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フランス語講座・文化プログラム

ÉDITO ご挨拶
Chers amis,
Un concentré de France au Japon, voilà ce que l’Institut français du Japon-Yokohama vous propose pour
ce trimestre d’automne !
En tant qu’école officielle de l’ambassade de France
et spécialiste de la langue française, nous avons la
meilleure position pour vous enseigner le français et
ce trimestre encore, nous vous proposons une offre
de cours de qualité et sans cesse renouvelée pour
apprendre à parler, comprendre, lire et écrire avec
aisance. Parmi les nouveautés, retrouvez deux nouveaux cours de conversation en niveau A2 ou encore
des stages ou cours de préparation aux examens.

Bienven

ue

Cet automne, nous vous invitons également à poursuivre notre tour de France des régions, avec une
conférence sur le Mont-Saint Michel et la Normandie, ou encore un événement dédié à Paris et à ses
adresses secrètes. Amateurs de gastronomie, vous
pourrez vous régaler avec notre séminaire de chocolats ou encore de spécialités du midi. Enfin, vous
retrouverez bien sûr nos rendez-vous incontournables que sont la Fête du Beaujolais ou la Fête de
Noël.
Nous vous attendons nombreux !
Juliette de Charmoy
Directrice de l’Institut français du Japon - Yokohama

皆様
日本で様々なフランスを感じる、
それがアンスティチュフランセ横浜の秋学期のテーマです。
在日フランス大使館の公式教育機関であり、
フランス語のエキスパートでもある当館は、
フランス語を
学ぶ場所として最適です。
この秋学期も、
リラックスした雰囲気の中で、
話す、
理解する、
読む、
書くを学
べるように、
質が高く常に新しい授業をご提供します。
新講座として、
2つのA2レベルの会話のクラスと、
試験対策講座をご用意いたしました。
この秋もフランスの地方を引き続き訪れる、
モン・サン＝ミッシェルとノルマンディーの講演会や、
秘密の
スポットをお教えするパリをテーマにした講演会を開催します。
また、
ショコラ・セミナーやミディ・ピレネ
ー地方のチーズ試食セミナーは、
美食家の方にご満足いただけるでしょう。
そして、
毎年お馴染みのボ
ジョレー・ヌヴォー解禁パーティーやクリスマス・パーティーも開催いたします。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
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
4つの理由

1. フランス政府公式機関
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 関とし
て、1990年に横浜市の協力の
もと横浜日仏学院として設立
されました。

2. 質の高い授業
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
授業を提供いたします。
レベル
や目的に合わせた語学の講座
だけでなく、
ワインや文学など
多彩な文化講座もご用意して
おります。

3. 便利なサービス
授業内容を確認できるネット
フォローサービスや講座振
替制度のほか、文化イベント
や提携施設での割引、本や雑
誌、DVDの貸出もご利用いた
だけます。

4. 文化イベント
ボジョレーヌーヴォー解禁
パーティーや、クリスマス・
パーティー、
ワインセミナー
やチーズセミナーなど、
フラ
ンスを感じる文化イベント
を年間を通じて多数開催し
ています。
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ÉQUIPE ENSEIGNANTE
講師紹介
M. Nicolas BOUFFÉ

M. Rodolphe BOURGEOIS

FLE修士、HJD

FLE修士、社会人類学（EHESS）
DEA、HJD

M. Nicolas GAILLARD

Mme Cécile FUJIKAWA

慶應義塾大学講師、法政大学講師、
FLE修士、HJD

英語学士、DAEFLE 取得、HJD

M. Franck LETUR

Mme Colinda-Gaëlle BÉON

東京フランス国際学園勤務、都市開
発工学修士、FLE学士、HJD

FLE修士、HJD

Mme Magali NOSAKA-STÄMPFLI

Mme Nathalie LO BUE

日本語学（通訳・翻訳）学士、FLE学
士、HJD、INALCO卒

横浜国立大学講師、FLE学士、HJD

M. Jérôme SURRUSCA

M. Hiromi SAITO

パリ第7大学卒
FLE修士、HJD

FLE修士

Mme SUBLIME

M. Ludovic PICHOU

歌手・作詞家・女優、HJD
NHK「テレビでフランス語」出演

日本語・日本文化・日本文学学士、
FLE学士、DAEFLE取得、HJD

Mme Satoko YOSHINO

M. Pierre SINTIVE

フランス文学修士、都内私立高校フ
ランス語講師、HJD

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 Christelle VELOSO

Mme Julie RÉMOND

ソルボンヌ大学文学学士、日本語修
士、FLE修士、HJD

FLE修士、HJD

Mme Alexandra HAMMACHER
FLE修士、HJD、日本語学学士

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 ：博士前期課程・専門研究課程終了証書。博士論文を書くために通過しなければならない研究課程。
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：林妙子、詫間悠、田中史
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ORIENTATION
新学期説明会
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2016年秋学期講座」説明会を開催いたします。
フランス語
が初めての方、
自分がどの講座を受講してよいかわからない…という方は
是非ご参加ください。講座選びのお手伝いをいたします。

開催日時： 2016年9月24日
（土）17:00-18:00
（入場無料・予約不要）
10月4日
（火）19:00-20:00
第1部

● 本校についてのご説明 秋学期講座について／文化プログラムについて

第2部

● 体験入門講座 初めてフランス語を習う方は、
デモンストレーション講座を受講い
ただきます。講座内容をご確認下さい。
● 個別オリエンテーション 学習経験者の方は、個別にご相談をお受けし、適切なク
ラスをアドバイスいたします。
ご参加になられる前に、本校ホームページのレベルチェ
ックを受けられることをお奨めします。
ご参加いただく方の人数によっては、
お待ちい
ただく場合がございますが、
ご了承下さい。
この説明会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下さい。

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

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES COURS
講座の種類
“フランス語をabcから学びたい”
レベルに適した最新の完成度の高い
テキストを使用し、
フランス語を基礎
から学びます。

“コミュニケーション力を高め、
知識を深めたい”
文法、会話、語彙、
グループ学習、特別
クラス、
そして集中コースなど、
あらゆる
ニーズにお応えいたします。

“フランス文化に強くなりたい”

“目標を達成させたい”

充実したテーマ別クラス：文学、文化
文明、建築、芸術の歴史、
モードなど
多岐にわたっております。

各種資格試験（DELF / DALF、
TCF 、DAPF ）
の対策講座、外国に
住む、
ビジネスで使うフランス語を学
びたい、
などはっきりしたゴールに近
づけます。
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 / 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

2016年秋季試験日程

(出願受付期間:7月12日
（火）～9月10日
（土）) ※次回の試験は、2017年の春に実施します。

筆記

一般

口頭表現

ジュニア

口頭表現

受験料

DELF A1

10月23日
（日）

11月13日
（日）

10月16日
（日）

11月13日
（日）

DELF A2

10月16日
（日）

11月13日
（日）

10月23日
（日）

11月13日
（日）

￥11,000

DELF B1

10月16日
（日）

10月30日
（日）

10月23日
（日）

11月6日
（日）

￥13,000

DELF B2

10月23日
（日）
10月16日
（日）
10月23日
（日）

10月30日
（日）
11月27日
（日）
11月6日
（日）

10月23日
（日）

11月6日
（日）

￥13,000

DALF C1
DALF C2

※ 月曜、祝日は休館。受付は出来ませんので、来館日にご注意ください。
※ 横浜では、定員になり次第締め切ります。
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筆記
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￥11,000

￥15,000
￥15,000

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測ることを望
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。

2016年度試験日程
試験日

必須試験

12月18日

○

補足試験

×

出願締切
11月18日

受 験 料 ：￥12,000
出願方法
願書（受付カウンターにて配布）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。

▲

試験対策講座は P.6 をご覧下さい。

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。http://science-japon.org/bgf/
2017 年度の募集の締め切りは、9 月 30 日です。
たくさんのご応募お待ちしております。

アンスティチュ・フランセ横浜
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PRÉPARATION AUX EXAMENS
試験対策講座
フランス語資格試験対策をしませんか？
これらの資格は、あなたのフランス語能力を証明します。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。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に指導します。
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 B2 合格講座
Réussir le DELF B2

フランス語に磨きをかけるこの講座では、DELF B2の試験対策をします。講師がDELF B2に必要な弁論の組み立
て方のテクニックをお教えします。口頭表現と筆記を大いに改善し、フランス式の討論がより気楽にできるよう
になるでしょう。この講座はDELF B2試験合格のためのあらゆる手段を手に入れるものですが、口頭表現と筆記
を磨きたいと考えている方にもお勧めいたします。
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

4 A 2B2

DELF B 2 合格講座

M. Bourgeois

木

19h00 -20h55

20

￥33,000

実用フランス語技能検定 2 級 合格集中講座
Réussir le DAPF niveau 2

仏検に精通した講師が、筆記、書き取り、聞き取り問題の対策講座を行います。必要があれば文法の復習もフォ
ローしていきます。２級合格が目標ですが、受験の有無にかかわらず、２級レベルの語学力を身につけたい方も
大歓迎です。いろいろな文に接していきながら、語彙を増やし、理解力を深めていきましょう。全20時間。
日程：10月16日、23日、11月6日、13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：2016年10月14日
（金）
クラスコード
3DAPF
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講座名
仏検 2 級合格集中講座
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担当講師
Mme Yoshino

曜日

時間

全学習時間

受講料

日

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

20

￥38,000

COURS SPÉCIAUX
特別講座
発音矯正クラス Phonétique

この講座は、よりよく発音できるようになりたい方や発音に自信を持ちたい方にお薦めします。どのレベルの
方でも参加いただけます。発音記号を見ながら母音や子音の発音方法を学んだあと、聞き取りや音読の問題に
取り組みます。その問題にある単語や文を声に出して正確に読むという作業を通じて、発音をより良いものに
出来るでしょう。全3学期。どの学期からでも始められます。講座は日本語で行われます。10名様限定。
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

7A1PH1

発音矯正クラス

Mme Yoshino

土

12h00 -12h55

10

￥16,500

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：2016年10月8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、
10月8日
（土）
、
17h00-18h55の２時間になります。以降の講座
（6回 / 1回3時間）
日程は、
参加者の皆さんと講師との間で相談の上、
決定いたします。ご了承下さい。
＊ 催行最小人数 9名。
クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

7 T 2 AC

コーラスサークル

Mme Sublime

土

16h30 -19h25

20

￥21,500

アンスティチュ・フランセ横浜
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COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS
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8歳から10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

7A1JY

アンスティチュ・フランセ横浜の塾

Mme Béon

火

16h30 -17h55

15

￥25,500

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。
＊前日までに必ずご予約下さい。1回ずつご参加いただけますが、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。
（年会費不要）
＊催行最少人数6名。
バンビクラス （4歳～ 7 歳）
10 月 12 日、10 月 26 日、11 月 9 日、11 月 30 日、12 月 7 日
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 au lycée français de Tokyo
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
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OFFRE SUR MESURE
個別対応講座
VIP 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。
＊ 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9月25日（日）
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コース

Mme Veloso

土

12h30 -13h25

10

￥39,500

7A1VP13 a

VIPコース

M. Sintive

木

14h00 -14h55

10

￥39,500

7A1VP14

VIPコース

Mme Rémond

火

17h30 -18h25

10

￥39,500

7A1VP16

VIPコース

M. Sintive

木

17h30 -18h25

10

￥39,500

7A1VP18

VIPコース

Mme Béon

土

12h00 -12h55

10

￥39,500

プライベートレッスン

Cours particuliers

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、頻度など、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

CONVERSATION À LA CARTE
会話単発クラス
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。
＊担当の講師名は、受付に掲示いたします。

A1 / A2

A2 / B1

B1 / B2

11月9日（水）17h30-18h30

10月19日（水）13h00-14h00

10月26日（水）13h00-14h00

11月29日（火）17h30-18h30

11月2日（水）13h00-14h00

11月10日（木）13h00-14h00

11月16日（水）17h30-18h30

11月22日（火）15h00-16h00

12月7日（水）13h00-14h00

11月30日（水）13h00-14h00
12月8日（木）13h00-14h00

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。
講師：M. Bourgeois
開催日：10月15日、10月29日、11月5日、11月19日、11月26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
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A1.1 DÉBUTANT 入門
総合フランス語

NOUVEAU TAXI 1

Français général
ACTION

1G2TX1 / Mme Yoshino , 1G2TX5 / Mme Béon

▲

ACTION は、フランス語を初めて学ぶ方のために、
アンスティチュ・フランセ横浜の講師が日本人
を教えてきた長年の実績をもとに編集したテキ
ストです。問題や単語、文法などの重要な箇所
に日本語の説明が入っているので、全くの初心
者の方でも安心して学習を始められます。テキ
ストは講座受講者に無料で配布されます。

見開き 2 ページの 1 レッスンで、
話す、
聞く、
書く、
読むを総合的に学ぶフランス語教材です。各課
ごとに文法事項がまとまっており、豊富な練習
問題を通じて、しっかりと文法を身に付けます。
また会話の書き起こしや、DVD-ROM を活用して、
自宅でも追加学習していただけます。

▲

0G2ACa / M. Saito , 0G2ACb / M. Surrusca

TOTEM 1
TOTEM 1 は、ビデオを使用するテキストです。
ナントに住む 2 家族の物語を通じて、フランス
人の日常生活に触れ、楽しみながらフランス語
を学ぶことができます。このテキストには、文
法、語彙、会話、課題への取り組みが随所にあり、
効果的に学習していただけます。TOTEM1 終了
後は、A2（初級）レベルの講座に進むことをお
薦めいたします。
▲

一覧表をご覧下さい。

総合フランス語講座
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

0 G2 ACa

Action

M. Saito

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

0 G2 ACb

Action

M. Surrusca

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

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 TX1

Nouveau Taxi 1

1-2

Mme Yoshino

金

19h00 -20h55

20

￥33,000

1G2 TX 5

Nouveau Taxi 1

5

Mme Béon

木

19h00 -20h55

20

￥33,000

1G2 TM1

Totem 1

1

M. Saito

日

10h30 -12h25

20

￥33,000

1G2 TM2

Totem 1

2

Mme Yoshino

土

13h30 -15h25

20

￥33,000

1 G 2 TM4

Totem 1

4

M. Pichou

木

19h 00- 20 h55

20

￥33,000

1 G 2 TM5

Totem 1

5

M. Surrusca

金

19h 00- 20 h55

20

￥33,000

1 G 2 TM6

Totem 1

6

M. Sintive

木

19h 00- 20 h55

20

￥33,000

アンスティチュ・フランセ横浜
アンスティチュ・フランセ横浜

11

A1-DÉBUTANT

初心者の方向けのクラスです。ACTION、TOTEM1 の 2 つの授業を終了すると、
A1（入門）レベルの学習範囲を網羅したことになり、DELF A1 の試験を受
験していただけます。

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

補足強化

NOUVEAU TAXI 1

便利なフランス語 Français pratique

見開き2ページの1レッスンで、話す、聞く、書く、
読むを総合的に学ぶフランス語教材です。各課ごとに
文法事項がまとまっており、豊富な練習問題を通じて、
しっかりと文法を身に付けます。また会話の書き起こ
しや、DVD-ROMを活用して、自宅でも追加学習して
いただけます。
1G2TX9 / Mme Yoshino

この講座では、
「フランスに行く」
「買い物をする」
「電
話で問い合わせる｣など、日常生活における具体的な
状況に応じた会話の練習をします。渡仏した際に自然
に会話ができるように、段階的な演習を通じて、聞き
取りを強化します。その後、聞き取りで習った語彙や
言い回しを口頭で実践します。
1A2FP / M. Sintive

Approfondissement linguistique

Français général

▲

▲

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固めることができます。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

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

1G2 TX9

Nouveau Taxi 1

33-36

Mme Yoshino

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

補足強化講座
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クラスコード

講座名

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

1A 2FP

便利なフランス語

M. Sintive

土

15h00 -16h55

20

￥33,000

1A 2GR

文法と語彙力強化

Mme Yoshino

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

A2 ÉLÉMENTAIRE 初級

総合フランス語

TOTEM 2

Français général
NOUVEAU TAXI 2

▲

▲

見開き2ページの1レッスンで、話す、聞く、書く、
読むを総合的に学ぶフランス語教材です。各課ごと
に文法事項がまとまっており、豊富な練習問題を通
じて、しっかりと文法を身に付けます。また会話の
書き起こしや、DVD-ROMを活用して、自宅でも追加
学習していただけます。
一覧表をご覧下さい。

Totem1に登場のあの彼らにTotem2で、再会です！
付属のビデオにより、2つのフランス人家庭の織り
成すお話を通して、フランス語の基礎をしっかり学
ぶことができます。フランス人のようにコミュニ
ケーションを取れるよう学習し、同時に文法や語彙
など必要な部分もしっかり押さえます。また、毎回
フランス文化についても学びます。
一覧表をご覧下さい。

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 TX 2

Nouveau Taxi 2

5-8

M. Letur

土

13h30 -15h25

20

￥33,000

2G2 TX 3

Nouveau Taxi 2

9-12

M.Sintive

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TX 4

Nouveau Taxi 2

13-16

Mme Nosaka-Stämpﬂi

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TX 5

Nouveau Taxi 2

17-20

Mme Béon

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

2 G 2 TX 7

Nouveau Taxi 2

25 -28

M. Bouffé

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TX 8

Nouveau Taxi 2

29-32

Mme Béon

土

14h00 -15h55

20

￥33,000

2G2 TM1

Totem 2

1-4

M. Surrusca

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TM2 a

Totem 2

5-8

M. Pichou

水

10h30 -12h25

20

￥33,000

2G2 TM2b

Totem 2

5-8

M. Bouffé

土

14h30 -16h25

20

￥33,000

2G2 TM4 a

Totem2

13-16

M. Bouffé

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

2G2 TM4b

Totem2

13-16

M.Sintive

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

2G2 TM5

Totem2

17-20

M.Pichou

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

アンスティチュ・フランセ横浜
アンスティチュ・フランセ横浜
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A2-ÉLÉMENTAIRE

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）

補足強化

口頭表現強化プラス

Approfondissement linguistique

Expression orale+

フランス語文法の要点

口頭表現を強化するこのクラスでは、より
自然なフランス語が話せるように、また、美しい発音
やネイティブなイントネーションの習得を目指しま
す。わかりやすいイラストの入ったテキストや音声教
材を使い、日常生活における一般的な会話が簡単に出
来るようになります。最大6名までのクラスです。
使 用 テキスト： Expression orale, Niveau 1（CLE
international）

Grammaire essentielle du français

▲

文法の決まりを確認し、熟考し、練習し、暗記するこ
とで、文法事項をしっかり身に付けます。また、口頭
や文書の練習問題を通して、状況にあった文法を的確
に使い、よりスムーズにコミュニケーションが取れる
ようにします。
2A2GE / M. Surrusca

NOUVEL
HORAIRE

＊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。

▲

2A1EO a, b / M. Bouffé

会話プラス

Conversation+
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いたり写真を見たりして、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名までですので、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。
＊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。

▲

2A1PG / M. Surrusca

補足強化講座

P
P
P

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

2 A 2 GE

フランス語文法の要点

M. Surrusca

水

10h30-12 h25

20

￥33,000

2 A 1 PG

会話プラス

M. Surrusca

水

14h00-14 h55

10

￥31, 000

2 A 1 EOa

口頭表現強化プラス

M. Bouffé

土

12h30-13 h25

10

￥31, 000

2 A 1 EOb

口頭表現強化プラス

M. Bouffé

土

13h30-14 h25

10

￥31, 000

P 印のクラスは少人数クラスです。

Bonjour professeur !
アンスティチュの講師紹介

Bonjour ! Je viens de la région parisienne , et ce qui me manque le
plus de la France , c’est le petit-déjeuner français et le saucisson .
Mon loisir préféré , c’est faire du sport , et mon film français préféré
est « Léon » de Luc Besson . Côté littérature , Jules Verne est mon
auteur français favori .

M. Jérôme SURRUSCA
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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

ALTER EGO + B1

Français général
NOUVEAU TAXI 3

▲

B1-INTERMÉDIAIRE

▲

見開き2ページの1レッスンで、話す、聞く、書く、
読むを総合的に学ぶフランス語教材です。各課ごとに
文法事項がまとまっており、豊富な練習問題を通じて、
しっかりと文法を身に付けます。また会話の書き起こ
しや、DVD-ROMを活用して、自宅でも追加学習して
いただけます。
一覧表をご覧下さい。

Alter Ego + B1は、フランスの文化
や社会についての知識を深めなが
ら、B1レベルのフランス語能力に
磨きをかけることができるテキスト
です。時事テーマについての最新
のテキストや音声教材を使って、
聴解力、読解力を鍛え、語彙を
増やします。そのようにして、日
常の中でも、意見を表明するとき
でも、フランス語をより気楽に話
したり書いたり出来るようになるで
しょう。
3A2AE1a, b / M. Pichou

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

3G2 TX 2

Nouveau Taxi 3

5-8

Mme Nosaka-Stämpﬂi

土

13h00 -14h55

20

￥33,000

3G2 TX 5 a

Nouveau Taxi 3

17-20

Mme Rémond

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

3G2 TX 5b

Nouveau Taxi 3

17-20

M. Sintive

金

10h30 -12h25

20

￥33,000

3G2 TX 8 a

Nouveau Taxi 3

29-32

Mme Hammacher

金

19h00 -20h55

20

￥33,000

3G2 TX 8b

Nouveau Taxi 3

29-32

M. Bourgeois

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

3G2 TX 8b+

Nouveau Taxi 3
+conversation

29-32

M. Bourgeois

土

10h00 -11h55,
12h30 -13h25

30

￥44 ,500

3G2 TX11a

Nouveau Taxi 3

41-44

M. Pichou

木

10h30 -12h25

20

￥33,000

3G2 TX11b

Nouveau Taxi 3

41-44

M. Gaillard

土

13h00 -14h55

20

￥33,000

3G2 AE1a

Alter Ego + B1

1

M. Pichou

木

14h00 -15h55

20

￥33,000

3G2 AE1b

Alter Ego + B1

1

M. Pichou

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

＊ 3G2TX8b+ は、
Nouveau 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）

アンスティチュ・フランセ横浜
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ビジネスフランス語

補足強化

OBJECTIF EXPRESS 2

会話プラス Conversation +

Objectif express 2は、働いている人、あるいはこれか
ら働く人に向けられた、DVD-ROM付きの教科書です。
この教科書を通して学ぶことで、フランス語圏の現場で
すぐに戦力になることができます。仕事の場において自
ら発信していくための文章力や口頭表現力が鍛えられ
ます。
使用テキスト：Objectif express 2（Hachette）
3P2OE2 / Mme Veloso

例文を聞いたり、映像を見たり、新聞記事を読んだり
することで、大事な表現や語彙をピックアップし、会
話の組み立て方を練習します。最大6名までの少人数
のクラスですので、実践的な会話を学べます。

Approfondissement linguistique

Français professionnel

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

▲

3A1PGa, b / M. Sintive

▲

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

▲

ディアローグの解説をした後に、筆記と口頭の演習を
します。学習した文法内容をクラスメートと一緒にグ
ループ形式で練習することで、会話の中でも正確に文
法を使い、流暢に話せるように訓練します。
使用テキスト: Grammaire en dialogues, niveau
intermédiaire（CLE international）
3A2GD9 / Mme Veloso

フランス語文法の要点

Grammaire essentielle du français

▲

文法の決まりを確認し、熟考し、暗記することで、文
法事項をしっかり身に付けます。また口頭や文書の練
習問題を通して、状況にあった文法を的確に使い、よ
りスムーズにコミュニケーションが取れるように練習
します。
3A2GE3 / M. Surrusca

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 OE 2

Objectif express 2

3-4

Mme Veloso

土

10h 00- 11 h55

20

￥33,000

クラスコード

講座名／テキスト

課

3 A 1 PGa

会話プラス

補足強化講座
P
P

3 A 1 PGb

会話プラス

3 A 2 GD 9

ディアローグで学ぶ
フランス語文法

3 A 2 GE 3

フランス語文法の要点

P 印のクラスは少人数クラスです。
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30-32

担当講師

曜日

時間

全学習時間

受講料

M. Sintive

土

12h 00- 12 h55

10

￥31,000

M. Sintive

土

13h 00- 13 h55

10

￥31,000

Mme Veloso

水

10h 30- 12 h25

20

￥33,000

M. Surrusca

日

10h 30- 12 h25

20

￥33,000

テーマ別

フランスの地方を巡る旅

Tour des régions de France

Cours thématiques

13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を使用して、
観光地や遺跡、動植物、美食、習慣、レジャーなど、
地方の魅力を探求しましょう。今学期は、フランス中
部のベリー地方を訪ねます。
3T2PF / M. Bourgeois

フランスを知る鍵 Clés pour la France

▲

▲

有名人、歴史、メディア、時事問題、文化的習慣など
のキーワードごとにまとめ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す。キーワードの解
説のほか、語彙や重要な文法についても学びます。
3T2CF / Mme Veloso

テーマ別ディスカッション
Dites-moi un peu

フランス社会を語ろう
Parlons culture

友情、芸術、幸福論やモード、そしてエコなど現代社
会における様々なテーマについて、クラスで意見交換
をしていく講座です。雑誌からの記事の引用、格言、
ポップなイラストが散りばめられたテキストを用い、
フランス社会の現状を探っていきます。お互いの意見
交換を通し、流暢な口頭表現が出来るよう、訓練して
いきます。
使用テキスト：Dites-moi un peu（PUG）
3T2DU / M. Bouffé

▲

▲

この講座では、歴史、映画、遺産、教育、食品、レジャー
などといった、現代フランスの社会問題や文化に関す
るテーマについて意見を交わしていただきます。これ
により、フランス社会のあまり知られていない面を発
掘できるでしょう。フランス語で議論することによっ
て、口頭表現を強化します。
3T2PC / M. Bourgeois

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 T2 CF

フランスを知る鍵

Mme Veloso

火

10h 30- 12 h25

20

￥33,000

3 T2 PC

フランス社会を語ろう

M. Bourgeois

水

19h 00- 20 h55

20

￥33,000

3 T2 PF

フランスの地方を巡る旅

M. Bourgeois

水

10h 30- 12 h25

20

￥33,000

3 T2 DU

テーマ別ディスカッション

M. Bouffé

木

19h 00- 20 h55

20

￥33,000

印のクラスはTBI(電子黒板)を使用します。

Bonjour professeur !
アンスティチュの講師紹介

Bonjour ! Je viens de la région parisienne, et mon plat préféré,
c’est la tarte au citron meringuée. L’expression française que
je préfère, c’est « Mieux vaut tard que jamais ! ». Mes auteurs
français préférés sont Émile Zola et Marguerite Yourcenar. Pour
une première lecture de roman français, je vous conseille Anna
Gavalda, notamment le recueil de nouvelles « Je voudrais que
quelqu'un m'attende quelque part ».

Mme Christelle VELOSO

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

総合フランス語

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。
4G3ED10 / M. Letur

Approfondissement linguistique
Grammaire et vocabulaire

▲

ニュアンスや微妙な表現の違いを細かく分析すること
で、フランス語文法の様々な注意点をふまえ、理解を
深めることを目指します。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: L'exercisier（PUG）
4A2GR / Mme Veloso

ALTER EGO + B2

▲

文章作成力強化

Expression écrite
この書き方講座では、
学習者に合わせた詳しい添削シー
トや、先生からの丁寧な個別アドバイスなどによって文
章作成力を上達させます。また、
語彙力をブラッシュアッ
プし、様々な文法を使いこなす力も身につけていきます。
使用テキスト:
Expression écrite, Niveau 4（CLE international）
4A2PE3 / Mme Veloso

▲

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。実状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。
4G2AE2 , 4G2AE3 , 4G2AE4 / Mme Rémond
4G2AE7 / M. Bourgeois

DELF B2 合格講座
Réussir le DELF B2

フランス語に磨きをかけるこの講座では、DELF B2 の
試験対策をします。講師が DELF B2 に必要な弁論の組
み立て方のテクニックをお教えします。口頭表現と筆記
を大いに改善し、フランス式の討論がより気楽にできる
ようになるでしょう。この講座は DELF B2 試験合格の
ためのあらゆる手段を手に入れるものですが、口頭表
現と筆記を磨きたいと考えている方にもお勧めいたしま
す。
▲

4A2B2 / M. Bourgeois
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テーマ別

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、Albert Camusの « LʼÉtranger
»
（異邦人）
を読みます。文学好きなあなたに、是非お薦
めです！
4T2LL / Mme Veloso

Cours thématiques

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
などバラエティに富んだ演習を用意しています。
4T1RR / Mme Nosaka-Stämpfli

フランス社会を語ろう

▲

Culture par l'écoute

▲

リスニングで学ぶフランス文化

Parlons culture

▲

テレビのニュース番組を含む実践的な教材を使用するこ
とで、
フランスの文化や社会問題について学びます。
また、
日仏の文化の違いについても話し合います。フランス文
化の知識を深めるだけでなく、口頭表現の強化にも役
立ちます。
4T2PC / M. Bouffé

現代フランス社会が抱える問題

フランスの歴史とその逸話

Grands enjeux de la société française

フランス文学を読む

Lire la littérature française

歴史上の伝説的人物や場所、重要な事柄について、驚
くような事実を発見しませんか？例えば、ルイ16世の休
暇の過ごし方や、デシャネル大統領が有名になったきっ
かけについて学びましょう。
4T2SH / M. Bourgeois

テレビニュース TV News
十分な会話力と文書作成力を持ち、フランスの時事に
ついて学びたい方にお薦めです。フランス国営放送や地
方局の抜粋をみるだけでなく、ニュースの中で使われた
語彙やその内容についても詳しく学びます。また、学習
した内容について、討論も行います。

B2-AVANCÉ

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

Histoire de France : faits et anecdotes

▲

▲

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す。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をすることで自分の意見
を述べる方法を学んでいきましょう。
4T2GE / M. Bourgeois

▲

4T2TV / M. Letur

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 3 ED10

Nouvel Edito B2

10

M. Letur

土

10h 00- 12 h55

30

￥44 ,500

4 G2 AE 2

Alter Ego + B2

2

Mme Rémond

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

4 G2 AE 3

Alter Ego + B2

3

Mme Rémond

水

14h00 -15h55

20

￥33,000

4 G2 AE 4

Alter Ego + B2

4

Mme Rémond

土

14h00 -15h55

20

￥33,000

4 G2 AE 7

Alter Ego + B2

7

M. Bourgeois

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

4 A 2GR

文法と語彙力強化

9-11

Mme Veloso

木

10h30 -12h25

20

￥33,000

4 A 2 PE3

文章作成力強化

3

Mme Veloso

土

14h 00- 15 h55

20

￥33,000

4 A 2B2

DELF B2 合格講座

M. Bourgeois

木

19h00 -20h55

20

￥33,000

4T1RR

リスニングで学ぶフランス文化

Mme NosakaStämpﬂi

土

10h00 -11h25

15

￥25,500

4T 2GE

現代フランス社会が抱える問題

M. Bourgeois

土

14h00 -15h55

20

￥33,000

4T 2LL

フランス文学を読む

Mme Veloso

火

14h00 -15h55

20

￥33,000

4T 2PC

フランス社会を語ろう

M. Bouffé

火

10h30 -12h25

20

￥33,000

4T 2 SH

フランスの歴史とその逸話

M. Bourgeois

水

14h00 -15h55

20

￥33,000

4T 2 TV

テレビニュース

M. Letur

木

19h00 -20h55

20

￥33,000

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。
5G2AE3 / Mme Rémond

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。理解力を鍛える演習や
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

▲

▲

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 G2 AE 3

Alter Ego 5

3

Mme Rémond

木

10h30 -12h25

20

￥33,000

5 G2 AE 3 +

Alter Ego 5
+conversation

3

Mme Rémond

木

10h30 -12h25,
13h00 -13h55

30

￥44 ,500

5 T 2HE

Hexagone

M. Gaillard

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

＊ 5G2AE3+ は、Alter Ego 5 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。

INSTITUTFRANÇAIS
FRANÇAISDU
DUJAPON
JAPON--YOKOHAMA
YOKOHAMA
20
20 INSTITUT

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
● ネットサービス「通信ネット」
●
●

対象レベル：入門 (A1) 〜 準マスター (C1)

2016 年 秋学期：10 月 4 日（火）〜 12 月 19 日（月）
登録期間：2016 年 9 月 5 日（月）〜

www.institutfrancais.jp/cad

-初級(A2)レベル：

専用の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！

●

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)

2016 年 秋学期：10 月 4 日（火）〜 12 月 19 日（月）
登録期間：2016 年 9 月 5 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

講！

新開

オンライン
プライベートレッスン
自宅で！マンツーマンレッスン！ 1レッスン25分

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。
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

オンラインコース

補助学習として最適！新しいオンラインコース開講！

愉快な宇宙人たちによってよみがえったヴィクトル・ユーゴー
の奇想天外な冒険とともに、1 日 15 分、毎日フランス語の練習
問題をこなします。
空き時間を使って、パソコンやタブレット、スマートフォンで
気軽にフランス語の練習ができる新しいコースです。
お申込みは、登録期間に限らず、いつでも可能です！

www.institutfrancais.jp/frantastique

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
アンスティチュ・フランセ横浜
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LE PROGRAMME CULTUREL

秋学期の文化イベント
GASTRONOMIE

■SÉMINAIRE DE CHOCOLATS

ショコラ・セミナー
10月22日
（土）17:30-19:00

｢アンリ･ルルー｣のショコラは、
カカオ本来の多様な味わいや香りにこだわり、
ナッツ
やフルーツ、
スパイス、
お茶などを巧みに合わせ、素晴らしいハーモニーを織り成しま
す。2015年には、
フランスのショコラ愛好会C.C.Cより、
フランスの
「欠かすことの出来
ない」15名のショコラティエに選ばれました。今回のセミナーでは、
その魅惑のショコ
ラを試食しながら、職人による製法の秘密や、世界各地より選び抜かれたカカオの
味わいについて触れていきます。
講師：M.Sintive 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4,000円
＊2日前までに要予約。
フランス語のみで行います(推奨フランス語レベルA2以上)。

協賛：アンリ・ルルー

CONFÉRENCE

■CONFÉRENCE-DÉGUSTATION « SECRETS DE PARISIENNE »

講演会｢パリジェンヌの秘密｣＆シャンパーニュ試飲会
10月29日
（土）17:00-18:30

パリジェンヌのパリのお気に入りスポットをご存知ですか？アンスティチュ･フランセ横浜
の館長で生粋のパリジェンヌ、
ジュリエット・ドゥ・シャルモワが、
最旬のおすすめスポット
から秘密の穴場スポット、
そしてパリを思いっきり楽しむ方法をご紹介します。講演会の
最後には、
パリジェンヌが大好きなシャンパーニュで乾杯しましょう！
講師： Mme de Charmoy 会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員2,500円、一般3,500円
＊要予約。
逐次通訳があります。

GASTRONOMIE

■SÉMINAIRE DE DÉGUSTATION « SPÉCIALITÉS DU MIDI »

｢ミディ･ピレネー地方のチーズ｣試食セミナー
11月5日
（土）17:00-18:30

ミディ･ピレネー地方は、
ロカマドゥールやロックフォール、
ブルー・デ・コースなど、
美味しいチーズの名産地です。
また、世界で最も高い鉄橋や、
中世の趣を残す美し
い村々、壮大な峡谷、
そして数多くのユネスコの世界遺産を誇ります。地元特産の
チーズを試食しながら、
ミディ･ピレネー地方の魅力を発見しましょう！
講師：Mme Béon 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4,000円
＊ 要予約。
フランス語のみで行います(推奨フランス語レベルA2以上)。

協賛：チーズ専門店ユーロアール
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GASTRONOMIE

■ATELIER DE CUISINE FRANÇAISE « SPÉCIAL LYON »

フランスの家庭料理を覚えよう！ ｢リヨン料理｣
11月22日
（火）9:30-12:00

フランス料理専門家のサビーヌ･ミローをお招きし、
スペシャルな料理教室を開催します。
リヨンの伝統的な家庭料理である｢quenelle（クネル）｣と｢tarte au sucre（お砂糖のタル
ト）｣を一緒に作りましょう！材料もシンプルなため、
コツさえマスターすれば、
自宅でも簡
単に作ることができます。
いつもとひと味違う料理を振舞って、
お友達を驚かせましょう！
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、
気軽にご参加ください。
講師：Mme Mirault 会場：技能文化会館（横浜市中区万代町2-4-7 tel:045-681-6551）
参加料：会員4,000円、一般4,500円
＊ 2日前までに予約。
片付けまでの時間を含みます。

CINÉMA

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

CINÉ-CLUB À YOKOHAMA 横浜シネクラブ
会場：東京藝術大学馬車道校舎

入場料：会員600円、
一般1,200円
（芸大生無料、
同日2作品セットは一般1,800円）

■｢フランス幻想怪奇映画特集｣ ～『ダゲレオタイプの女』公開記念～
フランスの怪奇映画というジャンルはいつから始まり、
どのように開拓されてきたのでしょうか。
メリエスからジョルジュ・フランジュ、
コクトー、
シャブロル…。
黒沢清が初めてフランスで撮影した
『ダゲレオタイプの女』
の公開を記念し、
黒沢監督セレクトによる幻想
的、
怪奇的なテーマをもつ作品を特集します。＊2本目上映後、
クリス・フジワラ
（映画批評家）
によるトークを予定しています。

10月15日
（土）
「欲望と恐怖」
15:00-『キャット・ピープル』La Féline
監督：ジャック・ターナー 出演：シモーヌ・シモン、
ケント・スミス、
ジェーン・ランドルフ

16:30-『ガーゴイル』Trouble Every Day
監督：クレール・ドゥニ 出演：ヴィンセント・ギャロ、
トリシア・ヴェッセイ、
ベアトリス・ダ
ル、
アレックス・デスカス、
フロランス・ロワレ＝カイユ
CULTURE

■｢ヒッチコックからはじまる映画史｣ ～『ヒッチコック/トリュフォー』公開記念～
現代映画を代表する世界の映画監督たちが、
ヒッチコックとトリュフォーという2人の映画人に対する思いを語るドキュメンタリー
『ヒッチコック/トリュフォー
（原題）
（
』ケント・ジョーンズ監督）
の日本公開を記念して、
ヒッチコックがいかにトリュフォーらのヌー
ヴェルヴァーグ、
そしてその後の映画作家たちに影響を与えてきたかを考察します。
＊2本目上映後、廣瀬純
（映画批評家）
によるトークを予定しています。

12月10日
（土）
14:00-『マーニー』Pas de printemps pour Marnie
監督：アルフレッド・ヒッチコック 出演：ショーン・コネリー、
ティッピ・ヘドレン

16:30-『黒衣の花嫁』La mariée était en noir
監督：フランソワ・トリュフォー 出演：ジャンヌ・モロー、
ミシェル・ブーケ、
ジャン=クロ
ード・ブリアリ、
シャルル・デネール、
ミシェル・ロンズデール
アンスティチュ・フランセ日本
映画プログラムオフィシャル・パートナー：

アンスティチュ・フランセ横浜
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FEUILLES D’AUTOMNE 2016
読書の秋2016

■RENCONTRE AVEC FRANÇOIS BON

フランソワ・ボンを迎えて
11月12日
（土）17:30-19:00

作家フランソワ・ボンをゲストに迎え、
アンスティチュ・フランセ横浜の講師ロドルフ・ブルジョワ
の司会によるトークをお届けします。作品づくりにおける読者の存在やデジタルの貢献、社会と
の関係性についてなど、
フランソワ・ボンの作品をめぐる様々なテーマを横断しながら、
お話を
伺います。
またその他、
自由にテーマを提案したり、気軽に作家とのディスカッションにご参加く
ださい。
会場：アンスティチュ・フランセ横浜

© Emmanuelle Marchadour

＊ 入場無料、
要予約。
日本語逐次通訳付。

François Bon フランソワ ･ ボン
1953 年、
Minuit 社から『Sortie d’Usine / 工場の出口』
ヴァンデ生まれ。1982 年、
（未邦訳）でデビュー。その後、
ロー
リング ･ ストーンズ、ボブ・ディラン、レッド・ツェッペリンといった、ロックアーティストの伝記 3 部作を発表。
また、2000 年からは、演劇やドキュメンタリー映画に挑戦し、学校や大学、ホームレスや少年院収容者などの社
会的に困難な状況に置かれた人々を対象に、書くことのワークショップにも取り組んでいます。1997 年には自身
の実験プラットフォームとして、サイト www.tierslivre.net. を開設。現在は、パリ＝セルジー国立高等芸術学校で、
書くことを教えています。

■CAFÉ LITTÉRAIRE « VICTOR HUGO »
文学カフェ
「ヴィクトル・ユゴー」
11月19日
（土）17:30-19:30

19世紀の｢文学のフレスコ画｣、作家ヴィクトル・ユゴーの作品には、様々な人間模様が
描かれています。
『ノートル＝ダム・ド・パリ』
『レ・ミゼラブル』
『静観詩集』
『秋の木の葉』
な
ど、
ユゴーの名作の数々を一緒に読み解いていきましょう。
フランス語レベルA2以上で、
読書好きな方ならどなたでもご参加いただけます！
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1,800円、一般2,000円
＊2日前までに要予約。
8名から開講。

FÊTE

■BEAUJOLAIS NOUVEAU

ボジョレー・ヌーヴォー解禁パーティー
11月17日
（木）昼の部12:30-14:00＆夜の部18:00-20:00

ボジョレー・ヌーヴォーを味わいに、
アンスティチュ・フランセ横浜へお越しください！美食家でワイン
好きの皆様、2016年のボジョレーを一緒に楽しみましょう。
お昼の部では、
フレンチ風のお弁当をご
用意しています。
会場：アンスティチュ・フランセ横浜

参加無料・飲食有料

協力：レストラン ル ブーケガルニ
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CONFÉRENCE

■CONFÉRENCE-DÉGUSTATION « LE MONT SAINT-MICHEL ET
AUTRES MERVEILLES DE NORMANDIE »

講演会｢モン・サン＝ミシェルとノルマンディー地方の魅力｣
11月26日
（土）17:30-19:00

L

かつて作家のヴィクトル・ユゴーはこう言いました、｢フランスにとってモン・
サン＝ミシェルは、
エジプトにとってのピラミッドだ｣と。
モン・サン＝ミシェル
は、
フランスの歴史が息づく象徴的な場所です。今回の講演会では、
この美
しいノルマンディー地方の歴史や、
モン・サン＝ミシェルの素敵な見所をご
紹介します。
また、特産物のシードルを一緒にテイスティングしましょう！
講師：Mme Rémond 会場：アンスティチュ・フランセ横浜
参加料：会員2,500円、一般3,500円
＊要予約。
フランス語と日本語で行います。

FÊTE

L

■FÊTE DE NOËL

クリスマス・パーティー
12月3日
（土）17:00-19:00

フランスでは、
クリスマスはみんなで幸せなひと時を過ごすお祝いの日です。今年も伝統
的なクリスマスパーティーを開催します。
当館にあまり馴染みのない方でも、
どなたでも
気軽にご参加ください！
会場：アンスティチュ・フランセ横浜

MÉDIATHÈQUE
メディアテーク
当館のメディアテークでは、
書籍、
DVD、
CD、
漫画、
雑誌を約 2000 点揃えております。また、
会員の方は、
無料でデジタル図書館 ( www.culturetheque.com ) をご利用いただけます。
CULTURE

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。
■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） 3冊

1ヶ月
1週間
2週間

CD付書籍
CD
DVD

1冊
2枚
2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。

アンスティチュ・フランセ横浜
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、
身分証明書をご提示ください。
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

RATTRAPAGE

● ネットフォローサービス

● 講座振替制度

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、宿題、
回答、配布資料、音声教材など
を、
授業終了後に講師がネットにアップロードしま
す。
ご自宅から、
アンスティチュの自習室から、
欠席
した授業の内容をご確認いただけます。

同一学期において2回まで、欠席したクラスと同じ
レベルの他のクラスを受講できます。

＊パスワードは学期の第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。
＊各学期の利用期限を過ぎるとすべて消去されます
ので、
ご注意下さい。

＊欠席日以降の振替希望日の前日までに必ずご予
約ください 。当日のご予約はお受けできません。
＊授業の前に受付にてお手続き下さい。
振替講座の
ご利用には1ポイント必要です。
＊ご利用期間は、
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。
次の学期に持ち越すこと
はできません。
＊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）
、
アンス
ティチュ・フランセ東京のクラス。

● 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ポイントごとに、
同一学期の2つ目のクラスを50％引きで受講いただけます。
但し、
2つ目の割引対象となるクラ
スは、
1つ目の授業料を超えないクラスを対象とします。
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。
* このサービスはアンスティチュ・フランセ東京と共通ではありません。

● 各種証明書発行
● メディアテーク P.25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
26
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P.22-25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！
● 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 6-67-1
RKプラザベイサイトヴュー横濱1F
（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）
● 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）

● 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）
● レストラン ル ブーケガルニ
→ お持ち帰り用 自家製バゲット１本サービス
横浜市中区本町1-5 西田ビルB１
（045-222-3305）

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、
学期第一回の授業日前日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。
■ワインテイスティングおよびワインセミナーへのお申し込みは20歳以上の方に限らせていただきます。
■クラスの変更をご希望の方は、10月11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。
■当館主催イベントのチケットは、
ご購入後の変更、
払い戻しができません。

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
会員優待
：11h00-19h30
（月曜不定休）
サービス
：www.lavinee.jp
（通販サイト）
5%割引
：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。

HENRI LE ROUX（アンリ・ルルー）東京ミッドタウン店
住所
TEL
URL

： 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン ガレリアB1F
： 03-3479-9291
： http://www.henri-leroux.com

フランス ブルターニュにて創業した
「アンリ・ルルー」
は、
フランスの
ショコラ文化の礎を築き、
さらに塩スイーツブームの先駆けとなった
塩バターキャラメル“C.B.S.”を生み出した、
ショコラティエ・エ・キャラ
メリエです。現在はキブロン、
ランデヴァン、
そしてパリに3店舗（サン
ジェルマン・デ・プレ、
マルティール通り、
サンドミニク通り）、
日本では
東京ミッドタウン、伊勢丹新宿店、高島屋玉川店に出店しています。
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CAMPUS FRANCE
w w w . j a p o n . c a m p u s f r a n c e . o r g

この秋、フランス留学をもっと身近に！
あなたのそばに！

!
New

の Campus France アカウントが出来ました！
友達になって、フランス留学に関する
イベント情報やスペシャルオファーをゲットしよう！

＠cfjapon

フランス留学日本縦断 プロモーションツアー 2016

フランス留学はまずSNSから！

おかげ様で 4 回目となりました！

フランス留学を考えている皆さん、そして予定している皆さん、

今年も秋田から九州まで

またフランス留学から帰ってきた皆さん、

日本全国 14 の大学のキャンパスを

Campus France JaponとSNS を通じて繋がりましょう！

プロモーションツアーの車が訪ねます。

フォローして、より良い留学計画つくり、

フランスへの往復航空券などが

また、留学後の進路計画にお役立てください。

当たる抽選会も実施！

@CampusFrance_jp

詳しくは HP まで：

www.facebook.com/cfjapon

www.japon.campusfrance.org

フランス留学経験者グローバルネットワーク

www.japon.francealumni.fr

Campus France - フランス政府留学局・日本支局
フランス留学に関する情報は Campus France のホームページをご覧ください！
また、ご相談・ご質問はウェブ上のお問い合わせフォーマットにお寄せください。

www.japon.campusfrance.org
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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

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
（火）~2016年10月11日
（火）
登録受付期間 2016年9月20日
火～金曜 10:00～20:00
土曜
9:30～18:00
日曜
9:30～15:00

横浜市営地下鉄関内駅
（7番出口）
より徒歩1分／ＪＲ根岸線関内駅（北口）
より徒歩3分／
みなとみらい線馬車道駅
（5番出口）
より関内方面に徒歩5分
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