEOIS

アンスティチュ・フランセ横浜専任
講師、FLE修士、HJD

アンスティチュ・フランセ横浜
専任講師、FLE修士、社会人類学
（EHESS）DEA、HJD

M. Benjamin BOURLANGE

M. Nicolas GAILLARD

Volontaire international、フランス文学
修士、HJD

慶應義塾大学講師、法政大学講師、
FLE修士、HJD

M. Franck LETUR

Mme Nathalie LO BUE

リセ・フランコジャポネ勤務、都市
開発工学修士、FLE学士、HJD

横浜市立大学講師、FLE学士、HJD

Mme Muriel LUBIN

Mme Chihiro NAGATSUKA

アンスティチュ・フランセ横浜専任
講師、上智大学講師、FLE修士、HJD

FLE修士、HJD

Mme Magali NOSAKA-STÄMPFLI

M. Ludovic PICHOU

日本語学（通訳・翻訳）学士、FLE学
士、HJD、INALCO卒

日本語・日本文化・日本文学学士、
FLE学士、HJD

M. Eric ROZWADOWSKI

M. Stephen SARRAZIN

FLE修士、調理師Baccalauréat Pro

映画・メディアアート評論家、フ
リーキュレーター、パリ第8大学講師

M. Pierre SINTIVE

Mme SUBLIME

明治学院大学講師、FLE修士、HJD、
INALCO卒

歌手・作詞家・女優、HJD

Mme Satoko YOSHINO

Mme Christelle VELOSO

フランス文学修士、都内私立高校講
師、HJD

アンスティチュ・フランセ横浜専任
講師、FLE修士、HJD

FLE：外国語としてのフランス語教授法。フランス語が母国語でない人にフランス語を教えるための専門教育課程。
HJD：DELF・DALF 試験官、採点官の資格。
DEA：博士前期過程・専門研究過程終了証書。博士論文を書くために通過しなければならない研究過程。

これから受講をご検討いただいている方を対象に、
「アンスティチュ・フランセ横浜2013年秋学
期講座」説明会を開催いたします。
フランス語が初めての方、
自分がどの講座を受講してよいか
わからない…という方は是非ご参加ください。講座選びのお手伝いをいたします。

開催日時： 2013年9日28日(土) 17h00-18h00（入場無料・予約不要）
第1部

● 本校についてのご説明 秋学期講座について／文化プログラムについて

第2部

● 体験入門講座 初めてフランス語を習う方は、
デモンストレーション講座を受講い
ただきます。講座内容をご確認下さい。
● 個別オリエンテーション 学習経験者の方は、個別にご相談をお受けし、適切なク
ラスをアドバイスいたします。
ご参加になられる前に、本校ホームページのレベルチェ
ックを受けられることをお奨めします。
ご参加いただく方の人数によっては、
お待ちい
ただく場合がございますが、
ご了承下さい。
このオリエンテーションに参加できなくても大丈夫です。
ご都合に合わせて、
本校講師が個別でご相談をお受けします。
お電話またはメールでご予約をお取り下さい。

Tel: 045-201-1514 mail : yokohama@institutfrancais.jp

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES COURS
アンスティチュ・フランセ横浜の講座は全約80クラス
フランス語講座

グループ学習で、
フランス語全般を学びます。
● 総合フランス語講座／最新のテキストを使って、
フランス語全般を学びます。
● 補足強化クラス／オリジナルテキストで、語学で強化したい項目を絞って学習します。
● 少人数会話クラス／最大6名までで、
とにかく話すクラスです。
● VIP会話クラス／2名限定クラス。
● 実務フランス語講座
● 発音強化クラス
● リセクラス

文化講座

様々なテーマからフランス語、
フランス文化にアプローチします。
ワインテイスティングや、
フランス文学をお楽しみ下さい。

集中講座

短期間で効果をあげたい方に向け、期間限定で集中して学びます。主に対象コースは、入門講座やDELF/DALF対策講座。

その他
アンスティチュ・フランセ横浜の受付では、受講されるクラスやサービスについての、みなさまのご質問にお答えいたします。
お気軽にお問い合わせください。 受付：川瀬光代、林妙子、伊豆牧子
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● 子どものためのお楽しみアトリエ
● コーラス
● レッスン・ア・ラ・カルト
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CERTIFICATIONS ET TESTS
資格試験
言語に関する
欧州共通基準

(CECRL)

A1
A2
B1
B2

アンスティチュ・フ
ランセ横浜の授業
のレベル※1

A1/入門

DELF
DALF

A2/初級
Elémentaire

B1/中級
Intermédiaire

B2/上級
Avancé

C1

C1/準マスター

C2

C2/マスター

Supérieur

Maîtrise

DAPF
（仏検）
※2

レベル1
100～199点

よく使われる表現やごく簡単な言い回しな
ら、
対処できる。
日常の場面で相手がゆっ
くり話すなら、
簡単な受け答えは可能。

仏検
3級

レベル2
200～299点

フランス語の初歩をマスター。
慣れた状況
でなら、
身近で日常的な話題に関して簡
単な文章でコミュニケーションが可能。

仏検
準2級

DELF B1
DELF Pro
B1

レベル3
300～399点

身近な分野の明快で標準的な表現なら
理解できる。
身の回りの関心のある話題
については、簡単だがまとまりのあること
が言える。

仏検
2級

DELF B2
DELF Pro
B2

レベル4
400～499点

複雑な文章でも要点を理解し、筋の通っ
た意見を明解かつ詳細に述べられる。緊
張せずネイティヴスピーカーと自然かつ流
暢にやり取りができる。

仏検
準1級

DALF C1

レベル5
500～599点

フランス語の優れた運用能力をもつ。
専門的で含みのある難解な長文でも、言
外の意味を把握でき、
ニュアンスを交えて
効果的で柔軟な言葉遣いができる。

DALF C2

レベル6
600～699点

非常に優れたフランス語の運用能力を持
つ。読んだり、聞いたりする全てのものを
完全に理解し、
的確に要約できる。
複雑な
テーマについても、
自然にとても流暢に、
かつ正確に自己表現できる。

DELF A1

Initiation /
Débutant

運用レベル

TCF

DELF A2

仏検
1級

TCF フランス語能力テスト
TCF
（Test de Connaissance du Français）
は、
フランス国民教育省が認定した総合的なフランス語学
力レベルを測るテストです。点数に応じて受験者のレベルを、言語に関する欧州共通基準（CECRL）
の6
段階で判断します。TCFは、
自分のフランス語能力を、英語のTOEICのように素早く確実に計ることを望
む、
16歳以上の方全てを対象としています。
また、
DELF・DALF受験に際し、
どのレベルを受験するべきか
の判断基準にもなります。
受験者にはテストの成績を記載した証明書
（有効期間2年）
が発行されます。
TCF：必須試験 : 聴解・文法・読解
補足試験 : 筆記表現力試験・口頭表現力試験
※アンスティチュ・フランセ横浜では、補足試験を実施しておりません。
ご希望の方はアンスティチュ・フランセ東京へお
問い合わせ下さい。

2013年試験日程
試験日

12月8日
（日）

出願締切

11月8日
（金）

受 験 料 ：￥11,000
出願方法
願書（受付カウンターにて配布、またはサイトよりダウンロード可）をご記入の上、
受験料を添えて直接カウンターにてお申し込み下さい。
郵送等のお申し込みは受け付けておりません。

※ 1 ご自分のフランス語レベルが、アンスティチュ・フランセ横浜の授業レベルのどのくらいに相当するかをお知りになりたい方は、コンピューター
のレベルチェックをご利用下さい。
コンピューターのレベルチェックは、
下記のアンスティチュ・フランセ横浜のウェブサイトより行っていただけます。

http://www.institutfrancais.jp/yokohama/apprendre/niveaux/test/

※ 2 DELF DALF と仏検は異なる試験です。表による比較はあくまでも目安であることをご了承下さい。

DELF / DALF

BOURSES DU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS (culturelles)

DELF（Diplôme dʼétudes en langue française）
・DALF（Diplôme approfondi de langue française）
は
フランス国民教育省認定の、外国語としてのフランス語資格試験です。1度取得すれば更新の必要のないこ
の資格試験は、現在、世界160カ国以上で行われ、
日本でも1991年より実地されています。言語に関する欧
州共通基準（CECRL）
の6段階に対応しており、聴解・読解・文書作成・口頭表現の4つ力が評価されます。
アンスティチュ・フランセ横浜の授業は、DELF・DALFのレベルとも対応しており、受験することで、実際に受
講された授業のレベルに達したかどうかを確認して頂くことも可能です。

フランス政府給費留学生制度 ( 文系 )

フランス国民教育省フランス語資格試験

詳細はDELF・DALFのパンフレットまたは www.delfdalf.jp をご覧下さい。
お問い合わせ: delfdalf@institutfrancais.jp

2013年秋季試験日程（今季の出願は〆切りました。）
DELF A1・A2

10月27日
（日）

筆記

10月27日
（日）

口頭表現

受験料

DELF B1・B2

10月13日
（日）

10月20日
（日）

¥12,000

DALF C1

11月10日
（日）

12月1日
（日）

¥14,000

DALF C2

10月27日
（日）

11月24日
（日）

¥14,000

DELF ジュニアA1・A2

10月6日
（日）

10月6日
（日）

¥10,000

DELF ジュニアB1・B2

11月10日
（日）

11月10日
（日）

¥12,000

¥10,000

フランス政府給費留学生としてフランスで勉強
しませんか？フランス語力を証明する TCF ま
たは DELF/DALF の証明書があれば、どなたで
も応募できます。
文学、言語学、哲学、法学の分野ではＢ 2 レベ
ルが、人文社会科学、経済学、経営学、政治学、
芸術の分野では、Ｂ 1 レベルが要求されます。
フランス語力が不安な方は、アンスティチュ・
フランセ日本のフランス語講座を受講して自信
をつけましょう。

※月曜、祝日は休館 ※横浜では定員になり次第締切ります。

4

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

アンスティチュ・フランセ横浜

5

COURS À DISTANCE
フランス語自宅学習プログラム
通信コース COURS PAR CORRESPONDANCE

W

W

W

.

J

A

P

O

N

.

C

A

M

P

U

S

F

R

2013 年秋、
Campus Franceが

あなたに会いに来る！

秋は、多くの大学で交換／派遣留学の学内選考が始まる季節。
「フランスへ留学したい！」
そんなあなたの留学計画をCampus France フランス政府留学局・日本支局がお手伝いします。10月、Campus France
は日本全国の大学のキャンパスで、
「フランス留学日本横断プロモーショ
ンツアー2013」
を行います。何でもお気軽にご相談ください！

ࡈࡦࠬ⇐ቇᮮᢿࡊࡠࡕ࡚ࠪࡦ࠷ࠕ㧤ࠬ࠲࠻㧋
2013年10月15日から29日まで、Campus France - フランス政府留学局・日本支局は、
北海道から九州まで、14の大学のキャンパスを回ります。
日本初の企画で、
フランスの高
等教育制度や留学の手続きなど、直接ご相談していただけます。
プログラムの詳細はHP へ：www.japon.campusfrance.org
オフィシャル・パートナー：Peugeot・Michelin・Atout France

ࡈࡦࠬ߳⇐ቇࠍ⠨߃ߡ߹ߔ߆㧩
2014年からフランス留学をお考えの方は、Campus France - フランス政府留学局・日
本支局へ是非ご相談ください。短期留学、語学留学、交換／派遣留学、学士課程、修
士課程、
グランゼコール…あらゆるご質問に、
お答えします！
お問い合わせ：tokyo@campusfrance.org / kyoto@campusfrance.org

ߩ⋧⺣ߢ⺆ޔቇ⇐ቇߦߟߡߩߒᖱႎࠍࠥ࠶࠻㧋
語学留学を考えている方は、
アンスティチュ・フランセの語学留学ビューロー（東京と
京都）
にお越しください。提携校の紹介、
サービス内容、
ご質問にお答えします。
詳しくはこちら：www.institutfrancais.jp

Campus France - フランス政府留学局・日本支局

Campus Franceは、
フランスの高等教育機関への留学推進活動、留学生受け入れ
支援、国際学術交流のために設立された、
フランス外務省、国民教育省、
および高
等教育・研究省が所轄する公的機関です。世界110ヶ国、170以上の拠点で、留学
計画を成功へと導くために、準備段階から渡仏後にいたるまでフランス留学に関す
る情報提供を行っています。
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フランス留学に関して詳しくは、
当局ウェブサイトをご参照下さい。
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www.japon.campusfrance.org
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信頼性が高く定評あるアンスティチュ・
フランセ日本の通信コース
在日フランス大使館公式文化機関であるアンスティチュ・フランセ日本の通信コースは
1953 年に設立され、その教育の質の高さとバラエティーに富んだ講座の内容は、フランス
国民教育省と外務省の専門家より高い評価を受けています。
入門レベルから準マスターレベルまで対応、50 を超えるコースからご自身のレベルや学習
目的に合わせてコースをお選びいただけます。
自宅学習のサポート充実！学習していてわからないことがあったときは、メール、Fax、書
面で質問。また、週に一度のテレフォンサポートをご利用いただけます（予約制）
。直接
先生に質問する、会話練習、発音チェック、エクスポゼなど、自宅学習でもアウトプット
とコミュニケーションの機会をご用意しています！
対象レベル 入門（A1）～準マスター（C1）

2013 年秋学期 9 月 21 日（土）開講

オンラインコース COURS AVEC INTERNET

パソコンとインターネットがあれば、
いつもでもどこでもフランス語
日本人へのフランス語教育に精通したアンスティチュ・
フランセ日本の教師が、インターネットを使ったフラン
ス語オンライン学習システムを開発。
今までの一般教材では実現できなかった豊富な音声ファ
イルを使った学習内容で、インタラクティブで楽しいフ
ランス語学習が可能になりました。
言語に関する欧州共通基準（CECRL）に準じたカリキュラムで、通学コースに通うのと同
じフランス語のスキルを習得できます。
A1-A2 レベル（全 10 コース）
会話、構文、単語、文法をバランス良く総合的に学習し、コミュニケーションに必要な基礎
力が身につきます。オンラインシステムでの総合的な学習に加え、電話またはスカイプによ
る個人指導の会話レッスンとスクーリング（希望者のみ・無料）により、学習した内容をさ
らに確実なものにし、初歩の段階からコミュニケーション能力を養います。
学習は、現代のフランスでの実生活に密着したさまざまなシチュエーションでの会話文や資
料を使って進めていきますので、
「すぐに使える実践的なフランス語」が身につきます。
B1 レベル
通信コースをオンラインでも学習できるようになりました。
（対象コース限定）課題と添削が
中心のコースです。
対象レベル 入門（A1）～中級（B1）

2013 年秋学期 10 月 5 日（土）開講

お申込みは、便利な専用サイト「通信ブティック」をご利用ください！
インターネットでお申し込み、お支払いいただけます。

tsushinboutique.com

アンスティチュ・フランセ横浜
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COURS SPÉCIAUX TOUS PUBLICS
特別講座

COURS SPÉCIAUX POUR LES LYCÉENS
ET LES ENFANTS
高校生・子ども向け特別講座

ワンショット復習講座
Révisions

リセクラス

アンスティチュの受講生も一般の方も、気軽に参加いただける1回2時間の単発講座です。お好きな講座をお好
きなだけ選択してください。夏学期の間に少しお休みが重なってしまった、休学していた、少し習ってブランク
がある…などなど、ご自分のご都合に合わせてどうぞ！
受講料
（１回分）
：①2013年夏学期受講生または秋学期受講登録済の方 → 3,000円
②それ以外の方 → 3,500円

高校生対象の初心者クラスです。高校でフランス語を始めて少し面白くなって来た
ひと、フランス語に興味はあるけどなかなか学ぶチャンスがなかったひと、お友達
がやってるので自分も！！って思っているひと…。一緒に楽しくフランス語を学び
ましょう！講座では、タブレットや電子黒板などの最新機器をふんだんに導入して
います。遊ぶ感覚で楽しみながら、使えるフランス語を身につけましょう。

＊予約申込締切：9月29日
（日）
＊事前に必ずご予約下さい。
＊この講座のみ受講なさる方は年会費は必要ありません。

＊ ご希望の方は、＋10,000円で、SPEEDLINGUAを使った発音演習にもトライいただけます。
SPEEDLINGUAは、リセクラスの方に限っての、スペシャルプライスです。
＊ ご登録先着8名様には、教科書、練習帳
（￥4,000相当）
をプレゼント。
＊ この講座は全5回講座です。日程にご注意ください。
＊ 日程：10月27日、11月10日、17日、12月8日、15日。登録締切：10月11日
（金）

● SPIRALE 復習コース

SPIRALEのテキストを学習中あるいは終了程度の方。学習経験60 ～ 100時間程度の方が対象です。
日時

クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

7G 3LC1

Adosphère 1

1

M.Bourgeois

日

10h00 -12h55

15

￥25,000

印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。
印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。
© DR

子供のためのお楽しみアトリエ

10 月 9 日（水）～ 12 月 11 日（水）
毎週水曜日 16：30 ～ 17：25

10月9日（水）
・10月23日（水）
・11月6日（水）
・
11 月 20 日（水）・12 月 4 日（水）
各回とも 16：30 ～ 17：25

JUKU
東京国際フランス学園の塾

東京国際フランス学園は、アンスティチュ・フランセ日本と提携し、2013 年 3 月か
ら北区滝野川の本校にてフランス語の授業を開講。
5 歳から 9 歳までのフランス語が少し理解できるお子様が対象で、アンスティチュ・
フランセ横浜の有資格講師とともに “ 外国人のためのフランス語 ” を学んでいきます。
週 1 回 1 時間 30 分、合計 24 時間の授業を受けていただきます。生徒は登録時に
行われるフランス語のレベルチェックに沿ったクラスに入ります。
詳細は、juku@lfitokyo.org 村瀬までお問い合わせ下さい。
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SPIRALE leçons 17 -21
SPIRALE leçons 11 -16

10月3日
（木）19h00 -20h55

SPIRALE leçons 17 - 21

M. Bouffé

日時

受講料
子ども1人 1回 ￥1,000

担当講師

10月1日
（火）14h30 -16h25

フランス語の綴り

10月1日
（火）19h00 -20h55

定冠詞・不定冠詞・部分冠詞の使い分け

10月2日
（水）19h00 -20h55

複合過去・半過去の使い分け

10月3日
（木）19h00 -20h55

関係代名詞 dont、lequel などの使い方

10月4日
（金）14h30 -16h25

代名詞 le、la、les、lui、leur、en、y の使い分け

10月4日
（金）19h00 -20h55

過去分詞の性数一致

Mme
Yoshino

発音強化講座
Phonétique

発音矯正クラス
よりよく発音できるようになりたい方や発音に自信を
持ちたい方にお薦めします。どのレベルの方でも参加
いただけます。発音記号を見ながら母音や子音の発音
方法を学んだ後、聞き取りや音読の問題に取り組みま
す。その問題にある単語や文を声に出して正確に読む
という作業を通じて、発音をよりよいものにできるで
しょう。全３学期。どの学期からでも始められます。
講座は日本語で行われます。
＊ 12月7日
（土）
の講座は、
12月21日
（土）
に振替ます。ご了承下さい。

7A1PH2 / Mme Yoshino

▲

フランス国民教育省認可学校 東京国際フランス学園
〒 114-0023 東京都北区滝野川 5-57-37 Tel : 03-6823-6580

10月2日
（水）10h30 -12h25
10月2日
（水）19h00 -20h55

●文法復習コース

＊日程は下記をご覧下さい。1回づつご参加いただけます。
（年会費不要）
＊前日までに必ずご予約下さい。
＊当日になってキャンセルなさる場合、参加費を頂戴することもございます。
＊催行最少人数6名。
ダンボクラス （7 歳～ 10 歳）

SPIRALE leçons 11 -16

各項目別にポイントを絞って復習します。講座は日本語で行われますが、どの講座もすでに履修経験のある方が
対象です。詳しくは受付にお尋ねください。

子ども達が気軽にフランス語に親しめるような “ 遊び場 ” です。
お話を聞いたり、ゲームをしたり、歌を歌ったり…。フランス語を使って遊びま
しょう。このクラスは国籍も経験も関係ありません。フランス語を通してお友達
になりましょう。

バンビクラス （4歳～ 6歳）

担当講師

10月1日
（火）10h30 -12h25

クラスコード

講座名

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

7A1PH2

発音矯正クラス

2 /3

Mme Yoshino

土

12h00 -12h55

10

￥16,000

アンスティチュ・フランセ横浜
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VIP 会話コース

日本語で学ぶフランス文化講座

２名様限定コースです。

お友達同士やカップル、ご家族と一緒に集中的にフランス語を学びませんか？フランス語は早く上達させたいけ
れど、グループ講座はちょっと。
。
。講師と1対2で行われるこのクラスなら、そんな方にぴったりです。
基本は、受講される２名様のレベルに合わせた会話コースですが、事前のオリエンテーションでご希望を伺い、
講師がお二人の関心事や目的、フランス語のレベルを十分に理解したうえで、お二人のニーズに合わせて、フラ
ンス語上達のお手伝いをします。
＊ 2名様でご一緒に事前のオリエンテーションをお受下さい。
＊ お一人の場合、また他の曜日・時間をご希望の場合は、受付にご相談下さい。できる限り対応させていただきます。
＊ 他のクラス同様、講座の日時は固定されますので、振り替え等日時の変更はお受けできません。
＊ この講座はポイント利用の対象外とさせていただきます。
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

7A1VP1

VIP 会話コース

Mme Lo Bue

木

17h30 -18h25

10

￥38,500

7A1VP 7

VIP 会話コース

M. Pichou

水

20h00 -20h55

10

￥38,500

この秋学期から新登場！皆様からの熱いご要望を受け
て、より多くのフランスファンの方々に向け、アンス
ティチュは大きく門戸を開きます。その第一弾として、
日本語でフランス文化を学ぶ定期セミナーを開催いた
します。今学期のテーマ
「地中海地方」
について、２つ
の講座をご用意しました。それぞれ独立した内容です
が、互いに補完するテーマとしてお楽しみいただける
ことでしょう。プロヴァンスの美しい村々、市場、カ
ルチャー、この素晴らしい地域のすべてをご堪能下さ
い。それぞれ５回ずつの講座は、どちらか1つでもま
た２つ共と、ご都合、お好みに合わせてお選び下さい。
年会費は必要ありません。パスティスと共にお気軽に
お楽しみ下さい。
＊この講座は全5回講座です。日程にご注意ください。
＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。
＊この講座はポイント利用の対象外とさせていただきます。
＊この講座のみ受講なさる方は年会費は必要ありません。

ガストロノミー（美食）講座

地中海地方案内 1

ワインテイスティング

Gastronomie
美食の旅

第 1 回（10 月 18 日）：Il-de-France
第 2 回（11 月 01 日）：Rhône-Alpes
第 3 回（11 月 15 日）：Pays de la Loire
第 4 回（11 月 29 日）：Lorraine
第 5 回（12 月 13 日）：Corse
7T2VG3 / M. Rozwadowski

第 1 回（10 月 11 日）
：Les vins d'AOC saint-véran et
pouilly-fuissé
第 2 回（10 月 25 日）
：L e s v i n s d ' A O C c ô t e s - d e provence
第 3 回（11 月 08 日）
：L e s v i n s d ' A O C s a u m u r e t
saumur-champigny
：L e s v i n s d ' A O C m é d o c e t
第 4 回（11 月 22 日）
haut-médoc
第 5 回（12 月 06 日）
：L e s v i n s d ' A O C c ô t e s - d u roussillon
▲

7T2VI / M. Rozwadowski

▲

クラスコード
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講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

7 T 2 VG 3

美食の旅

M.Rozwadowski

金

19h00 -20h55

10

￥35,000

7 T 2 VI

ワインテイスティング

M.Rozwadowski

金

19h00 -20h55

10

￥34 ,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

新設講座 7T1CJ1 / Mme Nagatsuka

地中海地方案内 2

第1回
（11月13日）
：観光スポット分類
第2回
（11月20日）
：セザンヌの風景
第3回
（11月27日）
：文学に見るプロヴァンス
第4回
（12月04日）：映画の中のプロヴァンス
第5回
（12月11日）
：プロヴァンスの音楽、歌
新設講座 7T1CJ2 / Mme Lo Bue

▲

＊この講座は全5回講座ですので、日程にご注意ください。
＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。
＊この講座はポイント利用の対象外とさせていただきます。
＊推奨フランス語レベルＡ2
＊登録締切：10月13日
（日）

＊この講座は全5回講座ですので、日程にご注意ください。
＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。
＊この講座はポイント利用の対象外とさせていただきます。
＊推奨フランス語レベルＢ1

第1回
（10月09日）：プロヴァンスの美しい村々
第2回
（10月16日）：プロヴァンスの市場
第3回
（10月23日）：ラベンダー、オリーブ、ハーブの数々
第4回
（10月30日）：プロヴァンスのお祭り
第5回
（11月06日）：地中海文化について
▲

フランスの各地方の郷土料理とその歴史、食にまつわ
るお祭りなど、フランス中を巡る美食の旅に出かけま
しょう。各学期5地方を訪ねます。魅惑的な歴史を通
してフランス料理を探ることで、食材生産の秘密を知
り、本物の生産者に出会うこともできるでしょう。フ
ランス文化の真髄について、フランス語という美しい
言語で語り合う、そんなお洒落なひとときを過ごして
みませんか？毎回ワインとその地方のおいしいものの
試食をお楽しみ下さい。全6学期。

フランスのブドウ畑から主なぶどうの品種を発見しま
しょう。まず、それぞれの品種を識別する方法を学習
します。その後、２－３種類のワインのテイスティン
グを通して、それぞれが持つオリジナリティと性質を
見つけていきます。初心者の方も見識あるアマチュア
の方も、ワインの世界への素晴らしい冒険をお楽しみ
下さい。

Centre ville d'Avignon © DR

＊登録締切：10月6日
（日）

＊登録締切：11月10日
（日）

クラスコード

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

7 T1CJ1

地中海地方案内

講座名
1

Mme Nagatsuka

水

19h30 -20h25

5

￥10,000

7 T1CJ2

地中海地方案内

2

Mme Lo Bue

水

19h30 -20h25

5

￥10,000

コーラスサークル

フランス語で歌うことは、フランス語上達の早道です！フランス人歌手SUBLIMEと一緒に、多くの人に親しま
れているシャンソンを歌いましょう。様々なジャンルの中でも最も美しいシャンソンを学びながら、楽しく効果
的に発音練習もできてしまいます。初心者から上級者の方まで、どなたの参加も大歓迎です。
＊ この講座は、初回無料でご参加いただけます。履修をご希望の方は、終了後ご登録下さい。登録締切：10月10日
（木）
＊ 出席するだけの方はご遠慮下さい。必ず歌って参加できる方に限らせていただきます。
＊ 初回講座は10月5日
（土）
、
17h00-18ｈ55の２時間になります。以降の講座
（6回 / 1回3時間）
日程は、
参加者の皆さんと講師との間で相談の上、
決定いたします。ご了承下さい。
＊ 催行最小人数 9名。
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

7 T 2 AC

コーラス

Mme Sublime

土

16h30 -19h25

20

￥20,000

レッスン・ア・ラ・カルト

プレイベートレッスン、企業への講師派遣等のご用意もございます。個別にじっくりお話を伺い、適切なアドバ
イスのもと、日時、頻度、参加者の人数等、ご要望に応じて目的に見合った講座をアレンジいたします。詳しい
情報は、直接お問い合わせ下さい。
アンスティチュ・フランセ横浜
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A1.2 DÉBUTANT 入門マスター

レベル A1.1 は、これからフランス語学習を始める入門者が対象です。日
常生活で必要不可欠ないくつかの表現が一通り理解できるようになり、簡
単に答えることができるようになります。（例えば、自己紹介をする、自
分のことを話す、道を尋ねる、切符を予約する、など）

レベル A1.2 は、レベル A1.1 の学習を終了した方、あるいは同程度のフラ
ンス語の基礎知識を持った方が対象です。相手がゆっくりはっきりと対
応してくれれば、簡単な言い回しを使って、ネイティブスピーカーとも
コミュニケーションが取れるようになります。

総合フランス語

総合フランス語

Spirale

Français général
Interactions A1.1

▲

Interactions A1は、フランス語学習の際に日本人が直面
する問題を正確に把握した専門家の講師陣が編集した
最新教材です。早くフランス語でコミュニケーション
が取れるように、学習者の脳にアプローチしながら学
ぶ、という全く新しい方法を用いています。発音から
筆記にも留意しながら、覚えやすくすぐに使えるダイ
アローグやフランス人の日常生活を題材としたビデオ
を用い、楽しくフランス語の基礎を身につけます。

Spirale は、日本人学習者を対象に特別編集されたテキ
ストです。日本人の学習文化を尊重したこのテキスト
は、指示部分に日本語が併記されています。二人でペ
アになって行うなどの多彩なアクティヴィテで、段階
を踏んで語彙や文法を習得し、日常生活をうまく切り
抜けられるようになる基本を学びます。
提案する学習リズム：
1学期20時間
（週2時間）/ 全4学期
1学期30時間
（週3時間）/ 全3学期
一覧表をご覧下さい

Français général
NOUVEAU TAXI 1

NOUVEAU TAXI 1は、見開き2ページが1レッスンで、
効果的かつ実用的にフランス語を習得していただけま
す。各課ごとに簡潔に纏められた文法事項や巻末の文
法のリマインダー、豊富な練習問題で、文法もしっか
り身につきます。テキストには、より解りやすくする
ためのディアローグの書き起こしも添付されています
し、
DVD-ROMが添付されていますので、
オーディオファ
イルを含むインタラクティブなアクティヴィテの数々
を追加学習いただけます。
一覧表をご覧下さい

▲

＊今学期登録の先着5名様には、テキストをプレゼントいたします。

A1-DÉBUTANT

A1.1 INITIATION 入門

▲

一覧表をご覧下さい

補足強化講座

総合フランス語
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1G2IN1a

Interactions A1.1

0 -1

M. Pichou

火

19h00 -20h55

20

￥31,500

1G2IN1b

Interactions A1.1

0 -1

Mme Nagatsuka

土

10h00 -11h55

20

￥31,500

1G2IN2

Interactions A1.1

2

Mme Veloso

木

19h00 -20h55

20

￥31,500

1G2 SP1

Spirale

1-4

M. Sintive

木

10h30 -12h25

20

￥31,500

1G2 SP 2

Spirale

5 -10

M. Letur

土

13h30 -15h25

20

￥31,500

1G2 SP 3

Spirale

11-16

M. Sintive

火

19h00 -20h55

20

￥31,500

1G2 SP4

Spirale

17-21

Mme NosakaStämpﬂi

水

19h00 -20h55

20

￥31,500

印のクラスはフランス語が初めての方がお入りになれます。

Approfondissement linguistique
文法と語彙力強化
この講座は文法の基礎をよりよく理解したい方にお薦
めします。多くの練習問題に接することで知識を深め
ていくことができるでしょう。練習問題はフランス語
で書かれているので、語彙を増やすことも可能です。
現在A1.2の講座を履修されている方のみならず、文
法力が不安な方は基礎を見直すために大いに役立つこ
とでしょう。講座は日本語で行われます。今学期の予
定は受付でご覧ください。
CDI d'un lycée en île-de-France © DR

＊12月7日
（土）
の講座は、
12月21日
（土）
に振り替えます。
ご了承下さい。

▲

1A2GR / Mme Yoshino

総合フランス語
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1G2 TX1

Nouveau Taxi 1

1- 8

Mme Nagatsuka

火

19h00 -20h55

20

￥31,500

1G2 TX 3

Nouveau Taxi 1

13-16

M. Bouffé

水

19h00 -20h55

20

￥31,500

1G2 TX 4

Nouveau Taxi 1

17-20

Mme Lubin

土

14h00 -15h55

20

￥31,500

印のクラスは、新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上６週目から半額で受講いただけます。

補足強化講座
Ville de Gien © DR
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クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1A 2GR

文法と語彙力

Mme Yoshino

土

10h00 -11h55

20

￥31,500

アンスティチュ・フランセ横浜
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A2 ÉLÉMENTAIRE 初級
補足強化講座

レベル A2 は、すでにレベル A1 程度のフランス語を習得した方が対象です。
日常生活における簡単で習慣的な事柄について、ネイティブスピーカー
ともより自然にコミュニケーションが取れるようになります。（例えば個
人的な情報を与える、買い物をする、自分の仕事について話す、など）

総合フランス語

Approfondissement linguistique
会話プラス（少人数）

＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。ご了承ください。
＊この講座はポイント利用の対象外とさせていただきます。

＊12月7日
（土）
の講座は、
12月21日
（土）
に振り替えます。
ご了承下さい。

▲

2A2GR / Mme Yoshino

2A1PG2 / M. Pichou

フランス語の綴り方とディクテ

読解力・聴解力強化講座

NOUVEAU ROND POINT 1（第2部）

▲

Nouveau Rond Point 1は、グループワーク、意見交換、
文法に重点を置いたテキストです。各課では、テキス
ト中の語彙をはじめ、文の構成についてしっかり学ん
でいきます。そして例えば、ヴァカンスの計画を立て
たり、暮らしの知恵を練ったり、料理のレシピを集め
るなどの作業ができるようになりましょう。
このテキストは、CECRL（言語に関する欧州共通基準）
のレベルA1(Unités 1 ～ 6) とレベルA2 (Unités 7 ～ 12) ま
でを網羅しています
一覧表をご覧下さい。

このクラスは、A2程度のフランス語を習得した方で、フ
ランス語の正しい綴り方を身につけ、語彙を豊かにする
ことで、ステップアップを図りたいすべての方にお薦め
します。講座ではシンプルな演習問題やディクテをでき
るだけたくさん用意します。綴り方の規則を覚えながら
語彙を習得し、確かなものにしていきましょう。
2A2OD / M. Bouffé

▲

このクラスは、CECR（ヨーロッパ共通参照レベル）A1程
度のフランス語力を持っている方で、さらに読解力・聴
解力を伸ばしたい方が対象です。文書や音声教材を使っ
て、毎回ひとつのテーマに取り組みます。
総合フランス語講座でテキストを使用している方には
十分な補足ができますし、DELF A2試験の準備にも大変
有効です。全２学期。
2A2CO1 / M. Bourlange

▲

▲

AMICALは、意図的に学習速度をゆっくり目に設定し、
軽いテンポで学習いただけるテキストです。ネイティ
ヴスピーカーとの日常のコミュニケーションを上手く
切り抜けられるような最小限のスキルを身につけるこ
とが目標です。このゆっくりとしたアプローチは、フ
ランス語をしっかりと自分の言葉として習得するため
の手助けとなるでしょう。そしてレッスンの回を追う
ごとにご自分のコミュニケーションスキルに自信を
持っていただけるでしょう。
2G3AM2 / M. Bourgeois

NOUVEAU TAXI 2は、見開き2ページが1レッスン。各
課ごとに簡潔に纏められた文法事項や巻末の文法のリ
マインダー、豊富な練習問題で、効果的かつ実用的に
フランス語を習得していただけます。テキストには、
より解りやすくするためのディアローグの書き起こし
や、
DVD-ROMが添付されていますので、
オーディオファ
イルを含むインタラクティブなアクティヴィテの数々
を追加学習いただけます。
一覧表をご覧下さい。

▲

AMICAL 2

A2あるいはそれ以上のレベルの方々にお薦めします。
日本人にとっては難しいニュアンスについて考えたり
しながら、文法をよりよく理解できるようにすること
を目指します。練習問題に出てくる単語や表現は、語
彙を増やすのにも役立ちます。この授業を通じで、フ
ランス語をさらに使いこなせるようになりましょう。
講座は日本語で行われます。今学期の予定は受付でご
覧ください。

ディアローグで学ぶフランス語文法

▲

A1、A2の文法を復習したい、よりしっかりさせたい
方にお薦めします。ディアローグを基に、応用問題や
ミニ解説で文法のポイントを押さえていきます。さら
に重要なことは、そのポイントを会話の中で流暢に話
せるように練習することです。自宅では書くことに重
点を置いて学習していただき、クラスでの学習をより
充実したものにしてください。
2A2GD4 / Mme Lubin

▲

© DR

総合フランス語
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2G 3 AM2

Amical 2

9-16

M. Bourgeois

土

10h00 -12h55

30

￥42,500

2G2 TX1

Nouveau Taxi 2

1-4

M. Bouffé

水

10h30 -12h25

20

￥31,500

2G2 TX 2 a

Nouveau Taxi 2

5-8

Mme Veloso

水

19h00 -20h55

20

￥31,500

2G2 TX 2b

Nouveau Taxi 2

5-8

M. Sintive

金

10h30 -12h25

20

￥31,500

2G2 TX 4

Nouveau Taxi 2

17-20

Mme Veloso

火

19h00 -20h55

20

￥31,500

2G2RP6

Nouveau Rond Point 1

9

Mme Lubin

火

19h00 -20h55

20

￥31,500

2G2RP 7a

Nouveau Rond Point 1

10

M. Pichou

木

19h00 -20h55

20

￥31,500

2G2RP 7b

Nouveau Rond Point 1

10

Mme Nagatsuka

日

10h30 -12h25

20

￥31,500

2G2RP 8

Nouveau Rond Point 1

11

Mme Nosaka-Stämpﬂi

土

13h00 -14h55

20

￥31,500

＊2G2RP7bは、10月27日（日）の講座を、12月22日（日）に振り替えます。ご了承下さい。

補足強化講座
P

クラスコード

講座名／テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2A 1PG 2

会話プラス

2

M. Pichou

水

13 h 30 -14 h 25

10

￥30 , 000

2A 2CO 1

読解力・聴解力強化

1/2

M. Bourlange

金

10 h 30 -12 h 25

20

￥31 , 500

2 A2 GD4

Grammaire en dialogue,
Niveau débutant

16 - 20

Mme Lubin

水

10 h 30 - 12 h 25

20

￥31 , 500

2 A 2GR

文法と語彙力

Mme Yoshino

土

15h30 -17h25

20

￥31,500

2 A 2OD

フランス語の綴り方とディクテ

M. Bouffé

土

10h00 -11h55

20

￥31,500

P 印のクラスは少人数クラスです。
P
印のクラスは新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上 6 週目から半額で受講いただけます。

印のクラスは、新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上６週目から半額で受講いただけます。
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A2-ÉLÉMENTAIRE

趣味について話すなどといった、例題になるディアロー
グを聞くあるいは写真等を見て、そこから重要な語彙
や表現を探し、会話の組み立てを練習します。参加者
は最大6名迄ですので、実践訓練の機会を最大限に生
かし、テキストでの学習を十分補足できるでしょう。

NOUVEAU TAXI 2

Français général

文法と語彙力強化

B1 INTERMÉDIAIRE 中級
テーマ別講座

旅行会語

Cours thématiques

シャンソンで知るフランス文化

▲

総合フランス語

NOUVEAU TAXI 3

Français général
ROND POINT 2

講座名／テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

2 T 2FC

La France en chansons

1/4

Mme Lubin

火

14h00 -15h55

20

￥31,500

2 T 2FV

旅行会話

Mme Lo Bue

土

13h30 -15h25

20

￥31,500

▲

クラスコード

NOUVEAU TAXI 3は、見開き2ページが1レッスンで、
効果的かつ実用的にフランス語を習得していただけま
す。各課ごとに簡潔に纏められた文法事項や巻末の文
法のリマインダー、豊富な練習問題で、文法もしっか
り身につきます。テキストには、より解りやすくする
ためのディアローグの書き起こしも添付されています
し、DVD-ROMが添付されていますので、オーディオ
ファイルを含むインタラクティブなアクティヴィティ
の数々を追加学習いただけます。
一覧表をご覧下さい。

▲

テーマ別講座

Rond Point 2は、確実に力をつけられるよう、グループ
ワーク、意見交換、文法に重点を置いた新しいテキス
トです。ダイナミックに自分の意見を整理しながらフ
ランス語を学びたい方にぴったりです。各課では、テ
キスト中の語彙をはじめ、文の構成についてしっかり
学んでいきます。そして例えば、フランスから来日す
る友達のために休暇の計画を立てたり、就職の面接を
準備したりの作業ができるようになり、フランス語圏
文化の知識を増やしましょう。
一覧表をご覧下さい。

(Niveau B1+)

総合フランス語
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3G2RP 5

Rond Point 2

5

M. Bourlange

金

19h00 -20h55

20

￥31,500

3G2RP 8 a

Rond Point 2

8

M. Pichou

木

10h30 -12h25

20

￥31,500

3G2RP 8b

Rond Point 2

8

M. Gaillard

土

13h00 -14h55

20

￥31,500

3G2RP 9a

Rond Point 2

9

Mme Yoshino

水

19h00 -20h55

20

￥31,500

3G2RP 9b

Rond Point 2

9

M. Pichou

木

14h00 -15h55

20

￥31,500

総合フランス語 –レベルB1+
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3G2 TX1

Nouveau Taxi 3

1-4

M. Gaillard

水

19h00 -20h55

20

￥31,500

3G2 TX 2

Nouveau Taxi 3

5 -8

M. Bouffé

木

19h00 -20h55

20

￥31,500

3G 2 TX 4a

Nouveau Taxi 3

13 - 16

M. Bourlange

火

19 h 00 - 20 h 55

20

￥31,500

3G 2 TX4 b

Nouveau Taxi 3

13 - 16

M. Bourlange

水

14 h 00 - 15 h 55

20

￥31,500

3 G 3TX 4

Nouveau Taxi 3

19 -24

Mme Lubin

土

10 h 00 - 12 h 55

30

￥42,500

印のクラスは、新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上６週目から半額で受講いただけます。
Les Baux-de-Provence © Eva Martin
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B1-INTERMÉDIAIRE

▲

シャンソンはお好きですか？ 波乱に富んだ年代の
ヒット曲をフランスの有名歌手を通して見ていきま
しょう。この講座では、時代を超越した二人の偉大な
歌手、エディット・ピアフとシャルル・トレネの一生
に漫画本を介して迫ります。世界的に有名な歌手の美
しい楽曲を楽しみながら、40年代という特異な社会背
景や歴史にも触れていきましょう。テキストには、オ
リジナル曲が収録されたＣＤが２枚付いています。今
学期と冬学期でエディット・ピアフを、続く２学期で
シャルル・トレネを取り上げます。A2で十分経験を
積んだ方対象。
新設講座 2T2FC / Mme Lubin

フランスを旅行するときに使える決まったフレーズや
よく使う表現、語彙を覚えましょう。パリや地方の観
光スポットやグルメ情報もゲット。フランス人とコ
ミュニケーションをとるための、基本コードも身につ
けましょう。毎回違うシーン、シテュエーションを設
定しますので、どの学期からでも参加いただけます。
2T2FV / Mme Lo Bue

レベル B1 は、すでにレベル A2 程度のフランス語を習得した方が対象で
す。会話の主要なポイントは理解できるようになり、フランス語圏を旅
行する際に遭遇するたいていの状況に何とか対処できるようになります。
同時に論証するテクニックもマスターしていきます。

補足強化講座

Approfondissement linguistique
会話プラス（少人数）
自分の計画について説明する、さらに意見を述べる等
の、例題になるディアローグを聞くあるいは映像を見
る、記事を読む等して、そこから大事な表現や語彙を
探し、会話の組み立てを練習します。参加者は最大6
名迄ですので、実践訓練の機会を最大限に生かし、テ
キストでの学習を十分補足できるでしょう。全5学期。

この講座に参加して、時と場所を越えてフランス文化
における偉大な人物や有名な場所、作品に会いに行き
ませんか？ 私達の旅では、フランソワ１世と一緒に
フォンテーヌブローで休息し、カルナックの巨石を巡
り、セザンヌの素晴らしい絵画を楽しみにオルセー美
術館を訪ねましょう。その他にも、楽しい旅をご用意
します。皆さん自身が、クラスで発表をする機会を設
けることで、新しい情報や知識を共有し交換するきっ
かけにもなると思います。文書や映像での資料を、講
師が準備いたします。
新設講座 3T2MP / M. Bourgeois

正しくフランス語の文章を読み取るためには、フラン
ス語の構文を正確に理解することが必要不可欠となり
ます。この講座では、翻訳の前段階である構文理解に
も力を入れ、フランス人がフランス語を理解するのと
同じ感覚でフランス語の文章を味わうことができるよ
うにしていきます。作品を通じて、未修あるいは復習
が必要な文法事項をチェックし、総合的にフランス語
力を高めていきましょう。今学期は、Antoine PIAZZA «
Un voyage au Japon »、Jean GIONO « Lʼhomme qui plantait
des arbres » を取り扱う予定です。
3T2TR / Mme Nagatsuka

▲

▲

3A1PG5a / Mme Veloso, 3A1PG5b / Mme Lo Bue

© DR

フランスの地方を巡る旅

補足強化講座
クラスコード

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

会話プラス

5/5

Mme Veloso

金

19h30- 20h25

10

￥30, 000

P 3 A 1 PG 5b

会話プラス

5/5

Mme Lo Bue

土

12 h00- 12 h55

10

￥30,000

P 印のクラスは少人数クラスです。

テーマ別講座

▲

Cours thématiques

フランス人が関心を持っているタイムリーな事柄を聞
き取れるようになりましょう。各回のレッスンでは、
最長2分のラジオ放送の抜粋を何度も繰り返し聴いて
理解できたことを、お渡しする教材に記入していきま
す。教材にはQCM
（選択問題）
や、
正誤問題、
穴埋め問題、
書き換え、要約など、ヴァラエティに富んだアクティ
ヴィテを用意しています。各レッスンの最初では、前
回のテーマについて皆さんで意見交換をしながら、自
分の理解度をチェックします。
3T1RR / M. Sintive

この講座では、新聞や雑誌、映画、広告など、様々な
タイプのメディア媒体を分析し、食品批評や映画評論、
インタビューなどの方向から、語彙を増やしジャーナ
リストが好むスタイルの文体に触れていきます。更に
は、メディアと社会の関わりにまでテーマを掘り下げ
ていきましょう。最終的には、自分自身の記事を書き
上げてください。クラスでは、文書資料の他にも、ビ
デオなどの音声教材をふんだんに導入します。
3T2JI / Mme Veloso

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

読む楽しみ

テーマ別講座
クラスコード

講座名／テキスト

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3 T1 RR

ラジオニュース

M. Sintive

木

19 h 00 - 20 h 25

15

￥24 ,000

3 T2 CF

Clés pour la France

Mme Veloso

火

10 h 30 - 12 h 25

20

￥31,500

3 T2JI

マルチメディア

Mme Veloso

土

14 h 30 - 16 h 25

20

￥31 , 500

3T 2LF

Toine et autres contes

Mme Veloso

金

10 h 30 - 12 h 25

20

￥31 , 500

3 T2MP

フランスの有名建造物と著名人

M. Bourgeois

水

19 h 00 - 20 h 55

20

￥31 , 500

3 T2 PF

フランスの地方を巡る旅

M. Bourgeois

水

10 h 30 -12 h 25

20

￥31 , 500

3T2 TR

翻訳入門

Mme Nagatsuka

木

19 h 00 -20 h 55

20

￥31 , 500

印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。
印のクラスは新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上 6 週目から半額で受講いただけます。

この講座は、フランス文学に親しむ最初の一歩です。
モーパッサンの
「Toine et autres contes（トワーヌ他短編
集）
」
を原文で読み通していきます。原文といっても、
B1レベルの方々のフランス語力を駆使して十分読み
こなしていただける作品です。オリジナルのテキスト
を読める楽しみを存分に味わっていきましょう。作家
や作品に関する様々なアクティビィテを用意していま
すので、テキストを読むと同時に読解、語彙、そして
文学や文化の歴史も学んでいただけます。
3T2LF / Mme Veloso

▲

▲

ゲンズブールってどんな人？星の王子様って？
なぜ1968年5月は重要なのか？
Clés pour la Franceは、著名人や制度、歴史的エピソー
ドなど、フランス社会を象徴するキーワードについて、
見開き2ページで1項目ずつ説明しています。この説
明に加えて、理解力を養う演習問題が用意されていま
すので、フランス語とフランス社会に関する知識向上
に役立てて下さい。
3T2CF / Mme Veloso

▲

マルチメディア - Atelier d’écriture

▲

ラジオニュース

フランスを知る鍵

22の地方で構成されるフランス本土は、それぞれが特
徴ある文化、歴史を誇っています。TBIを活用した講
師オリジナルのアクティヴィティを通して、各学期1
地方ずつ、彼らが愛して止まない地方の魅力を探検し
ましょう。観光地や遺跡、動植物相、ガストロノミー、
習慣、レジャーなど、その地方の魅力を詳らかにして
いきます。今学期はピレネー地方を訪ねます。
3T2PF/ M. Bourgeois

B1-INTERMÉDIAIRE

講座名

P 3 A 1 PG 5a

18

翻訳入門

▲

＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。ご了承ください。
＊この講座はポイント利用の対象外とさせていただきます。

フランスの有名建造物と著名人

アンスティチュ・フランセ横浜
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B2 AVANCÉ 上級
レベル B2 は、すでにレベル B1 程度のフランス語を習得した方が対象です。
ネイティヴスピーカーとも自然に会話ができ、時事問題などの話題でも
自分の意見がしっかり言えるようになります。複雑な文章の大部分が理
解できるようになり、筆記と同じように口頭でも理論立てて意見を述べ
ることができるようになるでしょう。

総合フランス語

ALTER EGO 4

Français général
NOUVEL EDITO B2

(Niveau B2+)

CECRL（言語に関する欧州共通基準）が推奨する Alter
Ego 4 は、ヴァラエティに富んだ活きた資料で構成され
ています。積極的に資料に取り組むことで、しっかり反
復しながら読み書きをバランスよく学習していただけるで
しょう。各課は、日常生活のトピックをカバーし、時事
問題の討論を通して、語学力を向上させていただけるよ
うに構成されています。また、プレゼンテーションのコ
ツや要約のしかた、レポートなど、口頭及び書面での
表現力を養っていただけます。
一覧表をご覧下さい。

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4

M. Bourlange

土

13h30 -15h25

20

￥31,500

4 G2RP 5

Rond Point 3

5

Mme Lo Bue

木

14h00 -15h55

20

￥31,500

4 G2RP6 a

Rond Point 3

6

M. Bourgeois

火

19h00 -20h55

20

￥31,500

4 G2RP6b

Rond Point 3

6

Mme Lo Bue

木

10h30 -12h25

20

￥31,500

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

総合フランス語 -レベル B2+
クラスコード

テキスト

4 G2 AE 4

Alter Ego 4

4

Mme Veloso

木

14h00 -15h55

20

￥31,500

4 G 3 AE 7

Alter Ego 4

7

M.Letur

土

10h 00- 12h 55

30

￥42 ,500

4 G 2 EC7

Echo B2

7

M. Bourlange

木

10h30 - 12h 25

20

￥31,500

印のクラスは、新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上６週目から半額で受講いただけます。
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Forum pour l'emploi © DR

この講座は、CECRL（言語に関する欧州共通基準）の
DELF B2 取得を目差す方にお薦めします。試験に必
要な 4 つのスキル（聴解、読解、文書作成、口頭表現）
を伸ばす訓練をします。
目標を絞った多彩なアクティビィ
テを通して、現状を的確に評価し、弱点を改善していき
ましょう。また、試験のコツ・回答のテクニックなどの
アドバイスを受け、
模擬試験にもチャレンジしてください。
4A2PB2 / M. Bourgeois

▲

課

B2-AVANCÉ

DELF B2 試験準備

▲

テキスト

▲

ニュアンスや表現の微妙な違いを細かく分析すること
で、フランス語文法の様々な留意点を自在に操れるよ
うになり、理解力を洗練させることをめざします。また、
多彩な練習問題の数々で豊かな語彙力、表現力を身に
付けましょう。テキストとは別に用意されたアクティビィ
テの会話の中で積極的に繰り返し使うことで確実にか
つ自然に使えるようにしていきます。
使用テキスト: Les exercices de grammaire B2
4A2GR5 / Mme Veloso

総合フランス語
Nouvel Edito B2

CECRL
（言語に関する欧州共通基準）
のB1レベルを習得
し、フランス語を仕事で使えるまでにレベルアップした
い方にお薦めします。職場で遭遇するであろう実際的な
状況を考慮し、履歴書やカバーレターを書く、社則を
理解する、議事録を取る、売り込みの準備をするといっ
た事項をフランス語で乗り切るノウハウを習得しましょ
う。
パリ商工会議所主催の商業フランス語検定の準備にも
お役立て下さい。
4P2FP5 / Mme Lo Bue

文法と語彙力強化

社交的でフレンドリーなクラスです。その雰囲気の中で、
情報、経験、意見交換を通して、フランス語の世界を
構築しましょう。語彙・文法・発音等、今のフランス語
レベルをより確実なものにしたい、フランス文化をより
深く理解したいという意欲、理解力を得るために必要な
方法を身につけたいという意欲を満たしていただけます。
また、シュミレーションプログラムを通して、実際に遭
遇する現場でどう対処すればよいのかを学びます。この
テキストなら、音声教材も豊富で、ネイティヴの会話を
十分に取り入れていますので自宅での予習復習もしっか
りしていただけます。
4G2EC7 / M. Bourlange

4 G2ED 4

音声、映像、テキストなど、多様な教材をふんだんに
盛り込み、まず第1段階として、誰かの言葉を伝える、
交渉を始める、更には文化的事象を比較するなど、
「話
す」
ために必要な構文を学びます。
その後はそれらを使っ
て会話を実践しましょう。参加者は最大6名迄ですので、
実践訓練の機会を最大限に生かし、テキストでの学習
を十分補足できるでしょう。全6学期。
4A1PG4 / Mme Lo Bue

ECHO B2 (Niveau B2+)

クラスコード

実務フランス語

▲

▲

Rond Point 3 は、精力的にしっかりフランス語を身に付
けたい方を対象にしています。各課では、テキスト中
の語彙をはじめ、文の構成についてしっかり学んでい
きます。そして例えば、雑誌の広告を作成する、詩集
や歌を書く、プレゼンテーションの場等で見解を擁護
するなどの状況に対処できるようになりましょう。グ
ループワークや、意見交換の場を有効に使って下さい。
提案する学習リズム：
1学期20時間
（週2時間）/ 全10学期
1学期30時間
（週3時間）/ 全5学期
一覧表をご覧下さい。

会話プラス（少人数）

Français professionnel

＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。ご了承ください。
＊この講座はポイント利用の対象外とさせていただきます。

▲

ROND POINT 3

ビジネスフランス語

Approfondissement linguistique

▲

▲

Le Nouvel Edito B2は、文法や語彙を強化しつつ総合的
な理解力を養うためのバラエティに富んだ課題テキス
トを豊富に用意しています。同時にフランス文化に触
れ、社会問題について自分の意見を述べる訓練もして
いきましょう。
4G2ED4 / M. Bourlange

補足強化講座

補足強化講座
P

クラスコード

講座名／テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4A 1PG 4

会話プラス

4/6

Mme Lo Bue

木

19 h 30 - 20 h 25

10

￥30,000

4A 2GR 5

Les exercices de grammaire B2

Mme Veloso

木

10 h 30 -12 h 25

20

￥31 , 500

4 A2 PB 2

DELF B2 試験準備

M. Bourgeois

木

19 h 00 -20 h 55

20

￥31 , 500

P 印のクラスは少人数クラスです。

ビジネスフランス語
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

4P 2 FP 5

Affaires à suivre

9 - 10

Mme Lo Bue

土

10 h 00 -11 h 55

20

￥31,500

アンスティチュ・フランセ横浜
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C1 SUPÉRIEUR 準マスター
テーマ別講座

フランス社会を語ろう

Cours thématiques
ラジオニュース

▲

4T1RR / Mme Nosaka-Stämpfli

フランス史の逸話
フランス史の表舞台に上がらない小さな秘密を紐解い
ていきます。伝説的人物、記念碑的な場所、重要な歴
史的事件について、びっくりするような事実や誰も語ら
なかった事柄を発見していきましょう。例えば、
「ルイ16
世お気に入りの余暇の過ごし方は？」
「デシャネル大統
領が有名になったきっかけは？」
などを取り上げます。
4T2SH / M. Bourgeois

▲

現代フランス社会が抱える問題

▲

CECRL（言語に関する欧州共通基準）の B1レベルで十
分に経験を積んだ方で、ご自分のリスニングスキルを
維持したい、あるいはより強化させたい方にお薦めしま
す。この講座は、表現力を豊かにし専門用語などの語
彙を増やすことに役立ち、一般フランス語講座を補うも
のとして理想的です。各回のレッスンでは、最長 2 分の
ラジオ放送の抜粋を何度も聴いて、理解できたことを
お渡しする教材に記入していきます。教材には QCM（選
択問題）や、正誤問題、穴埋め問題、書き換え、要約
などヴァラエティに富んだアクティヴィテを用意していま
す。各レッスンの最初では、前回のテーマについて意見
交換をしながら、自分の理解度をチェックしましょう。

テレビのニュース番組やその他のビデオ映像といった、
より実践的な教材からフランス文化や社会問題の側面
に焦点を当てます。日仏の文化の違いについて疑問に思
うことを話し合うことから始めましょう。各トピックは 2
週にわたって取り上げます。希望者にはその問題につい
てのプレゼンテーションをお願いします。フランス文化
とフランス語の知識を深めつつ、流暢な口語フランス語
を身に付けましょう。
4T2PC / M. Bouffé

総合フランス語

テーマ別講座

ALTER EGO 5

思想史

C1レベルで出版された最初のマニュアルです。C2を目
指す方にも、その基礎作りに役立ちます。このマニュア
ルでは、社会問題を介して、書くことと同じように話す
ことを順序立てて学びます。また文化的側面を通して、
フランス人が共有する考え方を学びましょう。採用され
ている文章と音声教材は、フランスの雑誌や新聞、テ
レビ等で実際に取り上げられたものから抜粋した活きた
教材です。
5G3AE4 / M. Bourlange

フランスの大手出版社
今期の講座では、フランスの三大出版社、les Editions
de Minuit、le Seuil 、Gallimard の誕生の歴史を辿りま
す。さらに、より現代的な出版社 Actes SudやP.O.L.、
Christian Bourgoisにも触れていきましょう。どんな作家
がこれらの出版社から有名になっていったのか、これら
の出版社が過去数十年の間にどのように発展していった
のか、そして現在、フランスのそして世界のカルチャー
シーンにおいてどのような存在であるのかを扱います。

Cours thématiques

Français général

▲

テレビニュース

＊11月13日
（水）
の講座は、12月18日
（水）
に振り替えます。また、10
月に1回休講し、全9回講座となります。ご了承下さい。

十分な会話力と文書作成力を持つ方で、フランスの
ニュースを知りたい方にお薦めします。毎回フランス国
営放送や、時には地方局で放送されたテレビニュース
の抜粋を観て、今日のフランスに関わるあらゆるジャン
ルの事柄について知識を増やしましょう。各回の前半は、
教材の聞き取りに当てます。その後、使われた語彙と内
容の詳細な検証をしていきます。時にはミニ討論会のよ
うな形で、学習したテーマについて話し合います。
4T2TV / M. Letur

5T1HI / M. Sarrazin

▲

▲

「何が国家の役割であるべきか？」
「フランスに居住する
外国人に付与すべき社会的地位は？」
「ネットがもたらす
問題にどのように向き合っていくか？」
この講座では、現代フランス社会をより良く理解できる
よう、今日フランスで問題になっている事柄に的を絞り、
音声やビデオ、文書等のサポート資料を用いて時事問
題を読み解いていきましょう。クラスの仲間と意見交換
したり、簡単なプレゼンテーションすることで自分の意
見を表明する方法を学んでいきましょう。
4T2GE / M. Bourgeois

レベル C1 は、すでにレベル B2 程度のフランス語を習得した方が対象で
す。社会的な立場や仕事、学問的場面でも、効果的で、流暢なフランス
語を使うことができます。含みのある長文でも、その言外の意味を理解し、
筆記と同様口頭でも対応することができます。

Hexagone

テーマ別講座
講座名

担当講師

土
土

4T1RR

ラジオニュース

Mme NosakaStämpﬂii

4T 2GE

現代フランス社会が抱える問題

M. Bourgeois

曜日

時間

全学習時間

受講料

10h00 -11h25

15

￥24 ,000

14h00 -15h55

20

￥31,500

4T 2PC

フランス社会を語ろう

M. Bouffé

火

10h30 -12h25

20

￥31,500

4T 2 SH

フランス史の逸話

M. Bourgeois

水

14h00 -15h55

20

￥31,500

4T 2 TV

テレビニュース

M. Letur

木

19h00 -20h55

20

￥31,500

印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。
印のクラスは新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上 6 週目から半額で受講いただけます。
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▲

クラスコード

C1-SUPÉRIEUR

▲

Exposition de Christian Lacroix à l'Abbaye de Montmajour © Eva Martin

CECRL（言語に関する欧州共通基準）の B2 レベル程
度のフランス語を取得している方が対象です。毎週 TF1
や France 2 、TV5 のテレビニュースで、フランス国内外
のトピックに迫ります。理解力を鍛えるアクティヴィテや
文法演習問題、ロールプレイを通して、トピックの中で
使われた語彙を口頭表現や書き取りで再現し、自在に
使えるようにします。講座ではグループになって学習し
ますが、各人が積極的に発言し、意見を述べる努力を
してください。筆記力をより高めたい方には、小論文も
用意しています。
5T2HE / M. Gaillard

総合フランス語／テーマ別講座
クラスコード

テキスト

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

5 G 3 AE 4

Alter Ego 5

4

M. Bourlange

土

10h00 -12h55

30

￥42,500

5 T1HI

思想史

M. Sarrazin

水

10h30 -11h55

13.5

￥22,000

5 T 2HE

Hexagone

M. Gaillard

土

10h00 -11h55

20

￥31,500

印のクラスは新規で会員登録をされる方に限り、オリエンテーションをお受けの上 6 週目から半額で受講いただけます。
印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。
アンスティチュ・フランセ横浜
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VOYAGE GASTRONOMIQUE EN PROVENCE

LE PROGRAMME CULTUREL
文化イベント

南仏プロヴァンスへの美食の旅
9月29日
（日）19:00（開場18:30）

文学カフェ
「女流作家：フランソワーズ・サガン、
コレット」

LITTÉRATURE

レットを取り上げます。作品を音読し、感想を話合いましょう。
フランス語レベルA2以上の方はどなたでもご参加いただけます。
ご予約の際に、
日本語とフランス語の資料をお渡しします。
コーヒーまたは紅茶とお菓子が付きます。

SÉMINAIRE DE VINS LES VINS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

Colette © DR

CAFÉ LITTÉRAIRE

文学カフェ
「アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ」
11月2日
（土）17:30-19:30

世界を飛び回ったアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリは、20世紀において最も詩的な
飛行家であり、
「星の王子さま」、
「夜間飛行」、
「人間の大地」
など多くの作品を残しまし
た。
人道主義者であり、
水彩画家であり、
映画
『アンヌ・マリー』
のシナリオをも手がけたサ
ン＝テグジュペリをの作品を一緒に読みましょう。
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。
コーヒーまたは紅茶とお菓子が付きます。
ご予約の際に、受付で資料をお渡しします。
講師：ナタリー・ロブエ
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
（2日前までに要予約。
8名から開催）

プロムナード
「星の王子さまを探して」
11月23日
（土・祝）13:00-16:00

みんなでフランス語を楽しく話しながら、箱根にあるサン＝テグジュペリの美術館と紅
葉を見に行きませんか？
13時：美術館の前の広場に集合（エントランスを入ってすぐ、星のオブジェがあります）

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

Françoise Sagan © DR

ワインセミナー
「ラングドック・ルシヨンのワイン」

2013 JAPON
MÉDITERRANÉE
地中海の世界

10月10日
（木）19:00-21:00

横浜の情緒溢れるフレンチ・レストランのシェフの繊細なお料理に舌鼓を打ちながら、
ワインスペシャリストの講師による
講義を聞き、南フランスのラングドック・ルシヨンのワイン4種をテイスティング。
講師：エリック・ロズワドスキ
会場：カフェ・ドゥ・ラ・プレス
参加料：会員4,000円、一般5,000円
（要予約。
自由席。定員になり次第締め切り。
逐次通訳が付きます。）
協賛：フランスワイン専門店La Vinée（ラ・ヴィネ）

SÉMINAIRE DE CHOCOLAT

高級チョコレートのセミナー
10月26日
（土）15:30-17:00

フランス最高級のショコラティエ、
ファブリス・ジロットとのコラボレーションにより実現した、高級チョコレート
のセミナー。薫り高きチョコレートと、
フランスワイン専門店ラ・ヴィネのお勧めするワインや、紅茶とのハーモニ
ーをお楽しみください。
講師：エリック・ロズワドスキ
会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員3,000円、一般3,500円
（要予約。定員になり次第締め切り）
日本語通訳はありません。推奨フランス語レベルA2以上
協賛：Fabrice Gillotte - Créateur Chocolatier、株式会社日食、
フランスワイン専門店La Vinée（ラ・ヴィネ）

CULTURE

PROMENADE SUR LES PAS DU PETIT PRINCE
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ール市のレストラン
「ラ・コロンブ」
のシェフ、
パスカル・ボナミによ

会場：ブラスリー ミリーラ・フォーレ
（ローズホテル横浜）
参加費（ワイン、
お料理）
：会員7,500円、一般8,000円
（3日前までに要予約。
自由席。定員になり次第締め切り）
協賛：イエール市観光局、
ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社
（「美食の祭典」関連イベント）

今回の文学カフェでは、
フランスを代表する女流作家、
サガン、
コ

会場：サン＝テグジュペリ 星の王子さまミュージアム
（神奈川県足柄下郡箱根町仙石原909-1）
参加費：会員2,500円、一般3,000円
（参加費は美術館入館料を含みます。
2日前までに要予約。
フランス語レベルA2以上。9名から開催）

エール。
フランスの有名なグルメガイドでも紹介されている、
イエ

絶好の機会です。
（お食事にはワインが付きます）

本を読むのが好きな方、
フランス語で一緒に読んでみませんか。

15時～16時：散歩 （16時30分解散）

地中海の世界

る特別ディナーを開催。
プロヴァンスの郷土料理をご堪能できる

9月7日
（土）17:30-19:30

13時～15時：美術館見学

2013 JAPON
MÉDITERRANÉE

風光明媚で温暖で、歴史ある中世の町並みが残る南仏の町、
イ

CAFÉ LITTÉRAIRE

講師：ナタリー・ロブエ
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
（2日前までに要予約。
8名から開催）

GASTRONOMIE

SÉMINAIRE DE FROMAGES

チーズセミナー
「非加熱圧搾タイプのチーズ」
11月30日
（土）17:30-19:00

フランスのチーズを、実際に味わい比較し、楽しみながら学べるセミナー。非加熱圧
搾タイプの4種類のチーズを試食しながら、講師エリック・ロズワドスキによるスライ
ドを使った説明を聞きます。
セミナーにはワインとパンが付きます。
会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員3,000円、一般3,500円
（自由席・要予約。定員になり次第締め切り。
日本
語通訳はありません。推奨フランス語レベルA2以上。）
協賛：チーズ専門店ユーロアール
アンスティチュ・フランセ横浜
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« LES VILLES QUI RÉTRÉCISSENT » DE PIERRE JEAN GILOUX

ピエール＝ジャン・ジルー
『縮小都市』

EXPOSITION/
SPECTACLES

シネクラブ
「地中海映画祭 2013」

「ルーブル美術館展

9月14日
（土）～11月24日
（日）11:00-19:00

CINÉMA

CINÉCLUB

地中海 四千年のものがたり」
（東京都美術館/7月20日から9月23日）
の開催、
そして南仏の都市

3Dアニメーションと現実の映像を組み合わせた作品など、新しい技術を取り入れながら、複数のメディア、
イメージをかけ

マルセイユがヨーロッパ文化首都に指定されたのを記念し、古来より東西文明の要衝であり、有史以来異文化交流を通

あわせた作品を展開しているフランス人アーティスト、
ピエール＝ジャン・ジルー。
日本の都市の風景とその変貌をテーマ

じて独自の文明築いてきた地中海の国々の映画作品を紹介します。

に、写真とビデオを使った作品の展覧会。
（お問い合わせ：黄金町バザール 045-261-5467）

9月28日
（土）

会場：黄金町エリア 八番館（1F） 入場にはフリーパス
（700円、
中学生以下無料）
が必要です。

14：30 『セザール』 マルセル・パニョル監督（1936年／フランス／132分／モノクロ／日本語字幕付／35mm）
出演：レミュ、
ピエール・フレネ、
オラーヌ・ドゥマジ
17：15 『ニースについて』 ジャン・ヴィゴ監督（1930年／フランス／31分／モノクロ／サイレント／35mm）

『天使の入江』 ジャック・ドゥミ監督（1962年／フランス／80分／モノクロ／日本語字幕付／35mm）
出演：ジャンヌ・モロー、
クロード・マン、
ポール・ゲール、
アンナ・ナシエ

10月12日
（土）
14：30 『ラ・シオタ駅への列車の到着』
（1897年）撮影：ルイ・リュミエール／
『サイコロ城の秘密』
（1929年）監督：マン・レイ ／『地中海』
（1963年）ジャン＝ダニエル・ポレ監督
（全3作/70分/日本語字幕付/デジタル・ベータカム）

« CLÔTURE DE L’AMOUR » DE PASCAL RAMBERT

『愛のおわり』
（日本版）作・演出：パスカル・ランベール』

16：15 『ゴダールのソシアリスム』 ジャン＝リュック・ゴダール監督
（2010年／フランス＝スイス／102分／カラー／日本語字幕付／35mm）
出演：マチアス・ドマイディ、
ナデージュ・ボーソン＝ディアーニュ、
ジャン＝マルク・ステーレ

10月11日
（金）19:30 ／12日
（土）
・13日
（日）14日
（月・祝）14:00
「部屋の中で男と女が話している。愛をおわらせようとして。」

11月9日
（土）

2011年、
アヴィニヨン演劇祭で初演を迎え、観客を感動の渦に巻き込んだ傑作。

14：30 『ルル』 モーリス・ピアラ監督（1980年 ／フランス／100分／カラー／英語字幕付／35ミリ）
出演：イザベル・ユペール、
ジェラール・ドパルデュー

2012年にフランス劇文学賞大賞を、2013年には、
フランス演劇賞主演女優賞お
よび戯曲賞を受賞。仏国内外で多数上演され、
モスクワ、
クロアチア、
ローマ、
ニュ
界初演。二つの視点、二つの沈黙、二つの言説が、死にゆく愛の暴力を明らかに
していく、究極の愛の物語。
会場：KAAT 神奈川芸術劇場大スタジオ
入場料： 一般3000円、会員・学生・シニア
（65歳以上）2000円
会員割引チケット予約・お問い合わせ：青年団03-3469-9107（12：00-20：00） ※当日受付で会員証をご提示ください。

ユヴァル・ピック＆フレデリック・グラヴェル
『ダンス・トゥ・テラン』
10月12日
（土）18:00 / 13日
（日）16:00
ユヴァル・ピックによるダンス作品『PlayBach』
を、大野一雄フェスティ
バルにて上演します。制御がきかなくなるまで極限に追い詰められた身
体によって、情熱的な音楽がほとばしります。
バッハの音楽をテーマと
する、
フレデリック・グラヴェルによるダンス作品も同時上演。
さらに10
月14日
（祝・月）16時には、
ミュージシャンBOROとの即興公演もござい

地中海の世界

« MÉMOIRES D’IMMIGRÉS »

『移民の記憶』

11月2日
（土）～4日
（祝・月）
フランス在住マグレブ移民のルーツをたどる、
ヤミ
ナ・ベンギギ監督のドキュメンタリー映画『移民の
記憶』。
９７年に公開され、
フランスで大きな反響を
呼んだ３部作のうち、
第二部である７０年代の家族

会場：BankART Studio NYK 3F
入場料： 前売り2,500円、
当日3,000円

す。
また上映前には、
フランス移民問題の研究家を

会員・学生・シニア
（60歳以上）500円割引き

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

『地中海』© DR

2013 JAPON
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ます。
さらに関連企画として、
ワークショップが開催されます。

お問い合わせ： BankART1929
045-663-2812
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会場：東京藝術大学馬車道校舎
入場料（各回入替）
：会員600円、一般1,200円
（芸大生無料。一般は同日２回目は600円）
３日間とも２回目の上映後、映画評論家、大寺眞輔氏によるティーチインがあります。

CULTURE

リヨン都市共同体の国立振付センターのディレクターを勤める振付家

地中海の世界

17：00 『黒いヴィーナス』 アブデラティフ・ケシシュ監督
（2010年／フランス／164分／カラー／英語字幕付／35mm）
出演：ヤヒマ・トレス、
アンドレ・ジャコブス、
オリヴィエ・グルメ

ーヨークの俳優による各言語バージョンも絶賛されている話題作の日本版／世

« DANSE TOUT TERRAIN » YUVAL PICK / FRÉDÉRIC GRAVEL

2013 JAPON
MÉDITERRANÉE

合流政策で地中海を渡った
「母」
を特別上映しま
迎え、
トークショーを行います。期間中には移民問
題を扱った関連映画の上映を行います。
会場：横浜シネマ・ジャック＆ベティ
上映会についての詳しい情報は、
アンスティチュ・フランセ
横浜のウェブサイトでご案内いたします。
www.institutfrancais.jp/yokohama

アンスティチュ・フランセ横浜
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ATELIER BD DE NICOLAS DE CRÉCY

ATELIERS / RENCONTRE

ニコラ・ド・クレシーによるバンドデシネのワークショップ
10月19日
（土）15:30-18:30

フランス・バンドデシネ界の旗手、
ニコラ・ド・クレシーが、
アン
スティチュ・フランセ横浜にやってきます！アーティスト本人に
よる活動や作品紹介に続き、参加者が自由に妖怪や魔物、鬼
神を描くワークショップを開催します。
講師：ニコラ・ド・クレシー
会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員2,000円、一般2,500円
ワークショップはフランス語で行い、逐次通訳が付きます。
デッサンの基礎知識・技術のある方を対象とします。
お使いのデッサン用具をご持参ください。
定員15名。要予約。

ATELIER PHOTO DE DAVID MICHAUD

ダヴィッド・ミショーによる写真のワークショップ

CONFÉRENCE D’ANDRÉ ORLÉAN

CONFÉRENCE

アンドレ・オルレアン氏講演会
最新著書「価値の帝国」
について
12月3日
（火）15:00-17:00
レギュラシオン派の経済学者であり、現在、
フランス
の社会科学高等研究院（EHESS）
の教授を務めるア
ンドレ・オルレアン氏は、貨幣や金融を専門とし、
この
分野に関する多くの著書があります。藤原書店より今
秋邦訳が刊行された最新著書『価値の帝国（L’EMPIRE DE LA VALEUR）』
について、著者による講演会
を神奈川大学にて行います。
（逐次通訳付き）
会場：神奈川大学 1号館、308番教室
(〒221-8686 横浜市神奈川区六角橋3-27-1)
入場無料
お問い合わせ：神奈川大学（045-481-5661）
経済貿易研究所（内線 4715）
主催：神奈川大学経済貿易研究所

9月1日
（日）10:30-13:00「美味しそうな写真を撮ろう！」

物や食べ物を被写体にした撮影方法を学びましょう。
フレーミングやライティングによっ

FÊTES

て、被写体を魅力的で美味しそうに撮る演出を学びます。

12月1日
（日）10:30-13:00「三脚があるともっと簡単！」
写真家は三脚を頻繁に使用しますが、三脚を使いこなすのは簡単ではありません。
三脚を使って、鮮明な写真を撮る方法を学びます。
ワークショップはフランス語で行います。通訳は付きません。
推奨フランス語レベルB1以上。
講師：ダヴィッド・ミショー
会場：アンスティチュ・フランセ横浜＋屋外
参加料（各回）
：会員3,000円、一般3,200円
（2日前までに要予約。8名から開講）

RENCONTRE « LE PARIS INCONNU DE FOUJITA »
11月16日
（土）17:00-19:00
パリと日本を行き来しながら、書籍執筆やセミナー、
コンサートなど、多岐
に渡る活動を展開している畠山奈保美氏が、
モディリアーニやスーティン、
藤田嗣治らの画家達が活躍した、1920年代のパリへとみなさまをご案内し
ます。
トークでは、BS朝日での特別番組が組まれ、新秋田美術館でも企画
展が開催される、藤田の壁画の秘密についても紹介します。

お話：畠山奈保美（Dorée Kami 代表）
会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員3,000円、一般3,200円
（2日前までに要予約。8名から開催）
協賛：まかないこすめ
※参加者にはもれなく
「まかないこすめ」
より素敵なプレゼントを贈呈いたします！
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11月21日
（木）12:30-14:00（昼の部）18:00-20:00（夜の部）

今年のボージョレ・ヌーヴォーをいち早く味わいましょう！！お昼に
は、数量限定のランチボックスとワインのお得なセットを販売します。
どなたでもご参加いただけますので、
お散歩の途中やお仕事帰りに
もぜひどうぞ。
会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加無料、飲食有料
協力：ビストロ酒場マリーンクラブ

FÊTE DE NOËL

CULTURE

『渡仏100周年 フジタとパリ ～初披露になった幻の大作について』

BEAUJOLAIS NOUVEAU

ボージョレ・ヌーヴォー解禁パーティー

フェット・ド・ノエル
12月7日
（土）
恒例のクリスマス・パーティー。飲み物や食べ物を持ち寄り、講
師やお友達と一緒にクリスマスを祝います。
アンスティチュでは
特製のヴァン・ショー（ホットワイン）
をご用意してお待ちしてい
ます。
会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加無料、
ご予約不要

アンスティチュ・フランセ横浜
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会員優待サービス

ADHÉSION
年会費
一般

会員カードをご提示いただくと、優待サービスが受けられます！

：￥ 8,000

25歳以下及び60歳以上 ：￥ 6,000
メディアテーク登録

：￥ 3,500

＊25歳以下及び60歳以上の方は、
身分証明をご提示ください。
ご提示が無い場合は、一般扱いとさせていただきます。
＊年会費はお納めいただいた学期より4学期間有効で、
会員の方には様々な特典がございます。
＊会員カードはアンスティチュ・フランセ日本の各施設共通で
使用いただけます。

会員特典

講座を受講の会員の方には次のような特典がございます。

NET FOLLOW

● ネットフォローサービス
授業に欠席したり、
授業中に宿題を書き留められな
かった、
2週間前に習ったことを復習したい…そんな
時は、 http://cours.institutfrancais.jp/ にアクセス
してください。授業内容概要と出された宿題がわか
ります。
授業内容、
宿題、
回答、
場合によっては配布資料や
音声教材などを、
毎回講座終了後に講師がネットに
アップロードします。
アンスティチュ・フランセ横浜の
サイトを通して、
ご自宅から、
アンスティチュの自習室
から、
欠席した授業の内容を見ることができます。
次
の授業に備えて下さい。

RATTRAPAGE

● 講座振替制度

授業を休んでしまったら、他のクラスの授業を受け
てみてください。
各学期2回まで、欠席された授業の代わりに同じレ
ベルの他のクラスの授業を受けていただけます。
同
じレベルの講座ですので、会話力の訓練にお役立
ていただけます。
＊振替講座のご利用には1ポイント必要です。
＊欠席なさった日以降、
振替希望日の前日までにご予約下さい。
＊欠席日同日の振替、
振替希望日当日のご予約はお受けできません。
＊次のクラスへの振替はできません：会話プラス、ＶＩＰコース、ガスト
ロノミ－講座、集中講座,および満席の講座

＊パスワードは各学期ごとに変更になります。
各学期第2週目に、
担当
講師からお渡しします。
電話でのお問い合わせにはお答えできません。
＊各学期ごとに利用期限が設定されています。
期限を過ぎますとすべて
消去されますので、
ご自身での保存をお願いいたします。

10ポイントたまると、
1クラスを半額で受講いただけます。
但しご利用は同一学期に複数クラスを登録なさる場合
に限ります。
また半額で受講いただけるクラスは、
他の受講講座の授業料を超えないものを対象とします。
詳しく
は受付にお問い合せ下さい。
ご注意
* ポイントサービスはご本人のみ有効で、他人への譲渡・貸与・換金はできません。
* ポイントをご利用になれないクラスがあります。各講座の案内をご覧下さい。
* ポイントは講座振替制度にもご利用いただけます。
* 有効期限は2年間です。
ポイントカード紛失の際の再発行はいたしません。
（旧カードには有効期限はございません。）
* ポイントの利用等で授業料が割引になった講座はポイント発行の対象から除外させていただきます。
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● レストラン ルプティクラージュ
→ ワンドリンクサービス
横浜市中区元町5-209北村ビル1F
（045-681-2665）

● レストラン アルテリーベ
→ 平日ディナーコース1000円割引
横浜市中区日本大通り11番地 横浜情報センター1F
（045-222-3346）

● ブラッスリー アルティザン
→ 自家製サングリアサービス
横浜市中区元町1-31 ラ・スピーガ元町001号室
（045-228-7433）

● カフェ・ドゥ・ラ・プレス
→ 10%割引
横浜市中区日本大通り11番地 横浜情報センター2F
（045-222-3348）

● レストラン リパイユ
→ アペリティフサービス
横浜市中区住吉町6-66-1-101
（045-212-5989）

● レストラン エリゼ光
→ 10%割引
横浜市中区山手町246 カーネルスコーナー2F
（045-621-4890）
● ビストロ酒場マリーンクラブ
→ 10%割引
横浜市中区港町3-14キリン関内ビル2F
（045-662-8240）

● 欧明社 リヴ・ゴーシュ店
→ 洋書のみ5%割引（除外品あり）
新宿区市ヶ谷船河原町15
アンスティチュ・フランセ東京内（03-3267-1280）
● シャンソニエ デュモン
→ ワンドリンク付チャージ500円割引
横浜市中区山下町100-3 リレント山下町1F
（045-641-2968）

申し込みの際の注意事項

● ポイントサービス 10時間の授業に付き1ポイント差し上げます。

● 各種証明書発行
● メディアテーク P.32をご参照下さい。
● アンスティチュ主催イベントの参加優待
● 会員優待サービス P.31をご参照下さい。

● ワイン専門店 ラ・ヴィネ
→ 5%割引
渋谷区恵比寿4-20-7
（03-5424-2581）

P.24-29をご参照下さい。

■年会費・授業料は受付にて全額、前納してください。年会費・授業料未納のままでの受講は固くお断りいたします。
■授業料にテキスト代は含まれません。必要に応じて受付で販売しております。
■お支払いは現金のみご利用いただけます。
■講座は満席になった時点で申し込みを締め切らせていただきます。電話等での申し込み予約システムはございません。
■登録期間終了後も空席のある講座は随時お申し込みいただけます。
その場合でも、受講料は学期単位でお納めいただき
ます。
■学期開始第一週は聴講システムがございます。登録する前に1時間につき1000円
（3時間クラスなら3000円）
で聴講可能
で、聴講したクラスに申し込まれる場合は授業料の一部とみなします。聴講をお受けできないクラスもございます。
■一度お支払いいただいた授業料の払い戻しはお受けできません。但し、病気・転居等の理由で受講できなくなった場合
で、
開講前日
（10月4日
（金）
）
までに所定の書類を提出いただいた場合はその限りではありません。
■第一回の授業後、登録人数が規定に満たない場合は中止される場合がございます。他のクラスに変更いただけない場合
は全額返金いたします。
ご返金は聴講のみの方には適用いたしません。
■クラス変更は10月11日
（金）迄に限り、一度だけお受けします。
（差額は返金出来ません。）
ただし、
どうしてもレベルが合わ
ない方は、5週目まででしたら、担当講師および教務部長と面談の上で必要を認められた場合、他のレベルのクラスに変
更いただけます。
■講師や他の受講者に迷惑をかける行為があった場合は、受講をお断りすることがございます。
■止むを得ず、担当講師による授業が出来ない場合は、代講または休講となります。休講の場合は補講を行います。

アンスティチュ・フランセ横浜
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DÉCOUVREZ LE JAPON TEL QUE VOUS EN RÊVIEZ

MÉDIATHÈQUE
メディアテーク
アンスティチュ・フランセ横浜のメディアテークには、あらゆる年代向け、全レベル
の学習者向けの書籍、DVD、CD、漫画、雑誌など所蔵資料を約 2000 点揃えております。
さらに初心者から中級レベルの学習者向けに、「学習者の本棚」を用意しています。ア
ンスティチュ・フランセ東京の教師の協力のもとに選ばれた資料は、A1 から B2 まで
のレベルに分かれています。｢学習者の本棚｣ でフランス語の本を読んでみましょう！

ご利用案内

KINOSAKI

ONSEN
kinosaki-hotsprings.com

■全国のアンスティチュ・フランセの施設及び日仏会館の蔵書をhttp://catalogue.institutfrancais.jp/

T
O

opacのサイトから検索いただけます。
■上記サイトの利用に関しては、事前に受付にて個別のパスワード、E-Mailアドレスを御登録いただく
必要があります。E-Mailでは、新着情報、遅延情報などをお送りいたします。

Y

■上記サイトより、
ご希望書籍の所蔵施設や貸出状況を確認のうえ、貸出の予約をしていただけます。
他施設で予約された書籍は、
アンスティチュ・フランセ横浜に配送され、学館内で閲覧いただけます。
配送に関する実費はご負担下さい。

KINOSAKI ONSEN

■貸出冊数、貸出期間は次の通りです。

1ヶ月
1週間
2週間

CD付書籍
CD
DVD

1冊
1枚
1本

2週間
1週間
1週間

を過ぎた場合は、1 件 1 日に付き 10 円の延滞金をお支払いいただきます。返却日は守りましょう。

CULTURETHÈQUE
デジタル図書館
Culturethèque がいよいよスタート！

アンスティチュ・フランセ日本のデジタル図書館が
2013 年 6 月 3 日よりオープンしました。メディアテークの会員、アンスティチュ・フ
ランセの生徒は Culturethèque に無料で登録し利用することができます。
フランス語の学習コンテンツやお勧めの読書の紹介など内容も充実しています。
また 90000 以上の資料、ビデオ、雑誌、ゲーム、バンド・デシネ、そして文学の最新
情報にもアクセスできます。
全ての会員の方がご利用いただける、新しい無料サービスです！

KYOTO

n

■返却期限は、1 回に限り延長できます。返却期限前までに必ず受付にお申し出下さい。返却期間

O

2h
15
m
30

書籍
3冊
雑誌
1冊
BD（バンドデシネ） 1冊

TOYOOKA IZUSHI
CITY

OSAKA

O

IZUSHI

K
A

www.culturetheque.com

32

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

www.city.toyooka.lg.jp/english

アンスティチュ・フランセ横浜
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NOUS RECOMMANDONS...
アンスティチュ・フランセ横浜のおすすめ
フランスワイン専門店 La Vinée（ラ・ヴィネ）
住所
TEL
FAX
営業時間
URL
E-mail

： 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿4-20-7
：03-5424-2581
：03-5424-2590
：11h00-19h30（月曜不定休）
：www.lavinee.jp
（通販サイト）
：cave@lavinee.jp

地方色豊かなフランスワインがあります。
ソムリエである店頭ス
タッフが、
自ら現地を訪問して買付けた個性豊かなフランスワ
インとエスプリ溢れる空間をお楽しみください。
理想的な保存管理のされたワインセラーには常時1500アイテムが眠っています。

フランスチーズ専門店 Euro Art（ユーロアール）
住所
TEL
営業時間
定休日
URL
E-mail

ET AUSSI...
アンスティチュ・フランセ横浜のおすすめ
Librairie Omeisha 欧明社

（書店）

住所
： 東京都千代田区富士見2-3-4
TEL
：03-3262-7276
FAX
： 03-3230-2517
営業時間 ： 平日 9h30-18h、 土曜 9h30-17h30
（日曜・祝祭日定休）
URL
： www.omeisha.com

Café de la presse カフェ・ドゥ・ラ・プレス

（レストラン）

住所
TEL
営業時間
定休日
URL

メディアテークの図書にご協力いただいています。

Le petit courageux ルプティクラージュ

（レストラン）

住所
TEL
営業時間
定休日

： 横浜市中区元町5-209北村ビル1階
：045-681-2665
： 11h30-14h(LO)、17h30-20h30(LO)
： 月曜日

講座「美食の旅」にご協力いただいています。

： 横浜市中区日本大通り11番地
横浜情報文化センター2F
： 045-222-3348
：10h-21h30
： 月曜日
： www.alteliebe.co.jp
ワインセミナーにご協力いただいています。

Bistro Marine club ビストロ酒場マリーンクラブ

（ビストロ）

住所
TEL
営業時間
定休日
URL

： 横浜市中区港町3-14
キリン関内ビル2F
：045-662-8240
: 17h00-24h30 (l.O)（金曜は -25h30）
：無休
： www.marine-club.co.jp

ボージョレ・ヌーヴォー解禁パーティーにご協力いただいています。

： 〒152-0001 東京都目黒区中央町2-35-17
：03-5768-2610
： 水曜日～日曜日11h00-19h00
： 毎週月・火曜日
：www.euro-art2001.com/
：mail@euro-art2001.com

住宅街の一角にあるチーズ専門店ユーロアールは、
フランスを
主とするヨーロッパのチーズと食材を取り扱っています。小さな
店内には、生産者や製法にこだわりの感じられるチーズが、所狭しと並んでいます。

ファブリス・ジロット Fabrice Gillotte
お問い合わせ：株式会社日食
住所
: 〒530-0055 大阪市北区野崎町9-10
TEL
: 06-6314-3655
URL
: www.fabrice-gillotte.com
E-mail
: marketing@nisshoku-foods.co.jp
1991年、
当時史上最年少の26歳でMOF
（ショコラティエ部門）
を取得したファブリス・ジロット氏。
独創的な優れた技術と良
質な原料から生み出されるショコラは繊細かつ濃厚な味わい
が特徴です。
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ߏఝᓙଔᩰ߇ߏߑ߹ߔޕ

6GN

直営店舗：ファブリス・ジロット伊勢丹新宿本店
（TEL 03-3357-8250）
／ファブリス・ジロット丸井今井札幌本店
（TEL 011-205-2072）
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2013年 秋学期
10月5日
（土）～12月15日
（日）

＊休講：11月3日
（日・祝）、11月23日
（土・祝）

登録受付期間 9月24日
（火）～10月11日
（金）
*下記休館日にご注意ください。

*空きがあるクラスについては逐次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いたしません。

受付時間 9月24日（火）～10月11日（金）
火～金曜 10:00～20:00
土曜
9:30～18:00
日曜
9:30～15:00

オリエンテーション（入場無料・予約不要）
9月28日
（土） 17:00～18:00

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

アンスティチュ・フランセ横浜（旧・横浜日仏学院）

〒 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

Institut français du Japon - Yokohama

Meiji-ya Onoe-cho bldg. 7F, 5-76, Onoe-cho, Naka-ku,
Yokohama 231-0015
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

アンスティチュ・フランセ横浜
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