ジャン＝バティスト・アナック展覧会『Negative』
Negative, une exposition de Jean-Baptiste Hanak
© DR

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。

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

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
アクセス - accès

〒 162-8415 東京都新宿区市谷船河原町 15

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〉
/18:00-21:00
火 − 日曜日 11:45-14:30
（L.O.）
（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

協賛・協力 / Remerciements :

■ 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。

9/24（土）～ 10/28（金）

11月 NOVEMBRE
4（金）19:00

映画

フランス幻想怪奇映画特集

Les films fantastiques français
IFJT - Espace Images

Hakanaï © Romain Etienne

14（金）～ 16（日）

コンテンポラリー・サーカス

Flaque, de la Cie Defracto
Setagaya public theatre

10 月 OCTOBRE
1（土）・2（日）

ボールと身体がつむぎだす、ジャグリングの常識を打
ち破る全く新しいパフォーマンスです。10 月 9 日に
Japan Juggling Festival 2016 in Tokyo でも上演されます。
主催：公益財団法人せたがや文化財団
https://setagaya-pt.jp

第 8 回美食の祭典

Journées du goût 2016
毎年秋に開催される美食の祭典。料理からアートまで、
美食文化に関する多彩なプログラムをお届けします。
展覧会

© Pierre Morel

26（水）・28（金）

音楽

ブラスリーライブ オーウェル

晴れたら空に豆まいて（26 日）
、
アンスティチュ・フランセ東京 ラ・ブラスリー（28 日）

『Last Man（ラストマン）
』展

アンスティチュ・フランセ東京 ギャラリー
入場無料

Brasserie en scène : Orwell

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
入場無料

IFJT - Galerie

バラック、ミカエル・サンラヴィル、バスティアン・ヴィ
ヴェスによるマンガシリーズ『Last Man（ラストマン）
』
の邦訳出版を記念した展覧会。22 日には作家を囲んで
トークイベントを開催します。
ダンス

アドリアン M/ クレール B
『HAKANAÏ』
（Dance New Air 2016）
東京ウィメンズプラザ
前売 ¥4,000、当日 ¥4,500、その他各種割引あり

Hakanaï, de la Cie Adrien M & Claire B
Tokyo Women's Plaza

映像による俳句のようなソロ・ダンス。キューブ状の
舞台には、デジタルパフォーマーがリアルタイムで操
る映像が投影され、リアルとバーチャルとイマジネー
ションが融合した、有機的で詩的な世界が広がります。
主催：一般社団法人 Dance Nippon Associates、
スパイラル／株式会社ワコールアートセンター
http://dancenewair.tokyo/

2000 年代から国際的な活躍をしている、知る人ぞ知る
ナンシー出身のグループ、オーウェル（Orwell）
。これ
までに５枚のアルバムを世界でリリースし、その美し
いフレンチ・オーケストラル・ポップは多くのファン
を獲得しています。

28

～ 30

（金）

（日）

ダンス

パートナーイベント

フィリップ・ドゥクフレ カンパニーDCA
『CONTACT - コンタクト』
彩の国さいたま芸術劇場 大ホール
一般 S 席 ¥6,500、A 席 ¥4,000、ほか

討論会：死刑廃止について

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
入場無料

Débat : Peine de mort
IFJT - Espace Images

12 月 DECEMBRE

フランスと日本、それぞれの社会と、そこに生きる人々
の心の内側、そして人間の感情を細やかに描き出す二
人の女性作家が対談します。

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
一般 ¥500、学生・会員無料

文学

Le Labo vol.14 : rencontre entre Ryoko
Sekiguchi et Felipe Ribon
IFJT - Espace Images

Rencontre : François Bon et Taiyo Fujii

1（木）・2（金）

協力：ヴィラ九条山

インターネットやデジタルテクノロジーが「書く」と
いう行為にもたらす変化について、日仏二人の作家が
思考をめぐらせます。

14（月）

ル・ラボ

ル・ラボ vol. 14 : 関口涼子（詩人）
× フェリペ・リボン（デザイナー・写真家）

対談：フランソワ・ボン& 藤井太洋

論討

討論会：同性婚に向けて

音楽

ブラスリーライブ アルブ

アンスティチュ・フランセ東京 ラ・ブラスリー、その他

Brasserie en scène : ALB
IFJT - Brasserie

中古レコード、アナログ・シンセサイザー、ヴィンテー
ジのビデオゲームをこよなく愛するアルブ。既存の形式
にとらわれない、ホームメイドテイストのポップミュー
ジック。

Débat : Mariage pour tous
IFJT - Espace Images

15（火）～ 27（日）

展覧会

ジャン＝バティスト・アナック
展覧会『Negative』
アンスティチュ・フランセ東京 ギャラリー

Negative, une exposition de Jean-Baptiste Hanak
IFJT - Galerie

© DR

Contact, de Philippe Decouflé /Compagnie DCA
空間演出の魔術師フィリップ・ドゥクフレが奏でる
フレンチなキャバレー・ミュージカル。

18（金）19:00 - 21:00

主催：公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団
www.saf.or.jp

論討

1（木）19:00

dDash や dDamage の名でも活動中のアナック。作曲、
演奏のみならず、デザインやイラストなども手がけ
マルチな才能を発揮。26 日にはライブを開催します。

Saitama Arts Theater - Main Hall

IFJT - Espace Images

Rencontre : Delphine de Vigan et Mitsuyo Kakuta

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ

IFJT - Brasserie et Haremame

Exposition Last Man

8（土）・9（日）

対談：デルフィーヌ・ドゥ・ヴィガン
& 角田光代

IFJT - Espace Images

IFJT

6（木）～ 30（日）

文学

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
入場無料

アンスティチュ・フランセ東京
参加無料、飲食有料

Hommage à la maison de production Diagonale

28（月）

美術批評家、キュレーターのレア・ビスミュートを迎
え、
バタイユの著書『内的体験』をテーマに日本のアー
ティストと対話を行います。

13（日）15:00 - 17:00

「菊池亜希子ムック マッシュ vol.10」
発刊記念イベント合同開催

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ

IFJT - Espace Images

IFJT - Espace Images

お祭り

伝説の映画製作会社ディアゴナル特集

広島国際映画祭との特別企画。1974 年にポール・ヴェ
キアリらが設立した映画製作会社「ディアゴナル」
による作品を特集します。

6（日）17:00 - 19:00

世田谷パブリックシアター
大人 ¥3,000、子ども（4 歳～高校生）¥1,500

映画

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
一般 ¥500、学生・会員無料

Le Labo vol.13 : Léa Bismuth - autour de
Georges Bataille

カンパニー・デフラクト『フラーク』

© FILM-IN-EVOLUTION - LES PRODUCTIONS BALTHAZAR - FRAKAS PRODUCTIONS – LFDLPA Japan

ル・ラボ

ル・ラボ vol. 13 : ジョルジュ・バタイユ
をめぐって 登壇者：レア・ビスミュート、他

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、学生 ¥800、会員 ¥500

黒沢清監督初のフランス製作作品『ダゲレオタイプの
女』の公開を記念し、監督自らセレクトした怪奇映画
や恐怖や幻想をテーマにした作品を特集します。

11/19（土）～ 12/4（日）

文学

対談：ヴァレリー・ゼナッティ& 江國香織

アンスティチュ・フランセ東京 エスパス・イマージュ
入場無料（映画上映会 17:00 -19:00）

Rencontre : Valérie Zenatti et Kaori Ekuni

9（金）

デザイン

アンヌ・クシラダキス『Café éphémère
（カフェ・エフェメール）』
Café éphémère par Anne Xiradakis

ヴィラ九条山滞在中にクシラダキスが制作したテーブ
ルウェアで、Wagashi asobi の和菓子を提供します。
協力：ヴィラ九条山、Wagashi asobi

IFJT - Espace Images

児童文学も手がける二人が、
「小説の持つ力」について、
意見を交わします。対談の前に映画上映を行います。

※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.

アンスティチュ・フランセ東京 - 文化プログラム 2016 秋 PROGRAMME AUTOMNE 2016

9月 SEPTEMBRE

