
開館時間
〈総合受付〉
月曜日 12:00-19:30　火 − 金曜日 9:30-19:30
土曜日 9:30-19:00　日曜日 9:30-18:00

図書室〈メディアテーク〉
火 − 金曜日 12:00-20:00　土曜日 10:00-19:00
日曜日 10:00-18:00　月曜・祝日　休室

フレンチ・レストラン〈ラ・ブラスリー〉
火−日曜日11:45-14:30（L.O.）/18:00-21:00（L.O.）
日曜日はランチのみ営業　月曜・祝日・日曜夜休業
ご予約・お問い合わせ：03-5206-2741

アクセス - accès
〒 162-8415  東京都新宿区市谷船河原町 15

■ JR 飯田橋駅西口より徒歩 7 分
■東京メトロ飯田橋駅 B3、B2A 出口より徒歩 7 分
※お越しの際は公共交通機関をご利用ください。

アンスティチュ・フランセ東京  
Institut français du Japon - Tokyo
アンスティチュ・フランセ東京は、フラン
ス政府公式の語学学校・文化センターです。
フランス語講座は初心者からバイリンガル
レベルまで、バラエティーに富んだ約 180
の講座が毎学期用意されています。

協賛・協力 / Remerciements  : 

お問い合わせ - renseignements
〈総合受付〉
Tel : 03-5206-2500 / Fax : 03-5206-2501

* tokyo@institutfrancais.jp
      www.facebook.com/IFJTokyo
      ifjtokyo.peatix.com

www.institutfrancais.jp/tokyo

ダヴィッド・ルテリエ『ヴァーサス』（第６回「デジタル・ショック」） 
VERSUS, de David Letellier dans le cadre du festival Digital Choc 2017 © DR 
www.institutfrancais.jp/digitalchoc



 3月 MARS

4 （土）・5 （日）

コンテンポラリー・コンピューター・
ミュージック・コンサート2017
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Contemporary Computer Music Concert 2017
IFJT - Espace Images

フランスと日本のアクースマティック音楽を、アクー
スモニウム（マルチスピーカーシステム）を用いて音
響空間構成を行い、ライブ演奏します。

18 （土） ～20 （月・祝）

子供向け参加型ビデオゲーム『OCTOPOP』
座・高円寺
参加料1,500円（小学生と中学生対象）、
入場料 500 円（同伴のご家族および見学希望の方）
Octopop
Za-Koenji Public Theatre

エレクトロニック音楽のライブ演奏の中、体の動きに
合わせて操作できる、新感覚のインタラクティブ・ビ
デオゲーム。劇場の中は星々が輝く広大な宇宙。子ど
もたちは、宇宙船の乗組員になり、宇宙を汚すシュエ
タックスから宇宙を守るためにチームで戦います。ス
クリーンの映像やライブ演奏など、ゲームに参加しな
くても楽しめる、ライブ・ゲーム・アドベンチャー。
共催：座・高円寺

25 （土）

フランコフォニーのお祭り
アンスティチュ・フランセ東京｜中庭
入場無料/飲食有料
Journées de la Francophonie
IFJT - Jardins extérieurs

フランス語を話す 9 億人の人々が国境を越えて繋がる広
い世界フランコフォニー。各国の音楽、美食、文学、芸
術、映画そして言語を発見する世界一周の旅へ皆様を誘
います。歌姫レティシア・ダナのライブもお楽しみに！

25 （水） ～27 （金）

パスカル・ランベールによるワークショップ
「都市をみる／リアルを記述する」

SHIBAURA HOUSE
参加無料・要予約
Atelier de Pascal Rambert
SHIBAURA HOUSE

フランスを代表する劇作家・演出家パスカル・ランベー
ルによる、「みること」からはじまる 3 日間の都市ワー
クショップ。都市空間に飛び出し、そこで観察・収集
された風景、出来事、言葉、音などをもとに、参加者
全員が観察者／記述者／表現者として創作プロセスを
共有します。
主催：シアターコモンズ実行委員会
http://theatercommons.tokyo/

26 （木） 18:00-20:30
夜想記念日－思想の夕べ－
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
La Nuit internationale des idées
IFJT  - Espace Images

知識人、研究者、環境政策の責任者、NGO など多彩な
パネリストが集い、海の未来のために、問題をどう解
決するのか、議論を交わします。

 2月 FEVRIER

11 （土） 10:00
ワークショップ『フランス街歩き』
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
2,000円　要予約
Les petites escapades de l’Institut
IFJT - Médiathèque

パリのぶらり街散歩、パリジェンヌのごひいきブ
ティック、パリの歴史遺産、シャンソン、映画等、様々
なテーマでメディアテークの蔵書の中からパリを紹
介。ワークショップの後半はフランス人講師によるフ
ランス語会話入門のミニレッスンが行われます。

2/10 （金） ～3/20 （月・祝） 

第６回デジタル・ショック
―欲望する機械と人工知能
アンスティチュ・フランセ東京、ほか
Digital Choc 2017 -Machines désirantes
IFJT et autres lieux

コンテンポラリー・アートとデジタル・アートのフェ
スティバル「デジタル・ショック」。第６回目を迎え
る今年は、機械やロボットと人間の、感情的でときに
葛藤を生じさせる関係性について探究します。
アンスティチュ・フランセ東京を中心に、都内各所で
開催される 20 以上のイベントを通して、登場から時
を経た人工知能というテクノロジーが私たちにどのよ
うな未来をもたらすのかを解明します。
www.institutfrancais.jp/digitalchoc

2/10 （金） ～26 （日） 

『プレディクティブ・アートbot』展
gallery COEXIST-TOKYO

Exposition : Predictive Art Bot
gallery COEXIST-TOKYO

17 （金） 19:00 開場/ 19:30 開演

ライブ・パフォーマンス「欲望する機械」
渋谷 WWW
一般 3,500 円、前売り・学生・会員 3,000 円（ドリンク別）
Digital Choc : Special live
Shibuya WWW

人間とロボットのミュージシャンがコラボレーション
するオーディオ・ビジュアル・ライブコンサート！
日仏独の三カ国のアーティストが集結します。

21 （火）～26 （日）

『Sonic Robots』展
東京ドイツ文化センター
入場無料
Exposition Sonic Robots
Goethe-Institut

ロボット・ミュージシャンによる未来派ロボティック・
サウンド・インスタレーション。マン・マシン・イン
タラクションの可能性を探究します。
主催：東京ドイツ文化センター
www.goethe.de/ins/jp/ja/

 1月 JANVIER

12 （木） ～29 （日）

村上早 個展
アンスティチュ・フランセ東京　ギャラリー
入場無料
Exposition de Saki Murakami
IFJT  - Galerie

2016 年アートアワードトーキョー丸の内にて在日フラ
ンス大使館賞を受賞した村上早による展覧会。素朴な
外見の下に、高い技術力やテーマの成熟を感じさせる
銅版画数点を展示します。1 月 12 日 19 時より、館内
カフェにてオープニングレセプション（入場自由）が
ございます。協力：三菱地所株式会社

13 （金） 13:00-18:00
国際シンポジウム

「ヨーロッパの若手美術家支援の現状」
国立新美術館3階講堂
Symposium : Les dispositifs de soutien 
pour les artistes émergents en Europe
The National Art Center, Tokyo

若手芸術家支援の現状に知見を持つ国内外のアーティ
ストやキュレーター、研究者による国際シンポジウム。
スピーカー：パスカル・ボース（フランス国立造形芸
術センター［パリ］、写真部門責任者）、関口涼子（作家・
アーティスト）他
主催：文化庁   http//www.zaiken50.jp

20 （金） ～22 （日）

スクリーンで見よう！
マイ・フレンチ・フィルム・フェスティバル
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
一般 1,200 円、学生 800 円、会員 500 円
My French Film Festival sur grand écran !
IFJT  - Espace Images

ユニフランスのオンライン映画祭「マイ・フレンチ・
フィルム・フェスティバル（myFFF）」。7 回目を迎え
る 2017 年も 1 月 13 日（金）から 1 ヶ月間実施され、
日本で未公開の新作をご自宅で楽しめます。 開催を記
念し、過去に配信された人気作品や今年の注目作を大
きなスクリーンでご紹介！ 
www.myfrenchfi lmfestival.com/

共催：ユニフランス・フィルムズ

※プログラムは都合により変更されることがありますのでご了承ください。
Programme sous réserve de modifications.
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「美しい時」カトリーヌ・コルシニ（2016 年配信作）
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ニコラ・メグレとマリア・ロ
スコフスカによる「プレディ
クティブ・アート bot」は、未
来のアート・コンセプトを自
動生成するアルゴリズムです。
Twitter のアカウント「twitter.com/predartbot」で次々
と発表されるコンセプトを、公募で選ばれた三人の
アーティストが実際に作品化し、展示を行います。
共催：gallery COEXIST-TOKYO
artbot.space/jp

パートナー・イベント

ワークショップ
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