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アンスティチュ･フランセ横浜
冬学期日程 2017年1月7日
（土）
〜3月18日
（土）

PROGRAMME HIVER 2017

フランス語講座・文化プログラム

ÉDITO ご挨拶
Chers amis,
Toute l’équipe de l’Institut français du Japon Yokohama vous présente ses meilleurs vœux pour une
chaleureuse année 2017. Pour démarrer dans la
convivialité, nous avons imaginé pour vous un programme « spécial nouvel an » avec des surprises et
des lots à gagner tout au long du mois de janvier !
Depuis 25 ans à Yokohama, l’Institut français du
Japon a à cœur de vous proposer une offre de cours
sans cesse renouvelée. Ainsi, pour ce trimestre
d’hiver, notre équipe pédagogique a conçu pour vous
plusieurs nouveautés, parmi lesquelles un cours
pour apprendre avec le célèbre « Petit Nicolas »,
un cours de cuisine ou encore un cours autour de
la presse française. A l’écoute de vos besoins, nous
avons aussi renouvelé l’offre de stages et étoffé l’offre de salons de conversation.
Enfin, pour les amateurs de gastronomie, nous vous
avons concocté un délicieux programme de réjouissances avec un séminaire de confiseries, un séminaire de vin et bien sûr la Fête de la Francophonie
pour découvrir des mets de pays francophones.
Qu’attendez vous pour retrouver un petit coin de
France à Yokohama ?
L’équipe de l’Institut français du Japon - Yokohama

皆様
2017年も皆様にとって、
素晴らしい一年になりますよう、
アンスティチュ・フランセ横浜スタッフ一同、
心
よりお祈り申し上げます。
新年を楽しい雰囲気でスタートするため、
新年スペシャルと題して、
1月中はサ
プライズやプレゼントをご用意して、
皆様のお越しをお待ちしております。
当館は、
横浜に開館してから25年の間、
常に新しい講座をご提供し続けています。
この冬学期には、
教
務部が新講座として、
かの有名な
『プチ・二コラ』
を学ぶクラスや、
お料理のクラス、
新聞読解と討論のク
ラスをご用意しました。
また皆様のご要望にお答えして、
新しい集中講座を開設し、
会話サロンを増や
しました。
また、
グルメな方向けには、
スイーツ・セミナーやワインセミナー、
さらにフランス語圏文化を発見してい
ただけるフランコフォニーのお祭りも開催いたします。
横浜の小さなフランスに、
ぜひ遊びにいらして下さい。
アンスティチュ・フランセ横浜スタッフ一同

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
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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)修士、
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、社会学学士、JICA講師

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 Alexandra HAMMACHER

ソルボンヌ大学文学学士、日本語修
士、FLE修士、HJD

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。
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2017年冬学期講座」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12月10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 冬学期講座について／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。
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。
▲

総合フランス語

“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。
▲

補足強化

“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。

フランスに行きたい、
ビジネスで
使うフランス語を学びたい、資格試験
の対策をしたい、
などはっきりしたゴー
ルに近づけます。

▲

テーマ別文化講座

▲ ▲

ビジネスフランス語
プライベートレッスン
アンスティチュ・フランセ横浜
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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 d’études 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、1度取得すれば更新の必要はありませ
ん。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

2017年春季試験日程

(出願受付期間:2月25日
（土）～3月26日
（日）)

筆記

一般

口頭表現

ジュニア

口頭表現

受験料

DELF A1

5月7日
（日）

5月7日
（日）

5月7日
（日）

5月7日
（日）

DELF A2

5月14日
（日）

5月14日
（日）

5月14日
（日）

5月14日
（日）

￥11,000

DELF B1

5月7日
（日）

5月28日
（日）

5月7日
（日）

5月28日
（日）

￥13,000

DELF B2

5月14日
（日）
5月7日
（日）
5月14日
（日）

5月21日
（日）
5月28日
（日）
5月21日
（日）

5月14日
（日）

5月21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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￥11,000

￥17,000
￥17,000

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。

2017年度試験日程
試験日

必須試験

4月23日

○

7月23日

○

12月未定

○

補足試験

×
×
×

出願締切
3月23日
6月23日
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）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 B2 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、B1 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 年度の募集は締め切りました。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

アンスティチュ・フランセ横浜
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STAGES DE FIN D’ANNÉE
冬休み集中講座
12月17日・18日

入門集中講座 Stage intensif débutant

フランス語入門の講座です。フランス語を学んだことがない全ての方が対象です。フランス語の基礎を身につけ、
あいさつや簡単な決まり文句を学びます。講座終了時には、自己紹介をしたり、好きなものや嫌いなものを述べ
られるようになるでしょう。短い会話や質問も出来るようになるでしょう。
▲

0A0SD / M. Bouffé

A2 文法集中講座 Stage de grammaire A2

A2レベルに必要な文法事項についての知識を補強するための講座です。講師の日本語による説明と様々な練習
によって、すぐにA2レベルの難点を克服できるでしょう。A2レベルの学習を終えられる方やDELF A2の受験を
考えている方が対象です。
復習内容：比較級と最上級 / 形容詞と不定代名詞（例 : tout、chaque、chacunなど）/ 様々な過去形
▲

2A0SG / Mme Yoshino

B1 復習講座 Révisions B1

B1レベルの知識と能力を補強するための講座です。様々な練習によって、すぐにB1レベルに必要な文法事項や
語彙を使いこなせるようになるでしょう。B1レベルの学習を終えられる方やDELF B1の受験を考えている方が
対象です。
復習内容：条件法現在と仮定 / 二つの目的補語人称代名詞の併用 / 間接話法における時制の一致 / 数一致
▲

3A0SR / M. Bourgeois

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

0 A 0 SD

入門集中講座

M. Bouffé

12 /17（土）
12 /18（日）

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

10

￥19,000

2 A 0 SG

A 2 文法集中講座

Mme Yoshino

12 /17（土）
12 /18（日）

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

10

￥19,000

3 A 0 SR

B1復習講座

M. Bourgeois

12 /17（土）
12 /18（日）

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

10

￥19,000

＊ 申込締切：2016年12月15日
（木）

演劇集中講座 Stage intensif de théâtre

演劇作品の抜粋に触れるのはもちろんのこと、演劇をもとにした演習で、語彙を体系的に学習し、暗唱をしな
がら、人前でも緊張することなく話せるように練習します。ウージェーヌ・ラビッシュ、ジョルジュ・フェドー、
レーモン・クノー、サシャ・ギトリといった古典作家の面白く簡潔な抜粋を通して、フランス語のフレーズを
発音することを楽しみ、フランス語をすらすらと話す力を身につけて下さい。推奨フランス語レベルA2以上。
▲

7T0TH / Mme Lo Bue

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

7 T 0 TH

演劇集中講座

Mme Lo Bue

12 /17（土）
12 /18（日）

10h00 -12h55,
14h00 -15h55

10

￥19,000

＊ 申込締切：2016年12月15日
（木）
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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

7A1PH2

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：2017年1月7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、1月7日
（土）
、17h00-18h55の２時間になります。以降の講座日程
（6回 / 1回3時間）
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

『プチ・ニコラ』で学ぶフランス語
Apprendre le français avec le Petit Nicolas

美しい挿絵のついた
『プチ・ニコラ』
を通して、フランス語で読むことの楽しさを感じて
ください。1950年代フランスの学校を舞台に、主人公の少年ニコラとその友達、優等生
のアニャンや食いしん坊のアルセストらによって繰り広げられるお話を通して、読解力
を向上させ、フランス語の話し言葉を学びます。A2レベル以上の方が対象です。
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

2 T1 LL

『プチ・ニコラ』で学ぶフランス語

M. Bouffé

土

13h 30- 14 h25

10

￥16, 500

アンスティチュ・フランセ横浜

7

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）
2 月 15 日、2 月 22 日、3 月 1 日、3 月 8 日、3 月 15 日
16：30 ～ 17：25
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受講料
子ども1人 1回 ￥1,000

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12月15日
（木）
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

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適った講座をア
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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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

2月1日（水）13h00-14h00

1月25日（水）13h00-14h00

1月31日（火）13h00-14h00

2月22日（水）17h30-18h30

2月8日（水）13h00-14h00

2月9日（木）13h00-14h00

2月15日（水）13h00-14h00

2月21日（火）13h00-14h00

2月22日（水）13h00-14h00

2月23日（木）13h00-14h00

3月1日（水）13h00-14h00

3月2日（木）13h00-14h00
3月8日（水）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：1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日、3月4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 DÉBUTANT 入門クラス
総合フランス語

NOUVEAU TAXI 1

Français général
ACTION

▲

▲

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。
0G2ACa / M. Pichou, 0G2ACb / M. Saito

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。
1G2TX3 / Mme Yoshino , 1G2TX6 / Mme Béon

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。

※P.6の入門集中講座もご覧下さい。
期間：12月17日・18日
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. Pichou

水

14h00 -15h55

20

￥33,000

0 G2 ACb

Action

M. Saito

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 TX 3

Nouveau Taxi 1

3

Mme Yoshino

金

19h00 -20h55

20

￥33,000

1G2 TX6

Nouveau Taxi 1

6

Mme Béon

木

19h00 -20h55

20

￥33,000

1G2 TM1a

Totem 1

1-2

M. Saito

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

1G2 TM1b

Totem 1

1-2

M. Surrusca

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

1 G 2 TM2

Totem 1

2

M. Saito

日

10h 30- 12 h25

20

￥33,000

1 G 2 TM3

Totem 1

3

Mme Yoshino

土

13h 30- 15 h25

20

￥33,000

1 G 2 TM5

Totem 1

5

M. Pichou

木

19h 00- 20 h55

20

￥33,000

1 G 2 TM6

Totem 1

6

M. Surrusca

金

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
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A1-DÉBUTANT

A1 レベルは、フランス語学習の最初のレベルです。フランス語での自己紹
介、好みや趣味について話すといったことを学び、買い物やレストランで
の注文ができるようになることを目指します。

補足強化

文法と語彙力強化 Grammaire et vocabulaire

Approfondissement linguistique
便利なフランス語 Français pratique

▲

▲

「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。6 ヶ月以上のフランス語学習経験があ
る方が対象です。
1A2FP / M. Sintive

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

補足強化講座

12

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 初級クラス

総合フランス語

A2-ÉLÉMENTAIRE

家族のことを紹介したり、自分の好みについて話すことができる方が対
象です。A2 レベルでは、仕事や健康、家庭のことについて話したり、道
を尋ねたりするなど、日常生活の中で使うフランス語をより流暢に話せ
るようになることを目指します。また、過去の経験や将来について語る
ことも学んでいきます。
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 TX1

Nouveau Taxi 2

1-4

Mme Yoshino

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TX 3

Nouveau Taxi 2

9-12

M. Letur

土

13h30 -15h25

20

￥33,000

2G2 TX 4

Nouveau Taxi 2

13-16

M.Sintive

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TX 5

Nouveau Taxi 2

17-20

Mme Nosaka-Stämpﬂi

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TX6

Nouveau Taxi 2

21-24

Mme Béon

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

2 G 2 TX 8

Nouveau Taxi 2

29-32

M. Bouffé

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TX9

Nouveau Taxi 2

33-36

Mme Béon

土

14h00 -15h55

20

￥33,000

2G2 TM1

Totem 2

1-4

M. Sintive

木

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TM2

Totem 2

5-8

M. Surrusca

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

2G2 TM3b

Totem 2

9-12

M. Bouffé

土

14h30 -16h25

20

￥33,000

2G2 TM5 a

Totem2

17-20

M. Bouffé

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

2G2 TM5b

Totem2

17-20

M.Sintive

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

2G2 TM6

Totem2

21-24

M.Pichou

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

＊ 2G2TX8 は、後半から別の講師が担当します。

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

13

補足強化

テーマ別文化講座

フランス語文法の要点

料理教室

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

料理で使う語彙と、フランス料理のレシピにつ
いて学びます。全6回講座のうち2回は外部の調理室
で実習します。講座では、
タルト・タタンやキッシュ・
ロレーヌといったフランスの名物料理を学びます。こ
の講座の終了後には、フランス語のレシピ本やイン
ターネットサイトを見ながら、ご自身でレシピを理解
し、料理できるようになるでしょう！
2T2CF / Mme Hammacher

Cours thématiques

Approfondissement linguistique

Cours de cuisine

Grammaire essentielle du français

▲

▲

会話プラス

Conversation+

『プチ・ニコラ』 で学ぶフランス語

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。

Apprendre le français avec le Petit Nicolas
美しい挿絵のついた
『プチ・
ニコラ』
を通して、フランス
語で読むことの楽しさを感じ
てください。1950年代フラン
スの学校を舞台に、主人公の
少年ニコラとその友達、優等

＊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

生のアニャンや食いしん坊のアルセストらによって繰
り広げられるお話を通して、読解力を向上させ、フラ
ンス語の話し言葉を学びます。
2T1LL / M. Bouffé

口頭表現強化プラス

▲

Expression orale+

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）
＊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 / M. Bouffé

© Alexa

補足強化講座／テーマ別文化講座

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

10h 30- 12h 25

20

￥33,000

2 A 1 PG

会話プラス

M. Surrusca

水

14h 00- 14h 55

10

￥31, 000

2 A 1 EO

口頭表現強化プラス

M. Bouffé

土

12h 30- 13h 25

10

￥31, 000

2 T 1 LL

『プチ・ニコラ』で学ぶフランス語

M. Bouffé

土

13h 30- 14h 25

10

￥16, 500

2 T2 CF

料理教室

Mme Hammacher

火

10h 30- 12h 25

14

￥35,000

P 印のクラスは少人数クラスです。
＊「料理教室」の授業日程は、1 月 10 日、1 月 24 日、1 月 31 日、2 月 14 日、2 月 21 日、3 月 14 日の火曜日全 6 回です。調理実習は、
1 月 31 日と 2 月 21 日 9h00-12h00 の各回 3 時間、
技能文化会館にて行います。調理実習は時間および場所が通常授業と異なりますので、
ご注意ください。
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B1 INTERMÉDIAIRE 中級クラス
日常生活で出会うほとんどの場面でフランス語を使える方が対象です。
B1 レベルでは、フランス文化やフランス社会（新聞、文学、映画、エコ
ロジーなど）に関わる、より広範囲に渡るテーマについて意見を交わす
ための語彙を増やします。

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、フランス語をよりす
らすらと話したり書いたり出来るようになるでしょう。
3A2AE2a, 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 3

Nouveau Taxi 3

9-12

Mme Nosaka-Stämpﬂi

土

13h00 -14h55

20

￥33,000

3G2 TX6 a

Nouveau Taxi 3

21-24

Mme Hammacher

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

3G2 TX6b

Nouveau Taxi 3

21-24

M. Sintive

金

10h30 -12h25

20

￥33,000

3G2 TX9a

Nouveau Taxi 3

33-36

Mme Hammacher

金

19h00 -20h55

20

￥33,000

3G2 TX9b

Nouveau Taxi 3

33-36

M. Bourgeois

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

3G2 TX9b+

Nouveau Taxi 3
+conversation

33-36

M. Bourgeois

土

10h00 -11h55,
12h30 -13h25

30

￥44 ,500

3G2 TX12 a

Nouveau Taxi 3

45 -48

M. Pichou

木

10h30 -12h25

20

￥33,000

3G2 TX12b

Nouveau Taxi 3

45 -48

M. Gaillard

土

13h00 -14h55

20

￥33,000

3G2 AE 2 a

Alter Ego + B1

2

M. Pichou

木

14h00 -15h55

20

￥33,000

3G2 AE 2b

Alter Ego + B1

2

M. Pichou

水

19h00 -20h55

20

￥33,000

＊ 3G2TX9b+ 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）

Bonjour professeur !
アンスティチュの講師紹介

Bonjour ! Je viens d’Alsace. Je suis née à Colmar et mes parents
habitent à Niedermorschwihr, vous connaissez? C'est le village des
confitures Christine Ferber. Le plat traditionnel alsacien, c’est la
choucroute mais je n’aime pas ça, je préfère une bonne raclette ou
une tartiflette.
Et j’aime beaucoup le nato aussi, j’en mange presque tous les
jours. J’aime beaucoup cuisiner, recevoir des amis à la maison
et faire des jeux de société ensemble. J'essaie de voyager assez
souvent et de faire de la plongée sous-marine quand c'est possible.

Mme Alexandra HAMMACHER
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）
3P2OE3 / Mme Veloso

例文を聞いたり、映像を見たり、新聞記事を読んだり
して、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。

▲

3A1PG / M. Sintive

▲

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。
▲

3A2GE1 / Mme Veloso, 3A2GE4 / 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 3

Objectif express 2

5-6

Mme Veloso

土

10h 00- 11 h55

20

￥33,000

＊ 3P2OE3 は、後半から別の講師が担当します。

補足強化講座
P

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 A 1 PG

会話プラス

M. Sintive

土

12h 00- 12 h55

10

￥31,000

3 A 2 GE 1

フランス語文法の要点

Mme Veloso

水

10h 30- 12 h25

20

￥33,000

3 A 2 GE 4

フランス語文法の要点

M. Surrusca

日

10h 30- 12 h25

20

￥33,000

P 印のクラスは少人数クラスです。
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テーマ別文化講座

フランスの地方を巡る旅

Tour des régions de France

Cours thématiques

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

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、中央山塊
（マッシフサントラル）
を訪ねます。
3T2PF / M. Bourgeois

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、モード、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

▲

▲

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

テーマ別文化講座
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。

アンスティチュ・フランセ横浜
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B2 AVANCÉ 上級クラス
様々な主題について簡単に意見を述べることができ、新聞やネイティブ同士
の会話の主要部分を理解することができる方が対象です。B2 レベルでは、ネ
イティブと流暢に話し、時事問題について自分の見解を述べる力を身につけ
ます。複雑な文章のほとんどを理解し、口頭でも文章でも、自分の意見を述べ、
論証できるようになります。フランスの大学で勉強する、あるいはフランス
で働くために必要なレベルを身につけます。

総合フランス語

文章作成力強化

Expression écrite

Français général
ALTER EGO + B2

補足強化

▲

▲

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。実状に即した生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。
一覧表をご覧下さい。

学習者に合わせた詳しい添削や、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）
4A2PE4 / Mme Veloso

会話プラス

Conversation +
例文を聞いたり、映像を見たり、新聞記事を読んだりし
て、大事な表現や語彙をピックアップし、会話や議論の
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
文法と語彙力強化

＊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。

Grammaire et vocabulaire

▲

4A1PG / M. Sintive

▲

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、多彩な練習問題で豊か
な語彙力、表現力を身に付けます。
使用テキスト: L'exercisier（PUG）
4A2GR / Mme Veloso

Bonjour professeur !
アンスティチュの講師紹介

M. Rodolphe BOURGEOIS
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Bonjour ! Mon principal loisir est d’écouter de la musique, je
collectionne les disques vinyle avec une prédilection pour Léo
Ferré, Jacques Brel, et le jazz, le rock et la musique classique. Je
suis aussi un grand lecteur, mes auteurs préférés sont Montaigne,
Georges Perros, Juan Rulfo, James Joyce. Mon plat français
préféré, c’est du fromage avec un verre de bourgogne, et mon plat
japonais préféré, c’est du riz blanc avec de la bonite séchée (鰹節),
un plat très simple mais délicieux justement parce que très simple.

テーマ別文化講座

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、ロジェ・グルニエの « Le
Pierrot Noir»
（
『黒いピエロ』
）
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
を増やし、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

Histoire de France : faits et anecdotes

▲

▲

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／テーマ別文化講座

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

4 G2 AE 3

Alter Ego + B2

3

Mme Hammacher

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

4 G2 AE 4

Alter Ego + B2

4

Mme Hammacher

水

14h00 -15h55

20

￥33,000

4 G2 AE5

Alter Ego + B2

5

Mme Hammacher

土

14h00 -15h55

20

￥33,000

4 G2 AE8

Alter Ego + B2

8

M. Bourgeois

火

19h00 -20h55

20

￥33,000

4 A 2GR

文法と語彙力強化

12-13

Mme Veloso

木

10h30 -12h25

20

￥33,000

4 A 2 PE4

文章作成力強化

4

Mme Veloso

土

14h 00- 15 h55

20

￥33,000

4 A1PG

会話プラス

M. Sintive

土

14h00 -14h55

10

￥31,000

4T1RR

リスニングで学ぶフランス文化

Mme Nosaka-Stämpﬂi

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。

P 印のクラスは少人数クラスです。
＊ 4T2PC は、後半から別の講師が担当します。
アンスティチュ・フランセ横浜
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C1 SUPÉRIEUR 準マスタークラス
広範囲に渡るテーマについて理解し意見を述べることができ、ネイティブと
話せる方が対象です。フランス語を完璧なものに近づける C1 レベルでは、
専門用語を交えた複雑な長文を扱います。ニュアンスや皮肉を捉え、言葉の
異なる含みを使い分け、口頭でも文章でも、論理立った答えによって、より
自然に受け答えすることを学びます。

総合フランス語

テーマ別文化講座

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。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生きた教材です。
5G3AE1 / M. Letur, 5G2AE4 / Mme Hammacher

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

▲

新聞読解＆討論

Lire & débattre sur la presse française

▲

紙面やウェブ上のフランス主要新聞社による報道記事や
社説の読解を通して、フランス社会が抱えるテーマや議
論を知り、フランス国内外の政治や経済問題に関する
フランス知識人の見解に触れます。新聞で使われる語
彙や文体に慣れ、記事のニュアンスや言外の意味、皮
肉をより的確に捉えられるようになるでしょう。各記事
を扱った後にはクラス内で討論を行うので、自分の考え
を論理立てて表明する技術も身につけていただけます。
DELF/DALF の試験対策として最適の講座です。
5T2LD / M. Bourgeois

総合フランス語講座／テーマ別文化講座
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

5 G 3 AE1

Alter Ego 5

1

M. Letur

土

10h00 -12h55

30

￥44 ,500

5 G2 AE 4

Alter Ego 5

4

Mme Hammacher

木

10h30 -12h25

20

￥33,000

5 G2 AE 4 +

Alter Ego 5
+conversation

4

Mme Hammacher

木

10h30 -12h25,
13h00 -13h55

30

￥44 ,500

5 T 2HE

Hexagone

M. Gaillard

土

10h00 -11h55

20

￥33,000

5 T 2LD

新聞読解＆討論

M. Bourgeois

木

19h00 -20h55

20

￥33,000

＊ 5G2AE4+ 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。
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アンスティチュ・フランセ日本のフランス語 通信・オンライン講座
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)

2017 年 冬学期：1 月 6 日（金）〜 3 月 27 日（月）

登録期間：2016 年 11 月 28 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)

2017 年 冬学期：1 月 6 日（金）〜 3 月 27 日（月）
登録期間：2016 年 11 月 28 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

楽しく、無理なくフランス語をレベルアップ！

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。（対象：A2 レベル以上）
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

冬学期の文化イベント
★

SPÉCIAL

NOUVELLE ANNÉE

新年スペシャル

アンスティチュ･フランセ横浜で、
新年を祝おう！

JEU

GAGNEZ UNE GALETTE DES ROIS !

｢ガレット・デ・ロワ｣を当てよう！

★
★ ★★ ★

1月6日
（金）-1月20日
（金） ＜参加無料＞

フランスでは新年の1月6日に、
キリスト教の祭日“エピファニー
（公現祭）”を
祝います。
この日は“ガレット・デ・ロワ”というケーキを食べる伝統があり、
ガ
レットの中に隠された陶器製の人形“フェーブ”が当たった人は、
その日王様
になり、王冠が捧げられます。
アンスティチュ・フランセ横浜では、
このお祭り
を祝ってクイズを出題し、優勝者にはガレット・デ・ロワをプレゼントします！
会場：アンスティチュ・フランセ横浜

VOEUX

MUR DES VOEUX

★
★ ★★ ★

願い事のメッセージボード
1月7日
（土）-1月28日
（土） ＜参加無料＞

新しい年を迎え、親しい人に幸運が訪れるよう、願いを込める季節です。
今年は｢願い事のメッセージボード｣を当館7階に設置します。
自分や家族、
友達、講師など、大切な人に向けて願い事を書きましょう！
会場：アンスティチュ・フランセ横浜

CONFÉRENCE

GASTRONOMIE

LA NOUVELLE ANNÉE À LA CORSE !

新年会｢コルシカ島｣スペシャル！

★★★ ★

1月28日
（土）16:30-19:00 ＜講演会参加無料・飲食有料＞
フランスで“美の島”と称される、｢コルシカ島｣をテーマにした新年会を開催
します。
コルシカ島の風を感じながら、新年を祝いましょう！

■16:30-17:10 講演会｢コルシカ島について｣
コルシカ島出身の専門家により、島の美しい風景や文化遺産を紹介します。
講師：M. Henri de Rocca-Serra（アンリ・ド・ロッカ＝セラ）
＊ 要予約。
フランス語と日本語で行います。

■17:15-19:00 コルシカ島の特産物のビュッフェ（ワイン、チーズなど…）
会場：アンスティチュ・フランセ横浜
協賛：チーズ専門店ユーロアール
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★

GASTRONOMIE

■SÉMINAIRE DE CONFISERIE

フランスのスイーツ・セミナー
2月4日
（土）17:30-19:00

フランスには何世紀も前から、大人から子どもまでを魅了する600種類
以上の地方のコンフィズリー(砂糖菓子)と、20種類以上の特産のボン
ボン(お菓子)が存在することをご存知でしょうか。
このセミナーでは、
フ
ランスの各地方を旅しながら、最も代表的で伝統的な魅惑のスイーツ
の一部を試食します。知られざるスイーツの意外な物語や、味や色、
また
食感の豊富さなど、小さな甘い喜びにきっと驚嘆するでしょう。
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
＊推奨フランス語レベルA2
（初級）
以上。
日本語通訳はありません。
2日前までに予約。

GASTRONOMIE

■SÉMINAIRE DE VINS : LES VINS D’ALSACE

フランスのワインセミナー｢アルザス地方のワイン｣
2月24日
（金）19:00-21:00

アルザス地方にはバラエティに富んだブドウ品種が存在します。
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、
ワイ
ンスペシャリストによる講義を通して、
ラ・ヴィネがお勧めする｢アルザス
地方｣のワイン４種をテイスティングします。
講師：M. Fleury 会場：カフェ・ドゥ・ラ・プレス
参加料：会員4,500円、一般5,500円
自由席。
＊ 要予約。
逐次通訳があります。
CULTURE

協賛：フランスワイン専門店La Vinée（ラ・ヴィネ）

Fèves de la Galette des Rois ガレット・デ・ロワに隠された“フェーヴ”
ガレット・デ・ロワを食べる楽しみの一つが、
中に隠れている“フェーヴ”を当て
ること。
フェーヴは直訳すると｢そら豆｣のことで、
そら豆が胎児のような形をし
ていることから、古代から命のシンボルとして、豊穣や人々の幸せを祈るため
に振舞われていたと言われています。
ガレット・デ・ロワに入れるフェーヴにも
同じ願いが込められ、最初はそら豆から始まり、次第におくるみに包まれたキ
リストや“サントン”と呼ばれる小さな人形（写真左）
に代わり、動物や食べ物、
最近では人気キャラクターのフェーヴなど、
様々な種類が登場しています。

アンスティチュ・フランセ横浜
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JOURNÉES DE LA FRANCOPHONIE 2017
フランコフォニーのお祭り2017
｢フランコフォニーのお祭り｣は、世界五大陸のフランス語を話す人々が、
フランス語圏
の文化の多様性や魅力をより広くアピールし、
フランス語を通じた友情を深める世界
規模のお祭りです。
アンスティチュ・フランセ横浜では、
フランコフォニーにちなんだ多彩なイベントを開催
します。
LITTÉRATURE

■CAFÉ LITTÉRAIRE : TAHAR BEN JELLOUN

文学カフェ
「ターハル・ベン・ジェルーン」
3月4日
（土）17:30-19:30

モロッコの色香に包まれながら、
作家ターハル・ベン・ジェルーンを巡る文学の旅へ
と出掛けましょう。
人気作『La Nuit Sacrée（聖なる夜）『
』LʼEnfant de Sable（砂の
子ども）
』
をはじめとして、
その他数多くの小説の魅力に迫ります...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！
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

■FÊTE DE LA FRANCOPHONIE

フランコフォニーの日
3月11日
（土）

アンスティチュ・フランセ横浜が開催する2017年の｢フランコフォニーの日｣には、
皆様にフランコフォニーを身近に感じていただ
き、
発見に満ちた祝祭へとお招きします。
このお祭りでは、
フランス語圏の国の文化を、
言語、
観光、
美食、
遊び、
といった多角的な観点から触れていただきます。
各スタンド
には、
様々な参加型のアトリエを通して、
フランス語圏の各国の地元の特産物や言語をご紹介します。
会場：アンスティチュ・フランセ横浜

入場無料・一部アトリエ、
および飲食有料

＊ 詳細はアンスティチュ・フランセ横浜のウェブサイトにてご案内いたします。

24
24

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - YOKOHAMA

DANSE

YOKOHAMA DANCE COLLECTION 2017
横浜ダンスコレクション2017
1月26日
（木）-2月19日
（日）

1996年にスタートし、22年目を迎える
「横浜ダンスコレクション」
は、振付家のためのコンペティション
（2部門）
を基軸に、
アジア
のダンスプラットフォームとして多彩なプログラムを展開。
コンペティションの受賞者には、新作の上演権利が与えられる
「審査
員賞」
のほかに、
「若手振付家のための在日フランス大使館賞」として、
フランスでの6ヶ月のレジデンスの権利が授与されます。
会場・お問い合わせ：横浜赤レンガ倉庫1号館（045-211-1515）
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]
共催：在日フランス大使館 / アンスティチュ・フランセ日本

■DANCE CROSS DAMIEN JALET | NAWA KOHEI

ダンスクロス ダミアン・ジャレ｜名和晃平
『VESSEL yokohama』
1月26日
（木）-1月29日
（日）

振付：ダミアン・ジャレ / 美術：名和晃平 / 音楽：原摩利彦（特別参加：坂本龍一）
出演：森山未來、
エミリオス・アラポグル、
ほか

L

『VESSEL yokohama』
はヴィラ九条山滞在時に進められたプロジェクトです。
ヴィラ九条山はアンスティチュ・フランセ日本の
5つの支部の1つ で、ベタンクール・シューラー財団とアンスティチュ・フランセの支援を受けています。

■DANCE CROSS + ASIAN SELECTION
ダンスクロス＋アジアセレクション
2月2日
（木）川村美紀子 / 奥野美和 × ツオ・ツーハオ
2月3日
（金）川村美紀子 / 高橋萌登 × ユン・ボラム
2月4日
（土）川村美紀子 / 奥野美和 × ツオ・ツーハオ
2月5日
（日）川村美紀子 / 高橋萌登 × ユン・ボラム / 田村興一郎

© 塚田洋一

MÉDIATHÈQUE
メディアテーク
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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CULTURE

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。

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、
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、1月13日
（金）
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
コルシカ島専門旅行社
コルシカ-ナポレオニカ (CORSICA NAPOLEONICA)
URL
E-mail

： www.corsica-napoleonica.com
： contact@corsica-napoleonica.com

日本の皆さまに快適で特別な旅をご提供するツアーエージェントです。
日本語対応・少人数・高品質のプランをご用意しております。社長のア
ンリ・ド・ロッカ＝セラは、
ナポレオン家とも深い関係を持つコルシカの
名門貴族一家出身。
日本での勤務経験を持ち、
日本の文化を深く知る
親日家です。
「4月から始まる2017年夏のコルシカ島ツアーでは私が皆さまを
ご案内致します。
島の雄大な自然の景観と独自の歴史・美食の文化をご紹介します。」

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

： 〒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）

E-mail

：cave@lavinee.jp

5%割引

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。
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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

来年のいま
フランスで勉強している自分を
想像してみませんか？
フランスの大学・大学院応募申請開始
2017 年度大学・大学院正規課程への
応募申請は 2016 年 11 月からスタート！
みなさんの留学は情報収集からはじまります。
順序通りにすれば、自分の力で
全ての手続きを行うことが十分可能です。
まずは Campus France の HP から
手続きガイドをご参照ください！

www.japon.campusfrance.org
→フランス留学の手続き

Campus France Japonと

フランス留学手続き説明会 2016
内容：フランスの大学・大学院への応募申請手続きの仕方や、
交換留学プログラムで渡仏する場合の手続き方法、

www.facebook.com/cfjapon

語学留学の場合の手続きの流れ、など。

日程：東京会場
京都会場

12 月 9 日
12 月 17 日

福岡会場

SNS でつながろう！

12 月 10 日

@CampusFrance_jp

対象：2017 年にフランス留学を計画している学生・社会人の方々

@cfjapon

詳細・お申し込みは下記 HP まで（席に限りがありますので事前お申し込みを推奨します）：

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
アンスティチュ・フランセ横浜
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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
冬季休館： 2016年12月23日
（金）
～2017年1月2日
（月）
（金）~2017年1月13日
（金）
登録受付期間 2016年12月9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

※表紙の写真は、Julie先生の土曜日の午後のクラスの皆様によって選ばれました。
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