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PROGRAMME PRINTEMPS 2015

フランス語講座・文化プログラム

ÉDITO ご挨拶
Chers amis,
C’est le printemps, et le moment de se faire plaisir grâce à toutes les activités
proposées par l’Institut français du Japon-Yokohama ! Que vous soyez à la
recherche d’un loisir, d’un enrichissement intellectuel, d’une expérience
gastronomique ou d’un renforcement linguistique, vous trouverez votre bonheur
avec nous.
Comme chaque trimestre, notre équipe pédagogique vous propose une offre de
cours de qualité, et avec de nombreuses nouveautés pour répondre à vos besoins.
Ce printemps, nous inaugurons un cours du soir pour les enfants qui souhaitent
améliorer leur niveau de lecture et d’écriture (p.8). Afin de vous accompagner dans la préparation
des examens, nous vous proposons des nouveaux stages (p.7) qui vous permettront de mettre toutes
les chances de votre côté pour obtenir d’excellents résultats. Amateurs de mode, vous pourrez vous
inscrire au cours du français de la mode (p.9) ou encore fabriquer votre propre chapeau en participant
à notre atelier inédit (p.25).
Lieu de rencontre et d’échange, l’Institut français du Japon - Yokohama vous ouvrira ses portes pour
des événements festifs et conviviaux (p.24 à 26) comme un séminaire de fromage, une rencontre avec
un auteur ou encore des événements gastronomiques hors les murs comme notre séminaire de vin
ou de champagne.
Et bien sûr, dès le 31 mai, venez avec nous vibrer au rythme du Mois de la France à Yokohama, le
rendez-vous incontournable des amoureux de la culture française.
Que vous soyez débutant, confirmé, nouveau ou fidèle, nous sommes impatients de vous accueillir !

皆様、

Juliette de Charmoy
Directrice de l’Institut français du Japon - Yokohama

春の到来ですね。
アンスティチュ・フランセ横浜の豊富なイベントを通じて、
ぜひご自分のための楽しみ
を見つけてみてはいかがでしょうか。
趣味を見つけたい、
知識を高めたい、
美食体験をしたい、
語学の
レベルを高めたいなど、
皆様にご満足いただけるような講座をご用意いたしました。
教務スタッフからは、
今学期も皆様のご要望にお答えできるよう、
質の高い講座、
様々な新講座をご
提案させていただきます。
まず、
読み書きの力をつけたいお子さま向けに夕方のクラスを開設いたしま
した
（p.8）
。
さらに、
新しい試験対策講座では、
チャンスをものにして、
素晴らしい結果が出せるよう、
試
験準備を行います
（p.7）
。
また、
ファッションに関心がある方には、
MODEスペシャルの講座
（p.9）
や、
自
分のオリジナルの帽子を作るアトリエ
（p.25）
をご用意しました。
出会いの場であり、
交流の場でもある当館では、
チーズセミナーや講演会、
さらに提携レストランにお
いてワインセミナーやシャンパーニュセミナーなど、
様々なイベントを開催しております
（p.24-26）
。
そして5月31日には、
フランス文化が好きな方にとってすっかりお馴染みになった、
横浜フランス月間の
オープニングコンサートが開催されます。
どなたでもご参加いただけます。
初心者の方も、
上級者の方も、
新規の方も、
いつも当館をご利用いただいてる方も、
皆様方のお越し
を心よりお待ち申し上げております。
アンスティチュ・フランセ横浜
館長 ジュリエット・ドゥ・シャルモワ

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
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
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

Mme Cécile FUJIKAWA

Volontaire international、フランス文学
修士、HJD

英語学士、DAEFLE 取得

M. Nicolas GAILLARD

Mme Sera GOTO

慶應義塾大学講師、法政大学講師、
FLE修士、HJD

ボルドー第2大学醸造学科卒
醸造学学士

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、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、DAEFLE取得、HJD

M. Stephen SARRAZIN

M. Pierre SINTIVE

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

明治学院大学講師、慶應義塾大学講
師、FLE修士、HJD、INALCO卒
NHK「テレビでフランス語」出演

Mme SUBLIME

M. Jérôme SURRUSCA

歌手・作詞家・女優、HJD
NHK「テレビでフランス語」出演

パリ第7大学卒
FLE修士

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。
DAEFLE：Diplôme d'aptitude à l'enseignement du FLE (Alliance française)
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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ORIENTATION
クラスの選択・オリエンテーション
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2015年春学期講座」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： 2015年3月19日(木) 19:00-20:00
4 月 4日(土) 17:00-18:00（入場無料・予約不要）
第1部

● 本校についてのご説明 春学期講座について／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

● 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 EXAMENS
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
Initiation /
Débutant

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

DELF
DALF

TCF

DELF A1

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

DELF A2

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

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。

運用レベル

（仏検）
※2

※ 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対策集中講座がございます(p.7)

▲

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

2015年春季試験日程（出願受付期間：3月2日（月）～4月11（土））
筆記

一般

口頭表現

ジュニア

口頭表現

受験料

DELF A1

5月24日
（日）

7月5日
（日）

5月17日
（日）

7月5日
（日）

DELF A2

5月17日
（日）

7月5日
（日）

5月24日
（日）

7月5日
（日）

￥11,000

DELF B1

5月17日
（日）

6月28日(日）

5月24日
（日）

6月14日(日）

￥13,000

DELF B2

5月24日
（日）
5月17日
（日）
5月24日
（日）

6月28日(日）
5月31日
（日）
6月14日
（日）

5月24日
（日）

6月14日(日）

￥13,000

DALF C1
DALF C2

※月曜、祝日は休館。受付はできませんので、来館日にご注意ください。
※横浜では定員になり次第締切ります。
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￥11,000

￥15,000
￥15,000

TCF対策集中講座がございます(p.7)

▲

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。

2015年度試験日程
試験日

必須試験

7月19日
（日）

○

12月未定

○

4月19日
（日）

○

補足試験

×
×
×

出願締切

3月19日
（木）
6月19日
（金）
後日発表

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 年度の募集締め切りは締め切りました。
沢山のご応募どうもありがとうございました。

アンスティチュ・フランセ横浜

5

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

通信コース

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。
● バラエティに富んだコースラインナップ

入門から準マスターレベルまで 50 を超えるコース

オンラインコース

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！

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)

● 自宅学習のサポート充実！

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
● 便利なネットサービスがスタート
●
●

対象レベル：入門 (A1) 〜 準マスター (C1)

2015 年 春学期：4 月 4 日（土）〜 6 月 23 日（火）
登録期間：3 月９日（月）〜

www.institutfrancais.jp/cad

●

中級（B1)レベル：

課題中心の学習内容で、課題により添削指導があります。

対象レベル：入門 (A1) 〜 中級 (B1)

2015 年 春学期：4 月 4 日（土）〜 6 月 19 日（金）
登録期間：3 月９日（月）〜
e- フランセ LITE はいつでも申込みいただけます！

e-francais.jp

オンライン プライベートレッスン

u!

vea

u
No

-初級(A2)レベル：

学習システムを使って、文法、表現、発音の解説など総合
的にフランス語の基礎を学べます。インターネットでの学
習に加え、添削、会話レッスンによる個人指導でフランス
語学習をトータルでサポート！

自宅で！マンツーマンレッスン！ 1 レッスン 25 分
アンスティチュ・フランセ日本の自宅学習プログラムに、
オンライン プライベートレッスンが仲間入り！（スカイプまたは電話）
あなたのご希望やペースにあわせて学べる、「ア・ラ・カルトでプライベートレッ
スン」がオンラインでも可能になりました！
ご自宅にいながら、アンスティチュ・フランセの教師とマンツーマンでフランス
語レッスン。1 レッスン 25 分、空いた時間を有効にお使いいただけます。

苦手な部分の克服や資格試験準備、通学講座や通信・オンライン講座の補足、留学や旅行前の
ブラッシュアップなど、教師とマンツーマンで集中的に、効果的に学習できます。個別にじっ
くり学習できる時間を有意義に使って更なるフランス語のレベルアップを目指しましょう。
お申込みは、登録期間に限らず、いつでも可能です！

www.institutfrancais.jp/onlineprivate

ネットでカンタン、スピーディーにお申込み！ 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！

通信ブティック

検索

☎ 03-5206-2860［直通］ tsushin@institutfrancais.jp

PRÉPARATION AUX EXAMENS
試験対策講座
アンスティチュ・フランセ横浜で、フランス語資格試験
（DELF・DALF、TCF）
対策をしませんか？
これらの資格は、あなたのフランス語の能力を証明します。大学や職場であなたの評価をアピールする
のに役立つでしょう。この対策講座では、これらの試験でより良い結果を残せるような指導をします。
アンスティチュ・フランセ横浜の対策講座で、成功の鍵を掴みましょう！

DELF 対策集中講座
Préparation au DELF

この春、DELF B1またはB2受験をお考えの方にお薦めします。
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、試験のコツや解答のテクニックをしっ
かり身につけて、試験で戸惑わず、十分に実力を発揮できるよう準備します。
全20時間。
日程：4月12日、19日、26日、5月10日
（日曜日4回）

＊ この講座のみ受講なさる方は年会費は必要ありません。
＊ この講座の初回聴講はお受けできません。
＊ 申込締切：2015年4月11日
（土）
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

20

￥38,000

20

￥38,000

3 S 0B1

DELF B1 対策集中講座

Mme Lo Bue

日

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

4 S 0B2

DELF B2 対策集中講座

Mme Veloso

日

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

TCF (Test de Connaissance du Français) 対策集中講座
Préparation au TCF

この講座では、試験問題を理解し、迅速に解答できるように、集中的にトレーニングします。試験問題の
指示を素早く理解し、その問題の中の
「核になる的確な部分」
を見つけ出す練習もします。知識を身に付け
るだけでなく、実践的に素早い解答ができるような教材を使用します。
アンスティチュ・フランセ横浜では、7月19日
（日）
に試験を開催します。
日程：6月7日、6月21日
（日曜日2回）

＊ この講座のみ受講なさる方は年会費は必要ありません。
＊ この講座の初回聴講はお受けできません。
＊ 全レベルの方が対象です。
＊ 申込締切：2015年6月5日
（金）
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

7S 0 TCF

TCF 対策集中講座

Mme Veloso

日

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

10

￥20,000

アンスティチュ・フランセ横浜
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COURS SPÉCIAUX POUR LES LYCÉENS
ET LES ENFANTS
高校生・子ども向け特別講座
アンスティチュ・フランセ横浜の塾 Juku
ご両親のどちらかがフランス語を母国語とするお子様、あるいはフランス語圏での滞在経験を持
つ6歳から8歳のお子様を対象にした
「塾」
です。普段、日本の小学校に通うお子様達が、話す力や
語彙力の強化を図りながら、忘れがちな読み書きの基礎的スキルを身に付けられます。
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

7A1JY1

アンスティチュ・フランセ横浜の塾

Mme Lubin

火

16h00 -17h25

15

￥25,000

子供のためのお楽しみアトリエ Ateliers enfants

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。
＊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）

4 月 8 日（水）～ 6 月 24 日（水）
毎週水曜日 16：30 ～ 17：25
（4 月 29 日、5 月 6 日は実施しません。
）

4 月 15 日（水）・5 月 13 日（水）・5 月 27 日（水）
6 月 3 日（水）・6 月 17 日（水）
各回とも 16：30 ～ 17：25

受講料
子ども1人 1回 ￥1,000

東京国際フランス学園の塾 Juku
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、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、juku@lfitokyo.org 村瀬までお問い合わせ下さい。
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

8

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

COURS SPÉCIAUX TOUS PUBLICS
特別講座
MODE スペシャル Parlons Mode

魅惑的なモードの世界に飛び込んでみませんか？ そこは美しく洗練されたスタイリスト達
が織り成す素晴らしい夢の世界です。
この新設講座 "Parlons Mode" を通して、クリエーターの世界と彼らのコレクション、現在の
ファッショントレンド、ファッションショーなどの話題についてフランス語で会話しましょう。
フランス語の基礎を身に付けていれば、ファッション好きのすべての方に受講いただける講座です。モー
ドを勉強中の学生の方々や、フランスやフランス語圏のモード業界でお仕事されているプロの方々にもお
勧めします。
使用テキスト：Parlons Mode (CLE international)
＊推奨フランス語レベル：A1.2レベル終了以上

▲

新設講座 7 T 2PM/M.Pichou

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

7 T 2PM

MODE スペシャル

1

M. Pichou

木

19h00 -20h55

20

￥32,500

ワインテイスティング Cours

de dégustation de vin

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、3種類のワインを試飲し、ワインの味わい方を学びましょう。また、受講の際にお配りする“Carnet
de dégustation ”を使って、ワインを表現するための適切な語彙を覚えましょう。
担当講師（Mme Sera GOTO）
は、ワイン醸造学を専門に学べることで長い歴史と伝統を持つボルドー第二大
学で訓練を受けました。その後、非常に有名なシャトー・ディケム、シャトー・ランシュ・バージュ、シャ
トー・マルゴーで働きました！ そして現在、ワイン醸造学のコンサルタントであり
「東京バイオテクノロ
ジー・カレッジ」
でも講座を持っています。講座は基本的に日本語で行いますが、専門用語や大事な表現な
どは適度にフランス語を取り入れて行います。フランス語初心者の方も十分楽しんでいただけます。
＊この講座は全5回講座ですので、日程にご注意ください。
＊この講座の初回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。
＊登録締切：2015年4月11日
（土）

第1回
（4月17日）
：ブルゴーニュ地方の白ワイン
第2回
（5月 8日）
：プロヴァンス地方のワイン
第3回
（5月22日）
：スパークリングワイン
第4回
（6月 5日）
：ピノ・ノワール種のワイン
第5回
（6月19日）
：ローヌ渓谷のワイン

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 2DV

ワインテイスティング

Mme Goto

金

19h00 -20h55

10

￥35,000

アンスティチュ・フランセ横浜
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色で覚える発音演習講座

Phonétique

この講座は、フランス語の発音をしっかりと身に付けたい、より良くしたいすべての方にお薦めします。
講座では、言葉や文章となる音を色で表したボードを使います。これは文字に頼らず、ゲーム感覚で学習できる
非常に効果的な教材です。どのようにすればフランス語の正しい音が出せるようになるのかを感覚的に掴みます。
話すリズムやイントネーションなど、正しい読み方をマスターし、フランス語でネイティヴのようにすらすらと
読み書きができることを目指しましょう。全3学期。
＊ この講座は、4月18日
（土）
から6月27日
（土）
までです。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。

▲

今学期から始めたい方へ

この春学期から受講をご希望の方は、
必ず4月11日
（土）
10:00-12:25の特別講座を受講してください。
（参加料4000円）
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

7 A 2 MS2

色で覚える発音演習

2/3

Mme Lubin

土

10h 00- 11 h55

20

￥32,500

VIP 会話コース Cours VIP
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、グループ講座には少し抵抗があるという方には、講師と1対2で行われるこのクラスをお薦めいたします。
事前のオリエンテーションでご希望を伺い、講師が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。
＊ この講座の初回聴講はお受けできません。
＊ 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、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。
＊継続受講の方を優先とさせていただきますので、継続を希望の場合は3月18日（水）
迄に登録手続きをしていただきますようお願いいたし
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 Nagatsuka

木

17h30 -18h25

10

￥39,500

7A1VP12

VIP 会話コース

Mme Yoshino

土

14h30 -15h25

10

￥39,500

7A1VP13 a

VIP 会話コース

M. Sintive

金

16h30 -17h25

10

￥39,500

7A1VP13b

VIP 会話コース

M. Sintive

木

14h00 -14h55

8

￥32,000

7A1VP13c

VIP 会話コース

M. Pichou

木

16h30 -17h25

10

￥39,500

＊7A1VP13bのクラスは、6月11、18日を休講します。

コーラスサークル Chorale

フランス語で歌を歌うことは、フランス語上達への近道です！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：2015年4月11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、
4月11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

コーラスサークル

Mme Sublime

土

16h30 -19h25

20

￥21,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

会話サロン Salons de conversation

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。

4月

5月

6月

15日（水）13h00-14h00
17日（金）13h00-14h00

8日（金）13h00-14h00
12日（火）13h00-14h00

2日（火）17h30-18h30
5日（金）13h00-14h00

21日（火）17h30-18h30

20日（水）13h00-14h00

12日（金）13h00-14h00

24日（金）13h00-14h00

22日（金）13h00-14h00

17日（水）13h00-14h00

28日（木）17h30-18h30
参加料
（1回）
：会員1,000円、一般1,500円

討論道場 Ne tournons pas autour du pot !

レベルB2以上の方限定。
時事問題や社会問題から、毎回その場でテーマを決めます。偶然選ばれ
たテーマについて議論しましょう。議論しながら、複雑な問題について
意見を述べたり、主張したり、あるいは意見を戦わせたりする討論の手
法を身につけてください。
参加は1回ごとの予約制。
開催日：4月18日、4月25日、5月9日、6月6日、6月13日
（各土曜日）
時間：16h30-17h30
参加料
（1回）
：会員1,500円、一般2,000円
＊開催日の2日前までにご予約下さい。
＊募集人数：各回とも6名

レッスン・ア・ラ・カルトLeçons à la carte
プライベートレッスン、
企業への講師派遣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
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0からフランス語を始める方に…
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、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。
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。
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テキスト TOTEM 1 のメリットは？

A1-DÉBUTANT

＊ 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、
楽しみながら活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、じっくりアクティヴィテに取り組ませ、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。
＊ TV5Monde 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。

2015年春学期の講座一覧
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

1G2 ACa

Action

Mme Fujikawa

水

10h30 -12h25

20

￥32,500

1G2 ACb

Action

M. Sintive

木

19h00 -20h55

20

￥32,500

テキスト “ACTION ” を使用する

印のクラスはフランス語が全く初めての方がお入りになれます。

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 TM1a

TOTEM 1

1

M. Surrusca

火

10h30 -12h25

20

￥32,500

1G2 TM1b

TOTEM 1

1

M. Surrusca

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TM2a

TOTEM 1

2

M. Pichou

水

10h30 -12h25

20

￥32,500

1G2 TM2b

TOTEM 1

2

Mme Nagatsuka

土

14h30 -16h25

20

￥32,500

1G2 TM4

TOTEM 1

4

M. Bouffé

土

10h00 -11h55

20

￥32,500

1G 2 TS3a

TOTEM 1

5

M. Pichou

火

19h 00- 20 h55

20

￥32,500

1 G 2 TS 3b

TOTEM 1

5

Mme Nagatsuka

土

10h 00- 11 h55

20

￥32,500

1 G 2 TS4

TOTEM 1

6

Mme Veloso

木

19h 00- 20 h55

20

￥32,500

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
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、
ネイティヴ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

便利なフランス語 Français pratique

Français général
NOUVEAU TAXI 1

補足強化

Approfondissement linguistique

文法と語彙力強化 Grammaire et vocabulaire
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。
1A2GR / Mme Yoshino

▲

会話プラス Conversation +

▲

▲

Nouveau TAXI 1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
ヴ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

日常生活で起こる色々な場面を想定して、それぞれの
場面で役立つ簡単で便利なフランス語を、実際に使え
るように練習します。コミュニケーションをとる楽し
みを身に付けましょう。
1A2FP / M. Sintive

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
に活かし、テキストでの学習を十分補足できるでしょ
う。全3学期。
＊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 / Mme Yoshino

総合フランス語講座／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

1G2 TX 2

Nouveau Taxi 1

9-12

Mme Yoshino

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TX 4

Nouveau Taxi 1

17-20

M. Letur

土

13h30 -15h25

20

￥32,500

1G2 TX 5

Nouveau Taxi 1

21-24

M. Sintive

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TX6

Nouveau Taxi 1

25 -28

Mme NosakaStämpﬂi

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

1G2 TX 7

Nouveau Taxi 1

29-32

Mme Nagatsuka

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

1A1PG 3

会話プラス

3/3

Mme Yoshino

土

12h30 -13h25

10

￥31,000

1A 2FP

便利なフランス語

M. Sintive

土

15h00 -16h 55

20

￥32,500

1A 2GR

文法と語彙力

Mme Yoshino

土

10h00 -11h55

20

￥32,500

PP 印のクラスは少人数クラスです。
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A2 ÉLÉMENTAIRE 初級

春休みスペシャル
Cours spécial Printemps
A2集中補足講座

Stage de révision niveau A2
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
ヴィテで、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。
今学期は、２コースをご用意しております。
＊この講座は各コース共、全2日講座です。
＊登録締切：3月25日
（水）

コース1：3月28日（土）・3月29日（日）

コース2：4月4日（土）・4月5日（日）

- 複合過去と半過去

- 代名詞

-色々な接続詞

-ジェロンディフ、現在分詞

- 所有代名詞（le mien, la mienne 等）

-色々な前置詞

- 指示代名詞（celui, celle 等）

春休みスペシャル講座
クラスコード

講座名

担当講師

期間

時間

全学習時間

受講料

2 S 0RA 21

A 2 集中補足講座 (コース1)

Mme Nagatsuka

3 / 28
（土）
3 / 29
（日）

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

10

￥19,000

2 S 0RA 22

A 2 集中補足講座 (コース2)

Mme Nagatsuka

4 /4
（土）
4 / （日）
5

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

10

￥19,000

プロモーション！

コース1と2を同時にお申し込みの方は、37,000円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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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、ネイティヴスピーカー
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

文書作成力・口頭表現力強化
Expression écrite et orale

Français général
NOUVEAU TAXI 2

補足強化

Approfondissement linguistique
会話プラス Conversation +

文法と語彙力強化

Grammaire et vocabulaire
A2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。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。
2A2GR / Mme Yoshino

▲

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、
実践練習の機会を最大限に活かし、
テキストでの学習を十分補足できるでしょう。全4学期。

▲

▲

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、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
ンタラクティヴ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。

文書作成力・口頭表現力を伸ばしたい方にお勧めし
ます。文書作成は、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。DELF A2試験の準備にも大変有効で
す。全２学期。
2A2EX1 / M. Bourlange

＊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。

▲

2A1PG3 / M. Bouffé

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

2G2 TX1

Nouveau Taxi 2

1-4

M. Bouffé

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

2G2 TX 2

Nouveau Taxi 2

5-8

Mme Lubin

土

14h00 -15h55

20

￥32,500
￥32,500

2G2 TX 5

Nouveau Taxi 2

17-20

Mme NosakaStämpﬂi

土

13h00 -14h55

20

2G2 TX 7

Nouveau Taxi 2

25 -28

M. Bouffé

水

10h30 -12h25

20

￥32,500

2G2 TX 8 a

Nouveau Taxi 2

29-32

M. Bourlange

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

2G2 TX 8b

Nouveau Taxi 2

29-32

M. Sintive

金

10h30 -12h25

20

￥32,500

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

2 A 1 PG3

会話プラス

3 /4

M. Bouffé

土

12h30- 13h25

10

￥31, 000

2 A 2 EX1

文章作成力・口頭表現力強化

1/2

2 A 2 GR

文法と語彙力強化

P 印のクラスは少人数クラスです。
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M.Bourlange

金

10 h30- 12 h25

20

￥32,500

Mme Yoshino

土

15 h30- 17 h25

20

￥32 ,500

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。

総合フランス語

ビジネスフランス語

NOUVEAU TAXI 3

QUARTIER D’AFFAIRES 2

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
タラクティヴ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。

Quartier d'affaires 2 は、ビデオ付属の新しいビジネスフ
ランス語の教科書です。この教科書は、在日フランス
系企業やフランスで働きたい方にとって理想的です。ま
た、ビジネス用語やフランスの企業の文化習慣などに
興味を持っている方にもお勧めです。この講座で、ビジ
ネス界における契約交渉や、フランス語圏の企業で求
められる、筆記力や口頭表現力などのスキルを強化しま
す。
使用テキスト：Quartier d'affaires 2（CLE international）
新設講座 3P2FP1 / Mme Veloso

Français professionnel

Français général

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

3G2 TX 2 a

Nouveau Taxi 3

5-8

M. Sintive

金

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX 2b

Nouveau Taxi 3

5-8

M. Bourgeois

土

10h00 -11h55

20

￥32,500

3G2 TX 2b+

Nouveau Taxi 3
+conversation

5-8

M. Bourgeois

土

10h00 -11h55,
12h30 -13h25

30

￥44 ,000

3G2 TX 5 a

Nouveau Taxi 3

17-20

M. Pichou

木

10h30 -12h25

20

￥32,500

3G2 TX 5b

Nouveau Taxi 3

17-20

M. Gaillard

土

13h00 -14h55

20

￥32,500
￥32,500

3G2 TX6

Nouveau Taxi 3

21-24

M. Pichou

木

14h00 -15h55

20

3G2 TX 7

Nouveau Taxi 3

25 -28

M. Pichou

水

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX 8

Nouveau Taxi 3

29-32

M. Bouffé

木

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX10 a

Nouveau Taxi 3

37-40

M. Bourlange

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

3G2 TX10b

Nouveau Taxi 3

37-40

M. Bourlange

水

14h00 -15h55

20

￥32,500

＊ 3G2TX2b+ は、
Nouveaux Taxi 3 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。
（7 名以上で開講）

ビジネスフランス語講座
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

3 P 2 FP 1

Quartier dʼaffaires2

1-2

Mme Veloso

土

10 h00- 11 h55

20

￥32,500

アンスティチュ・フランセ横浜
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B1-INTERMÉDIAIRE

▲

▲

総合フランス語講座

補足強化

Approfondissement linguistique
会話プラス Conversation +
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活かし、テ
キストでの学習を十分補足できるでしょう。
＊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。

ディアローグで学ぶフランス語文法
Grammaire en dialogues

この講座では、3つのテーマを通してフランス人の価値
観やライフスタイルを探究していきます。取り上げる
テーマは、社会体制
（政治、司法、行政組織、フランコ
フォニーなど）
、経済
（贅沢、ファッション、美食など）
、
文化
（文学、音楽、建築など）
についての３点です。
日常生活から選び出したシンプルで活き活きとした自
然な対話を通して、日本文化との違いを考える絶好の
機会となるでしょう。
使用テキスト: Civilisation en dialogues, niveau intermédiaire
（CLE international）
3A2CD2 / Mme Lubin

文章作成力強化 Expression écrite
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。文書の作成・編集の上達を助ける、様々
なアクティヴィテに取り組みます。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：
Expression écrite, Niveau 3（CLE international）
3A2PE2 / Mme Veloso

▲

▲

この講座で、文法の知識を復習し、さらに確かなもの
にしていきましょう。テキストに出てくるディアロー
グは、文法のポイントを解き明かすだけでなく、クラ
スメートと意見交換をするためにも大変有効です。ま
ず、ディアローグを聞いて細部を解説し、その後、筆
記・口頭の演習をしていきます。
学習した内容の口頭演習に力を入れますので、クラス
メートと教えあったり、ゲーム形式にしたりと、グルー
プで協力しながら学びましょう。大切なことは、会話
の中でも正確に文法を用い、流暢に話せるように訓練
することです。
使用テキスト: Grammaire en dialogues, niveau
intermédiaire（CLE international）
3A2GD2 / M. Surrusca、3A2GD3 / Mme Lubin

Civilisation en dialogues

▲

▲

3A1PGa,b / M. Sintive

ディアローグで学ぶフランスの文化

翻訳入門 Initiation à la traduction

▲

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読むのと同じ
感覚でフランス語の文章を味わえるようにしていきま
しょう。作品を通して、未習あるいは復習が 必要な文
法項目をチェックし、総合的にフランス語を高めてい
きましょう。今学期は、Le Clézio の"Ourania"、Roger
Grenier の"Regardez la neige qui tombe" を取り扱う予定で
す。
3A2TR / Mme Nagatsuka
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テーマ別

フランスの有名建造物と著名人

Monuments et personnages célèbres

Cours thématiques

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

フランスを知る鍵 Clés pour la France

▲

今学期から、キーワードごとに纏められたプリントを
使って、フランスの文化と社会について学びましょう。
キーワードには、有名人や重要なイベント、メディア、
時事問題、文化的習慣などを取り上げます。事実の解
説だけでなく、テキストを理解するうえで手助けにな
る語彙や重要な文法事項についても取り組んでいきま
す。
3T2CF / Mme Veloso

▲

シャンソンで知るフランスの文化

フランスの地方を巡る旅

La France en chansons

B1-INTERMÉDIAIRE

Tours des régions de France

▲

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、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、コルシカ地方を訪ねます。
3T2PF / M. Bourgeois

▲

この講座では、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、オリジナル曲を
収録したCDが2枚付いています。この春学期と夏学
期でエディット・ピアフ、続く2学期でシャルル・ト
レネを取り上げます。
使用テキスト: La France en chansons（Editions maisons
des langues）
新設講座 3T2FC / Mme Lubin

補足強化講座
P
P

クラスコード

講座名／テキスト

3 A 1 PGa

会話プラス
会話プラス

3 A 1 PGb
3 A 2 CD 2
3 A 2 GD 2
3 A 2 GD 3
3 A 2 PE 2
3 A 2 TR

課

Civilisation en dialogues,
niveau intermédiaire
Grammaire en dialogues,
niveau intermédiaire
Grammaire en dialogues,
niveau intermédiaire
Expression écrite, Niveau 3
翻訳入門

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

M. Sintive

土

12 h00- 12 h55

10

￥31,000

M. Sintive

土

13 h00- 13 h55

10

￥31,000

5-8

Mme Lubin

木

19 h00- 20 h55

20

￥32,500

5-8

M. Surrusca

日

10 h30- 12 h25

20

￥32,500

9-12

Mme Lubin

水

10 h30- 12 h25

20

￥32,500

2

Mme Veloso
Mme Nagatsuka

土
木

14 h00- 15 h55
19 h00 -20 h55

20
20

￥32,500
￥32 ,500

P 印のクラスは少人数クラスです。

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 T 2 CF

フランスを知る鍵

Mme Veloso

火

10h 30- 12h 25

20

￥32,500

3 T 2 FC

La France en chansons

Mme Lubin

水

14h 00- 15h 55

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

10h30 - 12h25

20

￥32,500

印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。
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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

補足強化

NOUVEL EDITO B2

文法と語彙力強化

Français général

▲

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
4G3ED4 / M. Letur、4G2ED10 / M. Bourlange

▲

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。
4G2EC13、4G2EC13+ / M. Bourlange

ALTER EGO + B2 (Niveau B2+)

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。
使用テキスト: Les exercices de grammaire B2
4A2GR11 / Mme Veloso

テーマ別

Cours thématiques
リスニングで学ぶフランス文化
Culture par l'écoute

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。
4T1RR / Mme Nosaka-Stämpfli

▲

▲

Alter Ego + B2 は、Alter Ego 4 の改定
版です。この改訂版では、テキストが
完全に刷新され、討論することや自分の
意見を口頭で述べることを学べる練習問題が充実しま
した。実情に即した活きた音声教材や出版物を通して、
4 つの能力を満遍なく伸ばすことができるでしょう。同
時にテキストの中の多数の演習問題をこなすことで、ご
自身の語学力を強化していただけます。
新設講座 4G2AE1 / M. Bourgeois

Grammaire et vocabulaire

▲

ECHO B2 (Niveau B2+)

Approfondissement linguistique

現代フランス社会が抱える問題

Grands enjeux de la société française

▲

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
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フランス文学を読む

フランスの歴史とその逸話

フランス文学の古典作品だけでなく、現代作家の作品
までを幅広く原文で読み通し、新しい語彙を増やし、
作品をより深く理解していきましょう。作家についてもよ
り多くを知り、社会背景や文化についても知識を増やし
ていただけます。今学期は、ル・クレジオの"Mondo et
autres histoires"
（海を見たことがなかった少年－モンド
ほか子供たちの物語）
を読みます。文学好きなあなたに、
是非お薦めです！
4T2LL / Mme Veloso

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

Histoire de France : faits et anecdotes

Lire la littérature française

▲

▲

テレビニュース TV News

フランス社会を語ろう

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

Parlons culture

▲

▲

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。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

B2-AVANCÉ

総合フランス語講座／補足強化講座／テーマ別講座
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

4 G 3ED 4

Nouvel Edito B2

4

M. Letur

土

10h00 -12h55

30

￥44 ,000

4 G2ED10

Nouvel Edito B2

10

M. Bourlange

土

14h00 -15h55

20

￥32,500

4 G2 AE1

Alter Ego + B2

1

M. Bourgeois

火

19h00 -20h55

20

￥32,500

4 G 2 EC13

Echo B2

13

M. Bourlange

木

10h 30- 12h25

20

￥32,500

4 G 2 EC13+

Echo B2
+conversation

13

M. Bourlange

木

10h 30- 12h25 ,
13h 30- 14h25

30

￥44 ,000

4 A 2GR11

Les exercices de grammaire B2

22-23

10h30 -12h25

20

￥32,500

Mme Veloso

木
土

10h00 -11h25

15

￥25,000

土

14h00 -15h55

20

￥32,500

4T1RR

リスニングで学ぶフランス文化

Mme NosakaStämpﬂi

4T 2GE

現代フランス社会が抱える問題

M. Bourgeois

4T 2LL

フランス文学を読む

Mme Veloso

金

10h30 -12h25

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

フランスの歴史とその逸話

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

＊ 4G2EC13+ は、Echo B2 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。
（7 名以上で開講）
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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C1 SUPÉRIEUR 準マスター
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。

総合フランス語

テーマ別

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。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す。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。
5G3AE10 / M. Bourlange

CECR（ヨーロッパ共通参照レベル）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

Cours thématiques

Français général

▲

C1 SUPÉRIEUR

▲

総合フランス語講座／テーマ別講座
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

5 G 3 AE10

Alter Ego 5

10

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。
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LE PROGRAMME CULTUREL

春学期の文化イベント

RENCONTRE AVEC L’AUTEUR ANNA SOMMER

スイス人作家アナ・ゾマー講演会
4月18日
（土）16：30-18:00

3月に引き続き｢フランコフォニーのお祭り｣の一環として、
スイスのイラストレーターで
バンドデシネ作家のアナ・ゾマーを招聘し、講演会を開催します。
日本の折り紙など和
紙や紙を切って作品を製作し、2005年には日本各地で開催された｢スイス・コミック
アート展｣に出展。
その独特で鮮烈なスタイルで、数多くの雑誌や新聞の挿絵を手掛
けています。
この貴重な機会をぜひお見逃しなく！
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
＊ 逐次通訳があります。
後援：在日スイス大使館

ATELIER DE CUISINE FRANÇAISE

フランスの家庭料理を覚えよう！
4月24日
（金）9:30-12:00

フランス人が作る本物の家庭料理を習得しませんか？今回のメニュー
はフランス人の食卓の定番｢gratin（グラタン）｣です。伝統的な｢gratin
dauphinois｣や｢gratin de la mer｣を、
ご自分の手で再現してみましょう！
美味しいサラダと一緒にお楽しみください。
フランス語メインのアトリエで
すが、
日本語でお手伝いします。
フランス語初心者の方もお気軽にご参加
ください。
講師：Mme Lubin
会場：技能文化会館（ 横浜市中区万代町2-4-7
参加料：会員4,000円、一般4,500円

tel: 045-681-6551 ）

＊ 3日前までに予約。5名から開催 。
片付けまでの時間を含みます。

CAFÉ LITTÉRAIRE

文学カフェ
「パトリック・モディアーノ」
5月9日
（土）17:30-19:30

『暗いブティック通り』
『イヴォンヌの香り』
をはじめ数々の名作を生み出
し、2014年にはノーベル文学賞を受賞。作詞家、
エッセイスト、脚本家、
と多彩な顔を持つ小説家パトリック・モディアーノ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：Mme Lo Bue

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日前までに予約。8名から開催 。
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© Anna Sommer

SÉMINAIRE DE FROMAGES

フランス・チーズセミナー
5月16日
（土）17:00-18:30

今回のテーマは｢Pâtes Persillées(ブルーチーズ)｣です。別名“ブルー”や“ロッ
クフォール”とも呼ばれ、特に“オーヴェルニュ地方のブルー”や“サン・タギュー
ル”は、
フランス料理には欠かせない存在です。職人によって丹精込めて作られ
た風味豊かな4種類のチーズを、食べ比べしながら学びましょう。
講師：Mme Goto 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
＊ 2日前までに予約。
5名から開催。
フランス語を中心に行います。初級以上。

協賛：チーズ専門店ユーロアール

ATELIER DE CONFECTION DE CHAPEAU

手作り帽子のアトリエ
5月19日
（火）10:00-13:00

結婚式のシャポーから冬のベレー帽まで、
帽子はフランス人が愛用するファ
ッションアイテムの一つです。講師には帽子作家Emmyわたなべえみこ氏を
迎え、手縫いで帽子を作る方法を習得します。
ご自分だけのオリジナル帽子
を作りましょう！フランス語のファッション用語を引用しながら、
日本語を中
心に行います。
裁縫道具(針とハサミ)をご持参ください。
講師： Mme Emmy Watanabe Emiko 会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員4,000円、
一般4,500円
＊3日前までに予約。
5名から開催。帽子キット代含む。

CINÉ CLUB À YOKOHAMA

シネクラブ
『第18回 カイエ・デュ・シネマ週間』
『フレンチ・コメディ特集』
会場：東京芸術大学馬車道校舎

入場料：会員600円、
一般1200円
（芸大生無料、
同日2本目は一般600円）

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：

■ 第18回 カイエ・デュ・シネマ週間

CULTURE

カイエ・デュ・シネマ誌の2014年間トップテンの第1位に選出されたフランス映画の鬼才ブ
リュノ・デュモン監督の新作
『プティ・カンカン』
と同監督がジュリエット・ビノシュを主演に
迎えた
『カミーユ・クローデル ある天才彫刻家の悲劇』
をご紹介します。

5月16日
（土）

14:00-『カミーユ・クローデル ある天才彫刻家の悲劇』
（監督：ブリュノ・デュモン）

（フランス／2013年／97分／カラー／デジタル上映／日本語字幕付）
出演：ジュリエット・ビノッシュ、
ジャン＝リュック・ヴァンサン、
エマニュエル・カウフマン

16:00-『プティ・カンカン』
（監督：ブリュノ・デュモン）
（フランス／2014年／200分／カラー／DCP／日本語字幕付）
出演：アラヌ・ドゥラエ、
リューシー・カロン、
ベルナール・プリュヴォスト

■ フレンチ・コメディ特集

フランスの新しいコメディ映画をご紹介します。

6月13日
（土）

14:00-『懲役9ヶ月』
（監督：アルベール・デュポンテル ）

（フランス／2013年／82分／カラー／Blu-ray／日本語字幕付）
出演：サンドリーヌ・キベルラン、
アルベール・デュポンテル、
ノシラス・マリエ

16:00-『イタリアのある城で』
（監督：ヴァレリア・ブリュニ＝テデスキ）
（フランス／2013年／104分／カラー／Blu-ray／日本語字幕付）
出演：ヴァレリア・ブリュニ＝テデスキ、
ルイ・ガレル、
フィリッポ・ティミ

アンスティチュ・フランセ横浜
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LE MOIS DE LA FRANCE À YOKOHAMA 2015
横浜フランス月間2015

今年で11年目を迎える、
日本で唯一のフランス文化の祭典。5月31日から7月15日の期間中、
市内の美術館や劇場、
アートスペースや映画館、
レストランなどでは、
フランスに関する様々な
イベントが開催されます。横浜の町がフランス色に染まる6週間。
ぜひお楽しみください！
DANSE
ダンス

GASTRONOMIE
美食
CONCERT LITTÉRAIRE
文学的コンサート

OISDE RAN
LA

M

ARTS VISUELS
ビジュアル・アート

RENCONTRE
出会い

F

E
C

■SÉMINAIRE DE VINS
フランス・ワインセミナー
「ヴァレ･デュ･ローヌのワイン」
6月12日
（金）19:00-21:00

フレンチレストランのトップシェフによる極上のお料理に舌鼓を打ちながら、
ラ・ヴィ
ネがお勧めする｢ヴァレ・デュ・ローヌ｣のワイン４種をテイスティング。
シャトーヌフ・
デュ・パプ、
コンドリュー、
クロズ・エルミタージュ、
ジゴンダ…ヴァレ･デュ･ローヌに
はバラエティに富んだブドウ品種が存在します。
ワインスペシャリストでバイリンガ
ル講師、
後藤瀬良による講義を通して、
豊かなワインの世界をお楽しみください。
講師：Mme Goto 会場：カフェ・ドゥ・ラ・プレス
参加料：会員4,500円、
一般5,500円
＊要予約。
自由席。
定員になり次第締め切り。
日本語を中心に、
フランス語を交えて

行います。
協賛：フランスワイン専門店La Vinée
（ラ・ヴィネ）

■SÉMINAIRE DE CHAMPAGNES
3月21日
（土）
シャ
ンパーニュ
・セミナー
6月26日
（金）19:00-21:00

横浜の情緒溢れるカフェ･ドゥ･ラ・プレスにてトップクラスの繊細なフランス料理を

楽しみながら、
ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社がお勧めするシャンパーニュ
４種をテイスティング。
ロマンティックで優雅、
シャンパーニュはフランス人の心のよ
りどころです。
世界中の人を魅了するその上質で芳醇な味わいをご堪能ください。
講師：Mme Goto 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。
日本語を中心に、
フランス語を交えて

行います。
協賛：ヴランケン ポメリー ジャパン株式会社
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PHOTOGRAPHIE
写真

CINÉMA
映画

EXPOSITION
展覧会
et plus encore...!!!

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。
■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
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
アンスティチュ・フランセ横浜
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ADHÉSION
年会費
一般

：￥ 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.27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.24-26をご参照下さい。

会員優待サービス

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！

● 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。
■新規で会員登録される場合に限り、
6週目から半額で受講いただけます。
その場合必ずオリエンテーションを受けてください。
■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、
4月7日
（火）
20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、4月14日
（火）20時まで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、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。
■台風や大雪などの天候不良により休講になる場合は、
当館HPサイトやfacebookでお知らせいたします。
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
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

： 〒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。

© Reiko TSUCHIDA
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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
TEL
FAX
営業時間
URL

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

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

メディアテークの図書にご協力いただいています。

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

： 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

： 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「ルーヴル美術館の絵画と料理」にご協力いただきました。

花のアトリエ

（フラワーアレンジメント教室）＊要予約

住所
TEL
URL
メール

ワインセミナーにご協力いただいています。

： 横浜市中区山手町45-31
：045-663-8101
: www.hana-atelier.com
： info@hana-atelier.com

館内のクリスマスデコレーションにご協力いただきました。
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2015年 春学期

4月8日（水）～6月24日（水）

＊休講：4月29日
（水・祝）～5月6日(水・祝）

登録受付期間 2015年3月12日（木）～ 2015年4月14日（火）
*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 2015 年3 月12日（木）～2015年4月14日（火）
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）
3月19日
（木） 19:00～20:00
4月 4日
（土） 17:00～18:00

お飲み物、
おつまみをご用意してお待ちしております。

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

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、4月29日(水･祝)～5月6日(水･祝)

2015年冬学期から
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。

Concours de photo
à l’Institut français du Japon – Yokohama
アンスティチュ・フランセ横浜の
写真のコンクール

あなたの写真をアンスティチュ・フランセ横浜のフランス
語講座・文化プログラムの表紙にしませんか？当館では、
生徒の皆様方を対象に写真のコンクールを行います。テー
マは「フランス」です。フランスにご旅行に行った際に撮っ
た素敵な思い出の写真、とっておきの１枚をぜひ下記メー
ルアドレスまでお送り下さい。
送付先：yokohama@institutfrancais.jp
（件名に「表紙写真コンクール」と明記下さい）
画像条件：カラー
画素数（画像サイズ）：
約 400 万画素以上（2,272×1,704 以上）
形式：JPG
応募締切：5 / 31 まで。
※著作権がご自身にある写真に限ります。使用料などはお
支払いできませんので、ご了承下さい。
写真下部にクレジットを入れさせていただきます。

Des voyages en France à gagner
« Concours de Haiku en français »

豪華フランス旅行が当たる
『フランス語俳句コンクール』
オンライン募集開始

フランス外務・国際開発大臣ローラン・ファビウ
スが、日仏の現代アートの祭典「ニュイ・ブランシュ
KYOTO 2014」のオープニング・セレモニーにて発
表した「フランス語俳句コンクール」の募集が、
いよいよスタート。
俳句のテーマは「フランス de 夜更かし ( ニュイ・
ブランシュ ) 」。入賞の３名には、フランスの旅が
贈られます。
詳細および応募フォームはこちら (http://jp.rdvef.
com/haiku) から。応募締切りは 5 / 31 まで。
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