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フランス語講座・文化プログラム

Marché sur le cours Saleya à Nice ©DR

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

Chers amis,
Voici 10 ans que Yokohama porte haut les couleurs françaises pendant
ces six semaines d’été ! Une cinquantaine d’évènements, expériences
gastronomiques, concerts, spectacles, cinéma, expositions, et débats
raviront les petits et les grands. L’Institut français du Japon et ses partenaires vous proposent un voyage dans notre beau pays… et ceci en quelques stations des trains ! Soyez des nôtres !
L’Institut Français du Japon à Yokohama continue d’innover dans l’enseignement du français pour être au près de vos besoins. Cet été, vous
sont proposées des cours de révisions, des préparations au DELF à la carte et pour les débutants,
un nouveau parcours intégrant un manuel avec vidéo.
Enfin, ce trimestre, nous offrons, aux nouveaux étudiants de visiter gracieusement les classes, à
nos fidèles apprenants des inscriptions VIP, et à tous 10% sur le deuxième cours.
Vous trouverez le détail de ces nouvelles offres dans les pages qui suivent et notre équipe d’accueil
est toujours à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

1. 在日フランス大使館の公式機関
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。

Je vous souhaite un excellent été, en notre compagnie !

3. 多彩なメニュー

Cordialement

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。

Rebecca Lee
Directrice de l’Institut français du Japon - Yokohama

皆様
横浜がフランス色に染まる6週間、
横浜フランス月間2014が今年もいよいよ開催されます。
10周年目
を迎える今年は、
ガストロノミー、
コンサート、
スペクタクル、
映画、
展覧会、
討論会など、
大人もこど
もも楽しめる50近いイベントが行われます。
アンスティチュ・フランセ日本とそのパートナーは、
横浜
にいながらにして、
フランスへの素敵な旅へと、
皆様をお連れいたします。
アンスティチュ・フランセ横浜は、
皆様に新しいフランス語の授業をご用意いたしております。
今年の
夏は、
復習講座、
DELF B1/B2試験準備ワンショット講座のほか、
フランス語初心者向けに新しい
教材を導入いたしました。
また新たなサービスとして、
新規ご登録の方には、
第1週目の講座を無料で体験
（1クラスのみ）
して
いただけます。
春学期にご登録いただいている方には、
通常登録期間より前に講座にお申し込みい
ただけます。
また、
夏のプロモーションとして、
2つ目に受講していただく講座は、
10％割引となります。
詳しくは、
講座のページをご覧下さい。
講座のご相談、
ご質問などは、
どうぞお気軽に受付スタッフ
までお尋ね下さい。
素晴らしい夏をアンスティチュ・フランセ横浜でお過ごし下さい。

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
ンセのメディアテー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

東京フランス国際学園勤務、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、有資格日本語講師

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BAC 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
NHK「テレビでフランス語」出演

歌手・作詞家・女優、HJD

Mme Satoko YOSHINO

Mme Christelle VELOSO

フランス文学修士、都内私立高校フ
ランス語講師、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2014年夏学
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： 2014年6月21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 夏学期講座について／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。
● 補足強化講座／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。
● 少人数会話講座／最大6名までで、
とにかく話すクラスです。
● VIP会話講座／2名限定クラス。
● 実務フランス語講座
● 発音強化講座
● 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

アンスティチュ・フランセ横浜
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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

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

B2/上級

C1

C1/準マスター

C2

C2/マスター

Avancé

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。

仏検
1級

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

DALF C2

※ 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

フランス国民教育省フランス語資格試験
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つの力が評価されま
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。
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

2014年秋季試験日程（出願受付期間：6月23日（月）～9月6日（土））
DELF A1・A2

11月9日
（日）

筆記

11月9日
（日）

口頭表現

受験料

DELF B1・B2

10月12日
（日）

10月19日
（日）

¥13,000

DALF C1

11月2日
（日）

10月26日
（日）

¥15,000

DALF C2

11月9日
（日）

11月30日
（日）

¥15,000

DELF ジュニアA1・A2

10月5日
（日）

10月5日
（日）

¥11,000

DELF ジュニアB1・B2

11月2日
（日）

11月2日
（日）

¥13,000

¥11,000

試験対策の
クラスは
p.11, p.18, p.21を
見て下さい！

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。
※日程・受験料に変更があることもございます。
その場合はアンスティチュ・フランセ横浜ウェブサイトでお知らせいたし
ます。

2014年度試験日程
試験日

4月20日
（日）

必須試験
○

7月20日
（日）

○

12月14日
（日）

○

補足試験

×
×
×

出願締切

終了しました
6月20日
（金）
11月14日
（金）

受 験 料 ：￥12,000
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。

BOURSES DU GOUVERNEMENT
FRANÇAIS (culturelles)
フランス政府給費留学生制度 ( 文系 )
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。
2015 年度の募集は 6 月 25 日開始です。
たくさんのご応募お待ちしております。

※月曜、祝日は休館 ※横浜では定員になり次第締切ります。
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アンスティチュ・フランセ日本の
自宅学習プログラム 通信コース・オンラインコース
APPRENDRE LE FRANÇAIS À DISTANCE

2 つのタイプの自宅学習プログラムで
確実にフランス語をレベルアップ！

通信コース

オンラインコース

1953 年の設立から、その質の高い教育で信頼性と定
評のあるアンスティチュ・フランセ日本の通信コース
高いレベルの資格を持つ教師陣による定期的な添削
により、効果的にフランス語を学習。
● レベル、内容ともにバラエティに富んだ

コースラインナップ

50 を超えるコース数で、入門から準マスターレベルま
で対応。ご自身のレベルや目的にあったコースをお選
びください。フランス語の上達へのエッセンスがぎっ
しりつまった教材がご自宅に届きます！

● 自宅学習のサポート充実！

課題や添削答案の復習で理解できないことがあった
ら、メール、Fax などで質問。自宅学習の強い見方で
す！
● テレフォンサポートで、直接先生に質問、会話練習、
発音チェック。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用意しています。
●

対象レベル：入門 (A1) 〜 準マスター (C1)

2014 年 夏学期：6 月 28 日（土）〜 9 月 23 日（火）
ফ


ಒ৾

2014 年、通常学期と同じリズムで
夏学期が開講！

www.institutfrancais.jp/cad

アンスティチュ・フランセ日本のオンラインスクール
パソコンとインターネットがあればフランス語学習！

e-フランセは、日本人のフランス語学習に特化し、オン
ライン学習のために開発されたメソッドです。音声ファ
イル、画像、オリジナルビデオとともに総合的に学習。
効果的に、かつ楽しく学べます。
入門(A1)、初級(A2)レベルのコースは、インターネット
での学習に加え、添削指導、１対１の会話レッスンによ
り、フランス語学習をトータルでサポート！ 中級(B1)レ
ベルは、課題中心の添削指導で学習目的に合わせてコー
スをお選びいただけます。
2つのタイプの受講方法
● フルバージョン：e-フランセのご提供内容を全てご
利用になれます。
対象レベル：入門 (A1) 〜 中級 (B1)
2014 年 夏学期：6 月 28 日
（土）
〜 9 月 26 日
（金）
● LITEバージョン：1ヶ月間インターネットでの学習を
何度でも利用可能。（個別指導なし）e-フランセを試
してみたい方や基礎学習の復習にご利用ください。
対象レベル：入門 (A1) 〜 初級 (A2)
いつでも受講スタート！

e- フランセ LITE バージョン新登場！
1 コース 1 ヶ月 4,000 円！（A1-A2）

e-francais.jp

自宅学習プログラムのお申込みには、
便利な専用サイト通信ブティックをご利用ください！

tsushinboutique.com

まずは、パンフレットをご請求ください！
サイトからもダウンロード可能！
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☎ 03-5206-2860［直通］ tsushin@institutfrancais.jp

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

COURS SPÉCIAUX TOUS PUBLICS
特別講座

高校生のための短期集中講座

Le cours est dédié à la communauté internationale de Yokohama qui souhaite
apprendre le japonais. Dispensé par une enseignante spécialement formée à
lʼenseignement du japonais langue étrangère, ce cours vous donnera les clés pour
communiquer en japonais mais aussi lire et écrire les kanjis. Dans un esprit convivial,
rejoignez-nous pour vivre pleinement votre expérience au Japon !

Cours de japonais / Japanese class

高校生対象の集中講座です。
フランス語は楽しい！！！ フランス語を新たに体験する4日間です。
文法やドリルだけじゃなく、歌やゲームを交えて、生きたフランス語を学びます。
フランス語がはじめてでも大丈夫。一緒に楽しくフランス語を学びましょう。

The French Institute of Japan - Yokohama branch is launching a new japanese class! Taught by
an educator specially trained in teaching japanese as a foreign language, this course will give you
the keys to communicate in japanese and also to read and write kanjis. Join us to fully experience
Japan in a convivial setting !

＊ この講座のみ受講なさる方は年会費は必要ありません。
＊ テキスト・ワークブックをプレゼント。
＊ この講座の初回聴講はお受けできません。
＊ 申込締切：8月2日
（土）
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

高校生のための
短期集中講座

Mme Veloso

8 /（木）
7
8 /（金）
8
8 /（土）
9
8 /10
（日）

10h00 -15h55

7A 0 SL

(お昼休憩
13h00 -14h00)

全学習時間

受講料

20

￥36,000

1日5 時間

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。
印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。

横浜近辺に在住の外国人の皆様に朗報です！
アンスティチュ・フランセではこの度新たに日本語講座
を開講します。日本語教師資格を有する講師が、ひらが
な・カタカナ、そして漢字の書き方はもちろんのこと、
日常生活に役立つ会話表現などを、丁寧にわかりやすく、
且つ楽しい雰囲気の中でお教えします。さぁ、
アンスティ
チュ・フランセで、日本語学習の第一歩を踏み出してみ
ませんか！！！
7月2日（水）
の初回講座は、無料で体験いただけます。

© DR

子供のためのお楽しみアトリエ

で、お気軽にご予約ください。

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。

▲

新設講座 7A2JP1 / Mme Nagatsuka

＊日程は下記をご覧下さい。1回ず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。
バンビクラス （4歳～ 6歳）

ダンボクラス （7 歳～ 10 歳）

7 月 2 日（水）～ 9 月 24 日（水）
毎週水曜日 16h30 ～ 17h25
( 但し 8 月 6、13、20 日を除く )

7 月 2 日（水）・7 月 16 日（水）・7 月 30 日（水）
9 月 3 日（水）・9 月 17 日（水）
各回とも 16h 30 ～ 17h25

受講料
子ども1人 1回 ￥1,000

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 月から東京都北区滝野川の本校に
てフランス語の授業を開講しています。
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 ” を学びます。授業は週 1 回 1 時間 30 分、
合計 24 時間。また保護者のみなさま、
juku@lfitokyo.org 村瀬までお問い合わせ下さい。
近隣にお住まいの方を対象にした「大人の塾」も開講。詳細は、
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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

7A 2 JP1

Japanese class

Mme Nagatsuka

WED

19h00 -20h55

20

￥35,000

アンステュチュ・フランセ横浜の “ 会話サロン ”

東京国際フランス学園の塾

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

また、随時オリエンテーションを受けていただけますの

ご好評をいただいております会話サロン、今学期は下記の日程で開催いたします。授業の前後、お買い物の帰り
など、ご都合の良い時間にご参加下さい。参加は1回ごとの予約制。お気軽にお申し込み下さい。
＊開催日の2日前までにご予約下さい。
＊日程は、変更になることがございます。新しい情報はサイトでご案内いたします。ご了承下さい。

7月

9月

3日（木） 17h30-18h30

3日（水） 16h30-17h30

8日（火） 17h30-18h30

9日（火） 17h30-18h30

12日（土） 16h30-17h30

17日（水） 16h30-17h30

16日（水） 16h30-17h30

20日（土） 16h30-17h30

22日（火） 13h30-14h30

25日（木） 17h30-18h30

26日（土） 16h30-17h30
30日（水） 16h30-17h30
参加料
（1回）
：会員1,000円、一般1,500円

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、学院外での講座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。
アンスティチュ・フランセ横浜

9

ガストロノミー（美食）講座

VIP 会話コース

Gastronomie

２名様限定コースです。

美食の旅

ワインテイスティング

美食の旅では、各学期2つの地方の際立った特徴をク
ローズアップする旅に出掛けます。
今学期はまず
「ブルゴーニュ地方」
を訪ねます。言わず
と知れたワインの名産地ですが、数々の有名料理を
持っています。ブルゴーニュ地方の中心都市ディジョ
ンをはじめ4県にまたがり、まるでパレット上の絵の
具のような多彩な有名レストランなどを巡る美食ツ
アーをご堪能ください。そして次に、
「プロヴァンス
＝アルプ＝コート・ダジュール地方」
に移動します。
フルーツやハーブの香りはまさにプロヴァンス。蜂蜜
やオリーブオイルも見逃せません。海の幸も名物です
ので、土地の持つコントラストを楽しみましょう。最
終回は、レストランでこの２地方の代表料理をお楽し
みください。一緒に楽しくテーブルを囲みましょう。
日程：7月3日、17日、31日、9月4日、18日

春学期から始まったシリーズの2学期目です。
ワインの世界のいろはを、シンプルな手段で段階を踏
んで学んでいきましょう。ワイン好きの方はもちろん、
初心者の方も、この機会に是非フランスワインの世界
への素晴らしい冒険をお楽しみ下さい。
各回、選りすぐりの3種類のワインを試飲いただき、
ワインの味わい方を学びましょう。また、皆さんにお
渡しする“Carnet de dégustation”を有効活用していただ
き、ワインを表現するための適切な語彙を覚えて下さ
い。

＊初回の7月3日
（木）
は、聴講いただけます。
＊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

▲

7T2VG / M. Rozwadowski

＊この講座は全5回講座ですので、日程にご注意ください。
＊この講座の初回聴講はお受けできません。
＊申込締切：7月8日
（火）
＊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
（7月18日） ：ワインの産地に関する基礎知識
第2回
（8月1日） ：発泡性ワインについて
第3回
（8月29日） ：口当たりのまろやかなワインと
アルコール度の高い甘口ワイン
いついて
第4回
（9月12日） ：ワインの年代に関する基礎知識
第5回
（9月26日） ：ちょっと変わったワインについて
7T2VI2 / M. Rozwadowski

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 VG

美食の旅

M.Rozwadowski

木

19h00 -20h55

10

￥25,000

7 T 2 VI2

ワインテイスティング

M.Rozwadowski

金

19h00 -20h55

10

￥35,000

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：7月5日
（土）
＊ 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7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。
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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

7 T 2 AC

コーラス

Mme Sublime

土

16h30 -19h25

20

￥21,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

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け下さい。
＊ 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。
＊ 他のクラス同様、講座の日時は固定されますので、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。
＊6月24日
（火）
迄は、継続の方を優先受付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

M. Pichou

木

17h30 -18h25

10

￥39,500

7A1VP 7

VIP 会話コース

M. Pichou

水

20h00 -20h55

10

￥39,500

7A1VP11

VIP 会話コース

Mme Lubin

木

17h00 -17h55

10

￥39,500

DELF B1 /B2 試験準備ワンショット講座

DELF B1又はＢ2試験を受けようとお考えの方に朗報です！
いくつかの単発講座からご自分に必要な項目を選んで参加いただける試験準備クラス
をご用意いたしました。
特定のスキルを補強する必要はありませんか？ 事前に具体的な試験の内容を知って
おくことも必要でしょう。
DELF試験に必要なスキルをガッチリ手に入れましょう！
＊1回ずつ受講いただけます。
＊各セミナー開催日の2日前までにご予約下さい。
＊この講座のみ受講なさる方は年会費は必要ありません。
日時

内容

受講料
（会員以外）

1

9 月 2 日（火）

14 h 00 - 15 h55

発音チェック ( 全レベル対象 )

Ｍ

￥4 ,000（￥4 ,500）

2*

9 月 3 日（水）

17 h00 -17 h 55

B 1 / 文書作成力模擬試験

Ｒ

￥3 , 000（￥3 ,500）

3*

9 月 4 日（木）

17 h00 - 17 h55

B 2 / 文書作成力模擬試験

Ｒ

￥3 , 000（￥3 ,500）

4

9 月 5 日（金）

14 h 00 - 15 h55

B 2 / 読解力模擬試験

5

9 月 6 日（土）

16 h30 - 18 h 25

B 1 / 聴解力・読解力模擬試験

Ｃ

￥4 ,000（￥4 , 500）
Ｎ

￥4 ,000（￥4 ,500）

文法復習クラス（B 1、B 2 レベル共通） Ｒ
テーマ / 条件法・過去時制・所有形容詞・冠詞

6

9 月 11 日（木）

16 h30 -18 h25

7*

9 月 16 日（火）

15 h 30 - 18 h00 **

B 2 / 口頭表現力模擬試験（6 名限定） Ｒ

￥3 ,000（￥3 , 500）

8

9 月 18 日（木）

16 h30 - 18 h 25

文法復習クラス（B 1、B 2 レベル共通）Ｒ
テーマ / 代名詞・接続詞・テーマ別語彙

￥4 , 000（￥4 ,500）

9

9 月 20 日（土）

16 h 30 - 18 h25

10*

9 月 20 日（土）

16 h45 - 19 h 00 **

B 2 / 聴解力模擬試験

Ｎ

B 1 / 口頭表現力模擬試験（8 名限定）Ｒ

￥4 ,000（￥4 , 500）

￥4 ,000（￥4 , 500）
￥3 ,000（￥3 , 500）

* 後日個別に添削して返却いたします。
** 実際の試験と同じ方式で行います。上記時間のうち、個別に時間を指定いたしますので、その時間に起こし下さい。準備時間
のあと面接となります。
所要時間は、B1 / 準備 10 分＋面接 15 分
B2 / 準備 30 分＋面接 20 分

アンスティチュ・フランセ横浜
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0からフランス語を始める方に…

フランス語初心者の学習リズム大改編！

このリズムで進めるメリットはなんでしょう？
＊ 何よりも、進度が速い。
＊ 20 時間の入門コースで、発音や基礎文法の手
引きを学び、次の段階のテキスト TOTEM にバ
ランスよく移行できます。学習内容が重複す
ることなく、スムーズに A1 の学習内容を網羅
できます。
＊ TOTEM1 終了後は、DELF A1 試験の受験対象と
なります。
＊ この初心者向きレベルには、大きく分けて 2 つ
のコースを設けています。
・Action 20 時間 + TOTEM1 120 時間（1 学期に 20 時間ずつ）の通常講座
・Action 20 時間 + TOTEM1 90 時間（週 15 時間ずつ全 6 週間）のスーパー集中コース
テキスト ACTION のメリットは？
＊ ACTION は、アンスティチュ・フランセ横浜の講師により、特に日本人を対象に編集
されたテキストです。講師が、長年初心者の方々を指導してきた実績を基に作成しま
した。
＊ 指示部分や単語の意味、文法の重要なポイントに日本語での補足を入れるなど、フラ
ンス語学習の第一歩を踏み出しやすくする工夫がされています。
＊ 受講者には、無料で配布されます。
テキスト TOTEM 1 のメリットは？
＊ TOTEM1 は、ビデオを使用する新しいテキストです。ナントに住む 2 家族の物語をビ
デオで見ながら学習を進めて行きます。お話は面白く、登場人物も魅力的です。この
ビデオにより、楽しみながら生きたフランスを知ることができるでしょう。
＊ このテキストでは、じっくりアクティビテに取り組ませ、文法や語彙の学習を適宜に
ちりばめたとてもしっかりした構成になっています。
（Nouveau Taxi と同じ著者）
＊ テキスト購入者には、インターネットからテキストの音声録音とビデオ動画が含まれ
るデジタル版にアクセスできます。電車の中でも気軽に学習できます。
＊ テキストには、音声録音やビデオを収録した DVD-rom が付いています。
＊ TV5 モンドが提供している対話型アクティヴィテにもアクセスできます。
＊ TOTEM 1 に続き、TOTEM 2 でレベル A2 を目指しましょう。
12
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クラスコード

テキスト

課

曜日

Mme Yoshino
M. Pichou

Action 短期講座

1G 0 AC1

担当講師

Action 短期講座
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。
Mme Yoshino
1G 0 AC 2
（スーパー集中講座と
M. Pichou
カップル受講推奨）

時間

全学習時間

受講料

平日
19h00 -20h55
6 / 24 ～ 6 / 29
土日曜
毎日
10h00 -12h55 及び
14h00 -16h55

20

￥32,500

平日
19h00 -20h55
土日曜
10h00 -12h55 及び
14h00 -16h55

20

￥32,500

8 / 5 ～ 8 /10
毎日

1G2 TM1a

Totem 1 通常講座

1

M. Pichou

毎木

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TM1b

Totem 1 通常講座

1

M. Bouffé

毎土

10h00 -11h55

20

￥32,500

1G 0 SI

Totem 1 スーパー 集中コース
（テキストプレゼント）

10h00 -12h55

90

￥130,000

1-6

Mme Lubin
8 / 26 ～ 10 / 7
M. Pichou
M. Sintive
火～金・日
M. Bouffé
（9/23を除く）
Mme Nagatsuka

A1-DÉBUTANT

アンスティチュ・フランセ横浜は、よりよくあなたのニーズにお応えでき
るよう、この夏学期よりフランス語初心者のための学習リズムを大幅に見
直しました。もっと早く、もっと楽しくフランス語を学んでいただけます。

2014年夏学期の講座一覧

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。

履修モデル

1

7/3 から毎木曜日
19h00-20h55
1G2TM1a
TOTEM 1 通常講座

秋学期ご継続

（全 20 時間）

6/24 ～ 6/29
1G0AC1
ACTION 短期講座
（全 20 時間）

または

7/5 から毎土曜日
10h00-11h55
1G2TM1b
TOTEM 1 通常講座

秋学期ご継続

（全 20 時間）

8/5 ～ 8/10
1G0AC2
ACTION 短期講座
（全 20 時間）

8/26 ～ 10/7

月土を除く全 30 日・90 時間

1G0SI
TOTEM 1
スーパー集中コース

* テキストプレゼント
* 1G0AC1 又は 2 とカップル受講の場合、
2 クラスで￥146,500
（￥16,000 のお得！）

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。

総合フランス語講座

補足強化講座

総合フランス語講座

補足強化講座

Interactions A1.1

NHK「テレビでフランス語」で学ぶ
フランス語入門

NOUVEAU TAXI 1

会話プラス

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。

自己紹介や人物描写、好みについて話すなどといった、
例題になる短いディアローグを聞き、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3学期。

Français général

一覧表をご覧下さい

＊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。

1A1PG3/ M. Bouffé

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。
＊8月9日
（土）
に授業を行い、
9月6日
（土）
は休講します。
ご了承下さい。

▲

1A2GR / Mme Yoshino

▲

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。付属の CD
で、授業で学習したディアローグをご自宅でも繰り返
し聞くことができます。
1G2SP3 / Mme Yoshino

＊1G2TX1 は、8月2日（土）
の講座を10月4日（土）
に振り替えます。
ご了承下さい。

▲

Spirale

ＮＨＫ
「テレビでフランス語」
に出演する講師によるフ
ランス語入門講座。
「テレビでフランス語」
のテキスト
を使用し、毎週番組で放送されるスキットをゆっくり
丁寧に解説しながら、文法や発音、日常会話の基礎を
学びます。
7月はランスへの小旅行を楽しみましょう。8月はパ
リで体験すべきこと・してはいけないこと？ Falloir 動
詞を使う表現です。そして9月はパーティーの様子を
クローズアップします。
この講座は、春学期とこの夏学期の2学期構成です。
殆ど初めての方も、ちょっと頑張ったけれど会話で悩
んでいる方もご参加いただけます。
使用テキスト：NHK「テレビでフランス語」
2014 年 7、8、9 月号
1A2NK2 / M. Sintive

▲

▲

Interactions A 1 . 1 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
るディ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。
一覧表をご覧下さい

Approfondissement linguistique

Français général

Approfondissement linguistique

A1-DÉBUTANT

A1.1 INITIATION 入門

総合フランス語講座
総合フランス語講座

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

1G2 TX1

Nouveau Taxi 1

1- 8

M. Letur

土

13h30 -15h25

20

￥32,500

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 TX 2

Nouveau Taxi 1

9-12

M. Sintive

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2IN2

Interactions A1.1

2

Mme Lubin

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TX 3

Nouveau Taxi 1

13-16

Mme NosakaStämpﬂi

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TX 4

Nouveau Taxi 1

17-20

Mme Nagatsuka

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TX6

Nouveau Taxi 1

25 -28

M. Bouffé

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TX 7

Nouveau Taxi 1

29-32

Mme Lubin

土

14h00 -15h55

20

￥32,500

1G2 SP 3

Spirale

11-16

Mme Yoshino

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2IN4 a

Interactions A1.1

4

M. Pichou

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2IN4b

Interactions A1.1

4

Mme Nagatsuka

土

10h00 -11h55

20

￥32,500

印のクラスは、今学期から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週目からなら半額で受講いただけます。

補足強化講座

14

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

1A 2NK 2

テレビでフランス語

2 /2

M. Sintive

土

14h00 -15h55

20

￥32,500

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

補足強化講座
P

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

1A1PG 3

会話プラス

3/3

M. Bouffé

土

12h30 -13h25

10

￥31,000

1A 2GR

文法と語彙力

Mme Yoshino

土

10h00 -11h55

20

￥32,500

P 印のクラスは少人数クラスです。
アンスティチュ・フランセ横浜
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A2 ÉLÉMENTAIRE 初級
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）

総合フランス語講座

夏休みスペシャル講座

NOUVEAU TAXI 2

日常的なコミュニケーションに必要不可欠な文法事項
を復習しながら、会話に重点を置いたアクティビィテ
で、今まで培ったフランス語をしっかり定着させませ
んか？ A2レベルで学習中の方でだんだん不安になっ
てきた方、これからA2に進みたい方、口頭文書の理
解力アップと日常生活の様々な分野での会話力アップ
を集中的に目指しましょう。この講座で、あなたのフ
ランス語をより確実なものにして下さい。

NOUVEAU TAXI 2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、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。

＊この講座は全4回講座です。日程にご注意ください。
＊日程：8月9日
（土）
、10日
（日）
、16日
（土）
、17日
（日）
＊登録締切：8月5日
（火）

＊2G2TX2 は、8月9日
（土）
に授業を行い、9月6日
（土）
は休講します。
ご了承下さい。

▲

▲

一覧表をご覧下さい。

2A0SR / Mme Nagatsuka

文章作成力・口頭表現力を伸ばしたい方にお薦めしま
す。文章作成は、身近な文書（ポストカード・個人的な
手紙など）
の書き方を練習します。また、口頭表現では、
日常生活の具体的な状況（自分のことを話す・道を尋ね
る・買い物をするなど）
でのコミュニケーションを練習
します。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。
2A2EX2/ M. Bourlange

文法や音声教材を基に、レベルＡ2でつ
まずきやすい重要ポイント（複合過去と
半過去、条件法、代名動詞、否定形、代名
詞など）
を総復習しましょう。簡単なディアローグを使っ
ていろいろなシチュエーションで実践できる会話練習も
組み込みます。文法事項をしっかり定着させ、それを現
実のシーンで使えるようにします。
より安心してレベルＢ1に進むための補足強化講座です。
今学期1学期のみ。
新設講座2A3RC / M. Bourgeois

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。
使用テキスト：Grammaire en dialogue, Niveau débutant
2A2GD7 / Mme Lubin

文法と語彙力強化

夏休みスペシャル講座
クラスコード

講座名

担当講師

A 2 集中補足講座

2 A 0 SR

曜日

時間

全学習時間

受講料

Mme Nagatsuka

土・日

10h00 -12h55
14h00 -15h55

20

￥36,000

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

2G2 TX 2

Nouveau Taxi 2

5-8

Mme NosakaStämpﬂi

土

13h00 -14h55

20

￥32,500

Nouveau Taxi 2

13-16

M. Bouffé

水

10h30 -12h25

20

￥32,500

Nouveau Taxi 2

17-20

M. Bourlange

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

2G2 TX 5b

Nouveau Taxi 2

17-20

M. Sintive

金

10h30 -12h25

20

￥32,500

2G2 TX 5b+

Nouveau Taxi 2 + conversation

17-20

M. Sintive

金

10h30 -12h25,
13h00 -13h55

30

￥44 ,000

＊ 2G2TX5b+ は、Nouveaux Taxi 2 を 2 時間学習した後、引き続き 1 時間の会話クラスを併せて受講いただけるクラスです。
印のクラスは今学期から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 週目からなら半額で受講いただけます。

＊8月9日
（土）
に授業を行い、
9月6日
（土）
は休講します。
ご了承下さい。

2A2GR / Mme Yoshino

▲

2G2 TX 4
2G2 TX 5 a

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。

補足強化講座
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

2 A 2EX 2

文書作成力・口頭表現力強化

2 /2

M.Bourlange

金

10 h 30 -12 h 25

20

￥32 , 500

2 A2 GD 7

Grammaire en dialogue,
Niveau débutant

29-32

Mme Lubin

水

10 h 30 - 12 h 25

20

￥32 , 500

2 A2 GR

文法と語彙力

Mme Yoshino

土

15 h 30 - 17 h 25

20

￥32 , 500

2 A 3RC

レベルA 2 総復習

M. Bourgeois

土

10h00 -12h55

30

￥44 ,000

印のクラスは今学期から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 週目からなら半額で受講いただけます。
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A2-ÉLÉMENTAIRE

A2集中補足講座

文章作成力・口頭表現力強化講座

▲

Français général

レベルＡ2総復習

Approfondissement linguistique

▲

Cours spécial ÉTÉ

補足強化講座

B1 INTERMÉDIAIRE 中級
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。

＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。ご了承下さい。
＊この講座のみ受講の場合は、年会費を免除させていただきます。
＊日程：日曜日4回 / 9月7日、14日、21日及び28日
＊申込締切：9月4日
（木）

▲

3A0B1 / Mme Lo Bue

＊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。

3A1PG3 / M. Sintive

文章作成力強化講座

NOUVEAU TAXI 3

▲

NOUVEAU TAXI 3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、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。

集中講座／総合フランス語講座
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

Mme Lo Bue

日

20

￥36,000

Rond Point 2

8

M. Sintive

金

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX 2 a

Nouveau Taxi 3

5-8

M. Pichou

木

10h30 -12h25

20

￥32,500

3G2 TX 2b

Nouveau Taxi 3

5-8

M. Gaillard

土

13h00 -14h55

20

￥32,500

3G2 TX 3

Nouveau Taxi 3

9-12

M. Pichou

木

14h00 -15h55

20

￥32,500

3G2 TX 4

Nouveau Taxi 3

13-16

M. Gaillard

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX 5

Nouveau Taxi 3

17-20

M. Bouffé

木

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX 7a

Nouveau Taxi 3

25 -28

M. Bourlange

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX 7b

Nouveau Taxi 3

25 -28

M. Bourlange

水

14h00 -15h55

20

￥32,500

3G 3 TX 7

Nouveau Taxi 3

37-42

Mme Lubin

土

10h00 -12h55

30

￥44 ,000

印のクラスは、今学期から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週目からなら半額で受講いただけます。
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読む楽しみ

Ｂ1のマニュアルで学習中の内容を
補足するため、あるいはとにかくフ
ランス語の知識を深めるため、文法の
法則を見直すことは大切です。このクラスでは、2つ
の目的を持って講座を進めます。毎週、まず第１段
階で文法の法則と重要事項を復習します。第２段階
では、文書作成の構造に関する演習問題に取り組み
ます。クラスでは自在に話せるようになる練習を繰
り返し、自宅ではとにかく書くことを実践して下さ
い。
新設講座 3A2GR1 / M. Bourgeois

この講座は、フランス文学に親しむ最初の一歩です。
今学期は映画にもなったボリス・ヴィアンの
「L'écume
des jours（うたかたの日々）
」
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

▲

DELF B1 対策講座

3G2RP 8

文法強化

▲

3 A 0B1

10h00 -12h55
14h00 -15h55

フランスを知る鍵

この講座は、B1程度の文章作成力を習得したい方に
お薦めします。苦情の手紙、報告書、e- mailなど、
日常的に必要なあらゆる文書の形式を取り上げます。
この講座では、文書の作成・編集の上達を助ける、
様々なアクティビテに取り組みます。弱点を克服す
るための適切なアドヴァイスを受け、知識をより確
かなものにしていきましょう。DELF取得を目指す方
の準備講座としてもお薦めします。
使用テキスト：Production écrite
3A2PE2 / Mme Veloso

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

3A 1PG 3

会話プラス

3/5

M. Sintive

土

12 h 00 - 12 h 55

10

￥31,000

3A 2PE 2

Production écrite

Mme Veloso

土

14 h 00 - 15 h 55

20

￥32,500

3 A2 GR 1

文法強化

M. Bourgeois

木

19 h 00 - 20 h 55

20

￥32,500

P 印のクラスは少人数クラスです。
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 週目からなら半額で受講いただけます。
アンスティチュ・フランセ横浜
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B1-INTERMÉDIAIRE

Rond Point 2は、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を通し、
フランス語圏文化の知識を増やしましょう。
3G2RP8 / M. Sintive

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

▲

この秋、DELF B1受験をお考えの方にお薦めします。
担当する講師は、DELF試験官としてフランス政府よ
り認定を受けており、試験に精通していますので、そ
の経験から日本人受験者が苦手とするポイントを重点
的に指導します。問題の傾向を知り、試験に対抗する
コツ・回答のテクニックをしっかり身につけて、実際
に試験で戸惑わず、自分に実力を発揮できるよう準備
しましょう。

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。

▲

ROND POINT 2

ラジオニュース

▲

DELF B1試験対策集中講座

会話プラス（少人数）

Cours thématiques

▲

Français général

▲

Stage intensif

テーマ別講座

Approfondissement linguistique

総合フランス語講座

集中講座

補足強化講座

B2 AVANCÉ 上級
翻訳入門

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。
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、"Gigi" de Colette、
"Chagrin d'école" de Daniel Pennac を取り扱う予定です。
3T2TR / Mme Nagatsuka

▲

フランスの有名建造物と著名人

▲

ビジネスフランス語講座

フランスの地方を巡る旅

Français professionnel

講座名／テキスト

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3 T 1 RR

ラジオニュース

M. Sintive

木

19h00 - 20h25

15

￥25,000

3 T 2 CF

Clés pour la France

Mme Veloso

火

10 h30- 12 h25

20

￥32,500

3 T 2 LF

L'écume des jours

Mme Veloso

金

10h30 - 12h25

20

￥32,500

3 T 2 MP

フランスの有名建造物と著名人

M. Bourgeois

水

19h00- 20h55

20

￥32, 500

3 T 2 PF

フランスの地方を巡る旅

M. Bourgeois

水

10h 30- 12h25

20

￥32,500

3 T 2 TR

翻訳入門

Mme Nagatsuka

木

19h00 - 20h55

20

￥32,500

ビジネスフランス語講座
クラスコード

テキスト

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

3 P 2 FP 3

Quartier d'affaires

Mme Veloso

土

10h00 - 11h 55

20

￥32,500

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 週目からなら半額で受講いただけます。

担当講師は、DELF試験官としてフランス政府より認定
を受けており、試験に精通しています。その経験から
日本人受験者が苦手とするポイントを重点的に指導しま
す。問題の傾向を知り、試験に対抗するコツ・回答のテ
クニックをしっかり身につけて、実際に試験で戸惑わず、
十分に実力を発揮できるよう準備しましょう。
＊この講座の初回ご聴講はお受けできません。ご了承下さい。
＊この講座のみ受講の場合は、年会費を免除させていただきます。
＊日程：日曜日4回 / 9月7日、14日、21日及び28日
＊申込締切：9月4日
（木）

4A0B2 / Mme Veloso

総合フランス語講座
Français général
NOUVEL EDITO B2
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ヴァ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。

ECHO B2 (Niveau B2+)
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、シミュ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。
4G2EC10, 4G2EC10+ / M. Bourlange

＊4G3ED1は、8月2日
（土）
の講座を10月4日
（土）
に振り替えます。

一覧表をご覧下さい。

▲

クラスコード

DELF B2試験対策集中講座

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。
4G2RP9 / M. Bourgeois

▲

テーマ別講座

Stage intensif

集中講座／総合フランス語講座
クラスコード

テキスト

4 A 0B2

DELF B2 対策講座

課

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

Mme Veloso

日

10h00 -12h55
14h00 -15h55

20

￥36,000
￥44 ,000

4 G 3ED1

Nouvel Edito B2

1

M. Letur

土

10h00 -12h55

30

4 G2ED7

Nouvel Edito B2

7

M. Bourlange

土

14h00 -15h55

20

￥32,500

4 G2RP 9

Rond Point 3

9

M. Bourgeois

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

4 G2EC10

Echo B2

10

M. Bourlange

木

10h30 -12h25

20

￥32,500

4 G2EC10 +

Echo B2 ＋conversation

10

M. Bourlange

木

10h30 -12h25
13h00 -13h55

30

￥44 ,000

＊4G2EC10+は、Echo B2を2時間学習した後、1時間の会話クラスを併せて受講いただけるクラスです。
印のクラスは、今学期から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週目からなら半額で受講いただけます。
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B2-AVANCÉ

▲

Quartier d'affairesは、映像と共に学べるビジネスフラ
ンス語の新しいテキストです。この本は日本に進出して
いるフランス企業やフランスで働きたい方には最適で
す。また、ビジネス用語やフランスの職場の文化的習
慣を知りたい、という方にもお薦めします。この講座
では、履歴書や志望動機書の書き方、面接の受け方、
就業規則の読み方、アポイントの取り方、そして昇給
交渉の仕方といったことまで広く学べます。筆記と口頭、
両方のスキルをしっかり学びましょう。
3P2FP3/ Mme Veloso

ROND POINT 3

▲

QUARTIER D’AFFAIRES

集中講座

▲

▲

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、
プロヴァンス＝アルプ＝コート・
ダジュール地方を訪ねます。
3T2PF/ M. Bourgeois

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。

補足強化講座

Approfondissement linguistique

▲

4A1PG2/ Mme Lubin

文法と語彙力強化

テーマ別講座
Cours thématiques

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 2

会話プラス

2/6

Mme Lubin

木

19 h 30 - 20 h 25

10

￥31,000

4A 2GR 8

Les exercices de grammaire B2

Mme Veloso

木

10 h 30 - 12 h 25

20

￥32 , 500

4T1RR

ラジオニュース

Mme NosakaStämpﬂi

土

10h00 -11h25

15

￥25,000

4T 2GE

現代フランス社会が抱える問題

M. Bourgeois

土

14h00 -15h55

20

￥32,500

4T 2PC

フランス社会を語ろう

M. Bouffé

火

10h30 -12h25

20

￥32,500

4T 2 SH

フランス史の逸話

M. Bourgeois

水

14h00 -15h55

20

￥32,500

4T 2 TV

テレビニュース

M. Letur

木

19h00 -20h55

20

￥32,500

P 印のクラスは少人数クラスです。
印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。
印のクラスは今学期から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 週目からなら半額で受講いただけます。

テレビニュース

＊7月31日
（木）
の講座は、
10月2日
（木）
に振り替えます。ご了承下さい。

4T2TV / M. Letur

総合フランス語講座

テーマ別講座

ALTER EGO 5

Hexagone

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。
5G3AE7 / M. Bourlange

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。
5T2HE / M. Gaillard

Cours thématiques

Français général

▲

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。

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。

C1-SUPÉRIEUR

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

C1 SUPÉRIEUR 準マスター

▲

▲

4T1RR / Mme Nosaka-Stämpfli

フランス史の逸話

▲

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、総合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

▲

ラジオニュース

クラスコード

フランス社会を語ろう

▲

▲

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
4A2GR8 / Mme Veloso

P

▲

「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
会話プラス（少人数）
問題にどのように向き合っていくか？」
音声、映像、テキストなど、多様な教材をふんだんに
この講座では、現代フランス社会をより良く理解できる
盛り込み、まず第1段階として、誰かの言葉を伝える、 よう、今日フランスで問題になっている事柄に的を絞り、
交渉を始める、更には文化的事象を比較するなど、
「話
音声やビデオ、文書等のサポート資料を用いて時事問
す」
ために必要な構文を学びます。
その後はそれらを使っ
題を読み解いていきましょう。クラスの仲間と意見交換
て会話を実践しましょう。参加者は最大6名迄ですので、 したり、簡単なプレゼンテーションすることで自分の意
実践訓練の機会を最大限に生かし、テキストでの学習
見を表明する方法を学んでいきましょう。
を十分補足できるでしょう。全6学期。
4T2GE / M. Bourgeois
＊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。

補足強化講座／テーマ別講座

現代フランス社会が抱える問題

総合フランス語講座／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 7

Alter Ego 5

7

M. Bourlange

土

10h00 -12h55

30

￥44 ,000

5 T 2HE

Hexagone

M. Gaillard

土

10h00 -11h55

20

￥32,500

印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。
印のクラスは今学期から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 週目からなら半額で受講いただけます。
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アンスティチュ・フランセ横浜
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LE PROGRAMME CULTUREL

DANCE CROSS

夏学期の文化イベント

ダンスクロス
エマニュエル・ユイン
×奥野美和

EXPOSITION PHOTO DE RAYMOND CAUCHETIER

写真展「レイモン・コシュティエによる
フランス・ヌーヴェル・ヴァーグの肖像」

7月6日
（日）16:30
日本とフランスのダンス交 流プログラム。今 年はフ
ランス人 振 付 家エマニュエル・ユインの処 女 振 付
作品『Múa』
と、日本人振付家、奥野美和による新作

6月14日
（土）～6月29日
（日）13:00-19:00

『PHANTOMS in MANUFACTURE』
が上演されます。

ゴダールの
『勝手にしやがれ』
やトリュフォーの
『突然炎のごと
く』
といった伝説的な映画のスチール写真を撮った写真家、
レ

会場：横浜赤レンガ倉庫１号館3Ｆホール
料金：一般前売2,500円、
アンスティチュ・フランセ会員
前売2,000円
（当日は各500円プラス）
共同主催：横浜赤レンガ倉庫1号館
（公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）
助成：アンスティチュ・フランセパリ本部
協賛：株式会社ルブルターニュ、
プジョー

イモン・コシュティエの写真展を開催します。
また関連企画として、
シネマ・ジャック＆ベティではヌーヴェル・
ヴァーグの作品の特集上映があります。
また6月15日
（日）11時
より、
ダヴィッド・ミショーによる写真のワークショップも開催さ
れます
（要予約）。
会場：nitehi works 入場無料（ワンドリンク・オーダー制）
共同主催：nitehi works 協力：横浜シネマ・ジャック＆ベティ、
株式会社シー・スリー・コーポレーション
謝辞：レイモン・コシュティエ
協力：立山酒造株式会社

SÉMINAIRE DE PORTO

ポートワインセミナー
7月4日
（金）19:00-21:00

横浜の情緒溢れるフレンチ・レストランのトップシェフによる
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、
ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社
のお勧めするポートワイン5種をテイスティング。

ATELIER POUR ENFANTS

エマニュエル・ユインの子どものためのワークショップ
7月5日
（土）15:00-16:30

振付家エマニュエル・ユインのダンス作品『Cribles』
の抜粋を、一緒におどってみませんか。振付の基礎でもある
「丸」
というシ
ンプルな形をとおして、祝祭、聖なるもの、行列、足踏み、
ユニゾン、
ズレ、
ミュージカルといった、
さまざまな要素を再考します。
対象：8歳～12歳

会場：象の鼻テラス 参加料：500円（逐次通訳付き）

予約・お問い合わせ：アンスティチュ・フランセ横浜（045-201-1514）
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クリスチャン・リゾによる講演会
7月10日
（木）17:00-18:30

振付家クリスチャン・リゾによる、作品や活動を紹介する講演会。
（逐次通訳付き）
会場：横浜国立大学メディアホール 参加無料・予約不要
お問合せ：アンスティチュ・フランセ横浜 共催：横浜国立大学

CHRISTIAN RIZZO
« SAKINAN GÖZE ÇÖP BATAR »

クリスチャン・リゾ振付 ダンス公演
『Sakinan Göze Çöp Batar』
（抉られるのは守っている方の目だ）

CULTURE

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5,500円、一般6,500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：ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社

CONFÉRENCE DE CHRISTIAN RIZZO

えぐ

7月11日
（金）19:30 / 7月12日
（土）18:00
マルチな才能を持つフランス人アーティスト、
クリスチャン・リゾ振付による追
放とメランコリーのソロダンス。
日本初上演。
会場：KAAT神奈川芸術劇場 大スタジオ
料金：一般3,000円、学生・アンスティチュ・フランセ会員2,500円
お問合せ：アンスティチュ・フランセ横浜
共催：KAAT神奈川芸術劇場
助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部
協賛：
プジョー、
ダイワロイネットホテル横浜公園、
株式会社ルブルターニュ
オフィシャル・パートナー：ノール県、
ノール＝パ・ド・カレー地域圏、
リール市

アンスティチュ・フランセ横浜
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FÊTE DU 14 JUILLET
パリ祭

スパイス
（香辛料）
セミナー

フランス革命の発端となったパリ民衆蜂起を

イスの魔術師」
と呼ばれていたオリビエ・ロランジェ氏。
みずから

9月13日
（土）16:30-18:00

7月19日
（土）16:30

三ツ星レストランのシェフとして腕をふるっていた当時から「スパ

記念した7月14日は、後に国の祝日に制定され、

が調合した香辛料を販売するエピスリー
「Épices Roellinger

フランスでは毎年花火やダンスパーティーなどが

（エピス・ロランジェ）」の協力のもと、
スパイスの奥深い世界を

行われます。

発見するセミナーを開催します。
スパイスを使ったオリジナルクッ

アンスティチュ・フランセ横浜では19日
（土）
に

キーや紅茶などを試食しながら、専門家による講義を聞きます。

パリ祭を祝うイベントを開催。
パリ祭の歴史や
シンボルについての講演（フランス語）
を聞き、

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）

特製サングリアを飲みながら楽しいひと時を過ごしましょう。
（日程にご注意ください）

日本語通訳はありません。推奨フランス語レベルA2（初級）以上

会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員1,000円、一般1,200円
（サングリアとお菓子付き） ※２日前までに要予約

協賛：Épices Roellinger（エピス・ロランジェ）

● パートナーによるイベント ●●

YOKOHAMA TRIENNALE 2014

CINÉ-CLUB

シネクラブ 特集「女優たちのフランス映画史」
（フランス映画祭2014特別関連企画）
7月19日
（土）、9月20日
（土）

フランス映画の偉大なフランス女優たちを通して、1930年代から現在に至るフランス映画
史の流れを辿りなおします。

アンスティチュ・フランセ日本
映画オフィシャル・パートナー：

ヨコハマトリエンナーレ2014「華氏451の芸術：世界の中心には忘却の海がある」
8月1日
（金）～11月3日
（月・祝）

第5回展となる
「ヨコハマトリエンナーレ2014」。本展ではフランス人アーティスト、
エリック・ボードレールが足立正生の脚
本をもとに制作した映像作品「The Ugly One」
をアジアで初上映いたします。
また、
パリ郊外のアート施設「ラボラトワール・ドーベルヴィリエ」
の共同ディレクターを務める、
スペイン人アーティスト、
ド
ラ・ガルシアによる小説
『華氏451度』
を鏡文字で
「複製」
したインスタレーション作品も展示されます。

会場：東京芸術大学馬車道校舎
※プログラムの詳細はウェブサイトやチラシでご案内いたします。

会場：横浜美術館、新港ピア
（新港ふ頭展示施設）
主催：横浜市、
（公財）横浜市芸術文化振興財団、
NHK、朝日新聞社、横浜トリエンナーレ組織委員会
お問い合わせ：www.yokohamatriennale.jp

CAFÉ LITTÉRAIRE

文学カフェ
「マルセル・パニョル」
CULTURE

9月6日
（土）17:30-19:30
この夏の文学カフェでは、20世紀を代表する小説家であり映画人である
マルセル・パニョルを取り上げます。
繊細な感情を紡ぎ合わせた彼の文章
は、
プロヴァンス地方へと私たちを誘います。
『少年時代の思い出－秘め事
の季節』
『
、少年時代の思い出－父の大手柄』
『
、フロレット家のジャン』
『
、
泉のマノン』
『
、ファニー』
『
、マリウス』
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、
またはプロヴァンスで良く飲まれるアルコールのパスティス、
スナック
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1500円、一般1800円
（南仏のお酒、
パスティスが付きます）
※2日前までに要予約。8名から開講
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ISABELLE BOINOT À LA PARATRIENNALE 2014

イザベル・ボワノ in ヨコハマ・パラトリエンナーレ2014
8月1日
（金）～11月3日
（月・祝）
（コア期間8月1日～9月7日）
「障害者」
と
「多様な分野のプロフェッショナル」の協働から生まれる現代アートの国際展。
フランス人アーティスト、
イザベル・ボワノが、徳島県の藍染を使ったトートバッグをデザインし
ます。
（トートバッグはその後、展示・販売予定。）
会場：象の鼻テラス
主催： 横浜ランデヴープロジェクト実行委員会、特定非営利活動法人スローレーベル
アンスティチュ・フランセ横浜

27

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。
＊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。

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。
＊振替講座は予約制です。
＊欠席なさった日以降、
振替希望日の前日までにご予約ください。
振替
希望日当日のご予約はお受けできません。
＊振替講座のご利用には1ポイント必要です。
クラスにお入りになる前
に振替券とお引き換えください。
＊振替制度をご利用いただけるのは、
学期開始第3週目以降学期最終
週までとさせていただきます。
次の学期に持ち越して振替ることは出
来ません。
＊次のクラスへの振替はできません：満席のクラス、
欠席当日の他のク
ラス、
特別クラス
（会話プラス、
VIP会話コース、
ガストロノミー講座、
集中講座等）

● 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。

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。

● 各種証明書発行
● メディアテーク P.30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.29をご参照下さい。
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P.24-27をご参照下さい。

夏のプロモーション！
2つ目のクラス10% off
（受講料の安い方のクラス対象。
一部除外クラス有り）

ポイントがなくても大丈夫！
夏の間にステップアップを
目指しましょう。

● 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）

● 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
■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、
6月28日
（土）
18時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。
■クラスの変更をご希望の方は、7月6日
（日）15時迄に限り一度だけお受けいたします。
この期間に変更されなかった方で、
どうしてもレベルが合わずお困りの方は、第5週目までに担当講師にご相談ください。講師がレベルの変更が必要と認め
た場合は、教務部長の承認を得た上で、6週目から講師の推薦するクラスに変更いただけます。満員クラスには変更でき
ません。
また、変更により生じる返金はいたしません。
■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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NOUS RECOMMANDONS...
アンスティチュ・フランセ横浜のおすすめ

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
■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/
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。

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。

■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。
■貸出冊数、貸出期間は次の通りです。

書籍
3冊
雑誌
1冊
BD（バンドデシネ） 1冊

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

■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

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

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
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！

www.culturetheque.com
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INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

： 〒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。

EPICES – ROELLINGER CANCALE-FRANCE
住所
TEL
URL
E-mail

: 51 bis rue Saint Anne 75002 PARIS France
: +33 (0)2 99 89 64 76
: www.epices-roellinger.com
: contact@epices-roellinger.com

ブルターニュ地方カンカルの三ツ星レストランのシェフとして腕をふ
るっていた当時から
「スパイスの魔術師」
と呼ばれていたオリビエ・
ロランジェ氏。
自らが調合した香辛料を販売するエピスリー
「Épices
Roellinger」
では、
ロランジェ氏のルセットで調合したオリジナルスパイ
ス、
バニラや海藻など加えたゲランドの塩、
オリーブオイルなどを取り
揃えております。
また、
パリ店には、
ワインカーヴのように、
豊富な種類のバニラがある、
バニラのカーヴもございます。

アンスティチュ・フランセ横浜
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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

Le petit courageux ルプティクラージュ

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

Session 1 : 7月1日
（火）～8月2日
（土）
Session 2 : 8月26日
（火）～9月30日
（火）

Café de la presse カフェ・ドゥ・ラ・プレス

＊休講：8月5日
（火）～8月23日
（土）
（集中講座を除く）、9月23日
（火・祝）

住所

登録受付期間 6月18日
（水）～7月5日
（土）

（レストラン）

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。

（レストラン）

7月1日
（火）～9月30日
（火）

： 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 Paris 17 ビストロ パリ17区

（ビストロ）

住所
TEL
営業時間
URL

： 横浜市中区相生町4-65-3
馬車道メディカルスクエアビル1F
：045-664-1417
: 火～土11h30-13h30(LO)、
17h-21h(LO)
日17h-20h(L.O.) 月曜定休
： www.bistroparis17.com/

*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 6月18日（水）～7月5日（土）
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）
6月21日
（土） 17:00～18:00

講座「美食の旅」にご協力いただいています。

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
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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、8月12日
（火）～24日
（日）

2014年春学期から
継続される方は、
プログラム
（印刷版）
が
配布され次第
先行登録いただけます。

