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ニュースリリース 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

2014 年 4 月 28 日 

アンスティチュ・フランセ東京 

 

    

アートアートアートアートをををを通通通通してしてしてして生生生生きたきたきたきた哲学哲学哲学哲学をををを    

「「「「第二回第二回第二回第二回    哲学哲学哲学哲学のののの夕夕夕夕べべべべ」」」」開催開催開催開催    

    

フランス政府公式の語学学校・文化センターのアンスティチュ・フランセ東京（所在地：東京都新宿

区、代表：ジャン＝ジャック・ガルニエ）は、2014 年 5 月 31 日（土）、哲学とアートをめぐるイベント

「第二回 哲学の夕べ（仏語名：Nuit de la Philo）」を開催します。このイベントは、講演会やパフ

ォーマンス、インスタレーション、ライブなどを通して、哲学者やアーティストと共に「哲学をする」

機会をご提案する、入場無料の企画です。 

 

 第二回目となる今年は、「イメージ」という、誰しもが日常的に使っている言葉をテーマに、合計 10

数名の哲学者やアーティストが集結して講演会やパフォーマンスを行います。誰にとっても身近な言葉

をテーマとすることには、より多くの人に関心を持って欲しいという狙いがあります。 

当館では 2013 年、初めての試みとして「哲学の夕べ」を開催しました。そしてパフォーマンスや朗

読会、コンサートなど、様々なアートを通して哲学に触れるという、これまでにないコンセプトが多く

の来場者を呼び、このたび第二回目を開催する運びとなりました。 

 哲学は多くのアートの創造の源でもあり、フランス文化を支える重要な要素の一つでもあることから、

アンスティチュ・フランセ東京では、今後もこの「哲学の夕べ」を継続的に開催していく予定です。 

※イベントの詳細情報は別紙をご参照ください。 

 

【【【【    組織概要組織概要組織概要組織概要    】】】】    

組織名：アンスティチュ・フランセ東京 Institut français du Japon - Tokyo 

所在地：〒162-8415 東京都新宿区市谷船河原町 15 

代表者：館長 ジャン＝ジャック・ガルニエ 

主な事業内容：語学学校・文化センター 

代表 TEL：03-5206-2500  

代表 Email：tokyo@institutfrancais.jp 

URL：http://www.institutfrancais.jp/tokyo/ 

Facebook：https://www.facebook.com/IFJTokyo 

 

【【【【    問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先    】】】】        

アンスティチュ･フランセ東京 

広報＆メセナ 主任 山下 沙耶佳 

TEL： 03-5206-2552（直通） 

Email： sayaka.yamashita@institutfrancais.jp 
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別紙 

ANNEXE 

 

アンスティチュアンスティチュアンスティチュアンスティチュ････フランセフランセフランセフランセ東京東京東京東京    

第第第第 2222 回回回回「「「「哲学哲学哲学哲学のののの夕夕夕夕べべべべ」」」」    

－－－－哲学哲学哲学哲学ととととイメージイメージイメージイメージ－－－－    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【【【【イベントイベントイベントイベント開催概要開催概要開催概要開催概要】】】】    
日時｜2014年5月31日（土）14:00～23:30 

会場｜アンスティチュ･フランセ東京  
料金｜入場無料（飲食有料） 
講演会・対談 使用言語｜フランス語／日本語（通訳付） 
 

 

【【【【アンスティチュアンスティチュアンスティチュアンスティチュ・・・・フランセフランセフランセフランセ東京東京東京東京    アクセスアクセスアクセスアクセス】】】】    
最寄り駅 | 飯田橋駅（JR総武線、東京メトロ有
楽町線・南北線・東西線、都営地下鉄大江戸線） 
駅からの所要時間（徒歩）| JR 西口より 7分・地
下鉄 B3 出口より 7分 

© Shuhei 
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はじめにはじめにはじめにはじめに    
 

今年、第 2回を迎える『哲学の夕べ』は、アート、感覚、そして思考などを通して、様々な角度から

哲学にアプローチする一夜です。今年の中心となるテーマは「イメージ」。「イメージ」とは、画像、映

像、または私たちが心の中に抱く印象など、様々な意味を含む言葉です。また、私たちの現実世界とも

密接に関わっています。私たちと「イメージ」の関係、そしてその存在の意味とは…？  

『哲学の夕べ』では、アンスティチュ･フランセ東京の館内各所で行われる講演会、アトリエ、映画

上映、パフォーマンスを、回遊するようにお楽しみいただけます。中庭のフレンチレストラン「ラ・ブ

ラスリー」では、インスタレーション・パフォーマンスとして、哲学者たちの饗宴が開かれます。その

様子から、プラトンの『饗宴』を連想する方もいるかもしれません。哲学者たちに交じってひと休みし

たり、ユニークな創作メニューを味わったり、意見を交わす場としてもご利用いただけます。また、身

体と映像の関係性を追求しているユニット off-Nibroll による野外ダンスパフォーマンスでは、ダンスと

映像、そして言葉がスリリングかつ大胆に交錯する作品をお楽しみください。 

その他、多様なジャンルの企画を盛りだくさんでお届けする、哲学をめぐるイベント。普段、哲学に

触れる機会が少ない方も、少し見る目が変わるきっかけになるかもしれません。 

『哲学の夕べ』で是非私たちと一緒に哲学を（再）発見しましょう！ 

 

 

 

プログラムプログラムプログラムプログラム    
    

●●●●14:0014:0014:0014:00～～～～    廣瀬純廣瀬純廣瀬純廣瀬純によるによるによるによる上映上映上映上映とととと対談対談対談対談 /  /  /  / 場所場所場所場所：：：：エスパスエスパスエスパスエスパス････イマージュイマージュイマージュイマージュ（（（（映画館映画館映画館映画館））））    

昨年の第１回に引き続き、今年も廣瀬純がセレクトする映画上映とゲストを迎えての対談を行います。 

 

廣瀬純廣瀬純廣瀬純廣瀬純    

1971 年、東京生まれ。映画批評、現代思想。龍谷大学経営学部准教授。アンスティチュ・フランセ東京

にて映画の授業を担当。著書に『絶望論』（月曜社 2013 年）、『蜂起とともに愛がはじまる』（河出書房

新社 2012 年）、『シネキャピタル』（洛北出版 2009 年）、『闘争のアサンブレア』（月曜社 2009 年、

Colectivo Situaciones との共著）、『闘争の最小回路』（人文書院 2006 年）、『美味しい料理の哲学』（河出

書房新社 2005 年）などがある。 
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●●●●17:0017:0017:0017:00～～～～19:0019:0019:0019:00    グウェングウェングウェングウェン・・・・ルヴィロワルヴィロワルヴィロワルヴィロワによるによるによるによる講演講演講演講演「「「「建設現場建設現場建設現場建設現場－－－－都市都市都市都市ののののイメージイメージイメージイメージ－－－－」」」」 

/ / / / 場所場所場所場所：：：：エスパスエスパスエスパスエスパス････イマーイマーイマーイマージュジュジュジュ（（（（映画館映画館映画館映画館））））    

    

都市空間に出現する建設現場、つまり都市の“ 谷間” が街の景観にどのような変化をもたらすのか。その未

完の状態において、私たちが知覚する都市景観にいかなる影響を与える場所となるのか。建設現場の混沌が、

そこで働く労働者の姿をどのように演劇化するのか。その不安定性と建設計画の間に生まれる空間性と時間

性の解釈を通し、建設現場は社会のある構築を私たちに見せてくれる。 

本講演会ではアーティスト自身が何年もかけて撮影した建設現場を舞台とした映像作品も上映します。 

 

グウェングウェングウェングウェン・・・・ルヴィロワルヴィロワルヴィロワルヴィロワ    

1968 年生まれのアーティスト。パリ国立高等美術学校（ボザール)で学ぶ。2004 年から、パリ・ラ・ヴィレ

ット国立建築大学にて教鞭をとり、フランス国内外でも展示を行っている。コンセプチュアルアーティスト

であり、画家でもあるルヴィロワは二次元表現を好み、オブジェとインスタレーションを用いて共に生きる

方法について探求している。 

 

 

●●●●17:0017:0017:0017:00～～～～22:0022:0022:0022:00    ジルジルジルジル・・・・スタッサールスタッサールスタッサールスタッサールとととと小野田賢三小野田賢三小野田賢三小野田賢三によるによるによるによるインスタレーションインスタレーションインスタレーションインスタレーション・・・・パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス    

「「「「哲学者哲学者哲学者哲学者たちのたちのたちのたちの饗宴饗宴饗宴饗宴－－－－テーブルテーブルテーブルテーブルとととと料理料理料理料理のためののためののためののための協奏曲協奏曲協奏曲協奏曲－」－」－」－」    

/ / / / 場所場所場所場所：：：：中庭内中庭内中庭内中庭内レストランレストランレストランレストラン〈〈〈〈ララララ・・・・ブラスリーブラスリーブラスリーブラスリー〉〉〉〉    

    

食事をするテーブルとは、壮大な空間であり舞台でも

ある。私たちはそこで受け取り、交わし、 

それぞれが感覚の哲学者となる場所。ジル・スタッサ

ールと小野田賢三によるこのテーブルは、“ 音” と“ 料

理” を届ける装置となり、感覚と世界に対して耳を傾

け知覚する力に疑問を投げかける。 

 

ジルジルジルジル・・・・スタッサールスタッサールスタッサールスタッサール    

作家、料理家、造形芸術と食の融合を探求するアーテ

ィスト。カルティエ現代美術財団のある一連のイベン

トのキュレーションを行っている。 

 

 

© Gilles Stassart 
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●●●●18:0018:0018:0018:00～～～～20:0020:0020:0020:00    トリスタントリスタントリスタントリスタン・・・・ブリュネブリュネブリュネブリュネによるによるによるによるアトリエアトリエアトリエアトリエ「「「「自己自己自己自己イメージイメージイメージイメージ／／／／鏡映的自己鏡映的自己鏡映的自己鏡映的自己」」」」 

/ / / / 場所場所場所場所：：：：メディアテークメディアテークメディアテークメディアテーク（（（（図書室図書室図書室図書室））））    

今日、自己イメージは、社会から強いられる鏡（鏡映的自己）の多数性によって破裂されつつある。この自

己イメージと他者という鏡に映った自己の関係は、複雑で奇妙になったといえる。本アトリエでは、現代に

おける「自己イメージ」という万華鏡を探求するために、そのイメージの二つの重要な起源を分析する。ひ

とつ目はその国が持つ歴史、ふたつ目は押寄せるソフト・パワーである。このふたつの分野はどう繋がるの

か。歴史やソフト･パワーは自己イメージが形成される際に、どのようにそのイメージに揺さぶりをかけるの

か。「自己」の万華鏡への旅へ一緒に出かけましょう。 

 

トリスタントリスタントリスタントリスタン・・・・ブリュネブリュネブリュネブリュネ    

パリ第七（パリ・ディドロ）大学博士課程。アンスティチュ･フランセ東京、白百合女子大学非常勤講師。 

    

    

●●●●18:3018:3018:3018:30～～～～19:5019:5019:5019:50    星野太星野太星野太星野太によるによるによるによる対談対談対談対談「「「「終終終終わりなきわりなきわりなきわりなき芸術芸術芸術芸術」」」」    登壇者登壇者登壇者登壇者：：：：桑田光平桑田光平桑田光平桑田光平、、、、星野太星野太星野太星野太    

////    場所場所場所場所：：：：エスパスエスパスエスパスエスパス････イマージュイマージュイマージュイマージュ（（（（映画館映画館映画館映画館））））    

    

近代の芸術は、その成立以来、哲学や文学とたえず高度な緊張関係を保ちながら展開されてきた。しかし、

芸術が市場（経済）の力学にますます深く巻き込まれ、科学技術や情報社会が提示する圧倒的な「データ」

の力によって変容しつつある現在、そして近い将来、芸術はいかなる姿のもとに立ち現れてくるのだろうか。

この対談では、20 世紀のフランスを中心とする近過去の芸術実践と、それと時代を同じくする詩や哲学との

関わりを見据えながら、これから来たるべき「終わりなき芸術」の姿について対話を行なう。 

    

星野太星野太星野太星野太    

1983 年生まれ。専攻は美学、表象文化論。東京大学大学院総合文化研究科附属・共生のための国際哲学研究

センター（UTCP）特任助教。共著に『人文学と制度』（西山雄二編、未來社、2013 年）など。その他、現代

美術に関わる著作として、『奥村雄樹―ジュン・ヤン』（単著、美学出版、2013 年）、『拡張される網膜』（編

著、BAMBA BOOKS、2012 年）などがある。 
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●●●●19:0019:0019:0019:00～～～～19:3019:3019:3019:30、、、、21:3021:3021:3021:30～～～～22:0022:0022:0022:00    offoffoffoff----NibrollNibrollNibrollNibroll によるによるによるによるパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス「「「「街街街街にひそむにひそむにひそむにひそむ」」」」////    場所場所場所場所：：：：中庭中庭中庭中庭    

 

街に立ち、体の姿勢を変えて、そこから眺める。高い所から、

低い所から、体の位置が、視点の違いが、姿勢のあり方が、

異なる風景をもたらす。そんな街にひそむ風景をモチーフに

書かれた戯曲をもとに、そこから浮かび上がるイメージを身

体と映像に落とし込んだダンスと言葉が融合するパフォーマ

ンス。 

 

offoffoffoff----NibrollNibrollNibrollNibroll    

ニブロールの映像作家・高橋啓祐と振付家・矢内原美邦によ

るユニット。劇場をはじめ、美術館、ギャラリー、公共施設など多様な空間で作品を発表。映像インスタレ

ーションとともにダンスパフォーマンスも展開し、身体と映像の関係性を追求している。 

 

 

●●●●19:3019:3019:3019:30～～～～19:50 / 19:50 / 19:50 / 19:50 / 場所場所場所場所：：：：301301301301 教室教室教室教室テラステラステラステラス、、、、21:0021:0021:0021:00～～～～21:20 / 21:20 / 21:20 / 21:20 / 場所場所場所場所：：：：1111FFFF ホールホールホールホール    

N///KN///KN///KN///K（（（（Natural KillerNatural KillerNatural KillerNatural Killer／／／／ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル・・・・キラーキラーキラーキラー））））によるによるによるによるパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンス「「「「ArtificiaArtificiaArtificiaArtificiallll」」」」    

    

 “ 自然” や“ 人工” とはいったい何を指すのか？ 奥野

美和（ダンサー）がリアルタイムでギターを弾き鳴らし、

藤代洋平（音楽）がその音にエフェクトを掛け、その場で

音響に仕上げてゆく。“ 自然” や” 人工” をキーワードと

したイメージ映像を背景に、音と映像の広がりへ身体を投

げ出す。その空間の中で変化してゆく全ての要素（身体／

映像／音）や過程は、“ 自然” であると同時に、人間の手

が加えられた“ 人工的” なモノなのかもしれない。 

 

N///KN///KN///KN///K（（（（Natural KillerNatural KillerNatural KillerNatural Killer／／／／ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル・・・・キラーキラーキラーキラー））））    

2014 結成。ダンサー・振付家の奥野美和が映像を手掛け、藤代洋平が音楽を担当。身体／音／映像を一素材

として扱い、“ 観る人の内蔵に響くもの” をモットーに総合的な空間芸術創りを目指す。 

 

 

●●●●20:0020:0020:0020:00～～～～20:5020:5020:5020:50    岡崎乾二郎岡崎乾二郎岡崎乾二郎岡崎乾二郎によるによるによるによる講演講演講演講演（（（（予定予定予定予定））））/ / / / 場所場所場所場所：：：：エスパスエスパスエスパスエスパス････イマージュイマージュイマージュイマージュ（（（（映画館映画館映画館映画館））））    

© Bozzo 

© Shuhei Fuchino 
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●●●●21:0021:0021:0021:00～～～～22:0022:0022:0022:00    シルヴァンシルヴァンシルヴァンシルヴァン・・・・カルドネルカルドネルカルドネルカルドネルによるによるによるによる講演講演講演講演「「「「欧米欧米欧米欧米におけるにおけるにおけるにおける CMCMCMCM 表現様式表現様式表現様式表現様式のののの変動変動変動変動」」」」        

/ / / / 場所場所場所場所：：：：エスパスエスパスエスパスエスパス････イマージュイマージュイマージュイマージュ（（（（映画館映画館映画館映画館））））    

テレビ CMはそもそも、ある商品が何らかの問題を解決してくれる証拠を描き出す《説得・納得》と同時に、

社会で共有されているステレオタイプや《ライフスタイル》のイメージに商品を結びつける《同一化・投影》

の形を基本とした。しかし 90 年代からその定型を失い、メディアが作り出し、広げた独特の価値観によって、

広告メッセージが新しいメカニズムに応じるようになった。ウンベルト・エーコが考える《モダン／ポスト

モダン》の対比を用いて、欧米社会における広告メッセージの新しいメカニズムの分析を試みたい。 

 

シルヴァンシルヴァンシルヴァンシルヴァン・・・・カルドネルカルドネルカルドネルカルドネル    

龍谷大学、国際文化学部教授 

 

 

●●●●22:0022:0022:0022:00～～～～23:3023:3023:3023:30    ライブライブライブライブ「「「「SHARE / tokyoSHARE / tokyoSHARE / tokyoSHARE / tokyo」」」」/ / / / 場所場所場所場所：：：：中庭内中庭内中庭内中庭内レストラレストラレストラレストランンンン〈〈〈〈ララララ・・・・ブラスリーブラスリーブラスリーブラスリー〉〉〉〉    

SHARE（シェア）とは、主にデジタル機材を使ったオープンなジャムセッションの場。2001 年にニューヨー

クで始まったこの試みは世界の都市へと増殖を重ね、オリジナルメンバーであるウエニシケイコ氏によって

2012 年に日本に持ち込まれた。現在は 2013 年 10 月にオープンした「アーツ前橋」で定期的に開催されてい

る。これまでにないユニークな形の音楽セッションで、新たなる感覚をシェアするライブ。 

 

関連企画関連企画関連企画関連企画        
    
●●●●展覧会展覧会展覧会展覧会「「「「ニコラニコラニコラニコラ    ビュフビュフビュフビュフ『『『『ポリフィーロポリフィーロポリフィーロポリフィーロのののの手帳手帳手帳手帳』』』』展展展展」」」」/ / / / 場所場所場所場所：：：：ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー（（（（2F2F2F2F 図書室前廊図書室前廊図書室前廊図書室前廊下下下下））））    

会期会期会期会期：：：：4444 月月月月 24242424 日日日日（（（（木木木木））））～～～～6666 月月月月 1111 日日日日（（（（木木木木）））） 

これを観れば「ポリフィーロの夢」がもっと面白くなる！ 4 月 19 日から 6月 29 日まで原美術館で開催の展

覧会「ポリフィーロの夢」との関連企画展。ニコラ ビュフの作品制作の過程に迫ります。 

 

●●●●デジタルデジタルデジタルデジタル展覧会展覧会展覧会展覧会「「「「アルベールアルベールアルベールアルベール・・・・カミュカミュカミュカミュ 1913191319131913－－－－2013201320132013 展展展展－－－－デジタルデジタルデジタルデジタル＆＆＆＆インタラクションインタラクションインタラクションインタラクション――――」」」」    

/ / / / 場所場所場所場所：：：：メディアテークメディアテークメディアテークメディアテーク（（（（2F2F2F2F 図書室図書室図書室図書室））））////    会期会期会期会期：：：：5555 月月月月 13131313 日日日日（（（（火火火火））））～～～～6666 月月月月 7777 日日日日（（（（土土土土））））    

昨年、『異邦人』や『ペスト』などで知られるアルベール・カミュの生誕 100 年を祝う記念イベントが世界各

地で開催されました。カミュは小説の他にも数多くの戯曲やエッセイ・評論を執筆し、1957 年にはノーベル

文学賞を受賞。その作品が湛える哲学的考察や普遍性が大きく評価されています。メディアテークでは、デ

ジタルという新たなツールを使い、その生涯と作品を紹介します。 

 

プログラムプログラムプログラムプログラムはやむをはやむをはやむをはやむを得得得得ぬぬぬぬ事情事情事情事情によりによりによりにより変更変更変更変更されることがありますされることがありますされることがありますされることがあります。。。。予予予予めごめごめごめご了承了承了承了承くださいくださいくださいください。。。。    


