アートアワードトーキョー丸の内 2017 フランス大使館賞 奥村彰一個展『仙界模様』
1 月 10 日（水）〜27 日（土）
会場：ギャラリー
Exposition de Shoichi Okumura, lauréat du prix Art Award Tokyo Marunouchi 2017
du 10 janvier au 27 janvier à la galerie de lʼInstitut

アンスティチュ・フランセ東京

開館時間 - horaires d'ouverture

東京・飯田橋にあるフランス政府公式の語
学学校・文化センター。
初心者からバイリンガルレベルまでのフラ
ンス語講座が毎学期用意されています。

フレンチ・レストラン〈ラ・ブラスリー〉
ご予約・お問い合わせ：03-5206-2741

Institut français du Japon - Tokyo

お問い合わせ - renseignements

Tel : 03-5206-2500
 tokyo@institutfrancais.jp
アンスティチュ・フランセ東京
institut_tokyo
institut_tokyo
ifjtokyo.peatix.com

www.institutfrancais.jp/tokyo

奥村彰一「連年豊作吉祥図」
（2017 年）

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

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。

1 / 10（水）

1 / 19（金）〜 1 / 26（金）

2 月 FÉVRIER

映画

ジャンヌ･モロー追悼特集

対談

2 / 2（金）〜 2 / 4（日）

エスパス・イマージュ

Hommage à Jeanne Moreau en 6 ﬁlms :
Jeanne Moreau, une star immortelle

『歴史とフィクション、
日仏作家の交差する
眼差し、
パスカル・ローズと中島京子』
Rencontre : Histoire et fiction - regards
croisés de deux romancières , Pascale
Roze et Kyoko Nakajima

『天使の入江』
（1963）

映画

「世界のすべての記憶」
特集
エスパス・イマージュ

Festival Toute la mémoire du monde, en
6 grands ﬁlms classiques français

1 / 20（土）16 : 00-21: 00

Espace images

広島国際映画祭 2017 で好評を博した、シネマテーク・
フランセーズ特集の計 6 作品をアンコール上映。
一般 1,200 円、学生 800 円、会員 500 円

文学

第1回 読書の夕べ

シネ・リセ vol.2

一般1,200円、学生800円、
会員500円

Les petites escapades de l’Institut - Marseille
Médiathèque

2 / 9（金）〜 3 / 4（日）

1 / 25（木）19 : 00

対談

10 代の観客たちに向けた特別講座の第二回、冬休み
編。クラシックの傑作と未公開の新作を鑑賞し、講師
による解説を交えながら、映画への理解を深めます。

日仏対談シリーズ
「ル・ラボ」vol.17：
中銀カプセルタワービルの影響

500 円
中学生以上、20 歳以下対象

Le Labo vol.17 – L’effet Nakagin
(architecture) :
Chloé Fricout, Thibault Capéran et
Yuko Nagayama

2,000 円 定員 15 名、要予約：03-5206-2560

メディアアート

Digital Choc 2018 - Spaceship Earth
Festival d’arts numériques

Espace images

歴史的地中海の街、マルセイユとその地方をご紹介。
フランス語のミニレッスンもお楽しみください。仏語
の知識は必要ありません。

第7回 デジタル・ショック

Espace images et autres

入場無料

アンスティチュ・フランセ東京、他

IFJT et autres

展覧会やライブ、対談などを通して、最先端のメディ
アアートを紹介するフェスティバル。第 7 回目を迎え
る今年のテーマは
『スペースシップ・アース（宇宙船
地球号）
』
。地球を一つの宇宙船に見立て、私たちはそ
こに乗り合わせる乗組員と考えたとき、限りある資
源はどのように使われるべきなのでしょうか。地球
号のいまを見つめなおし、体感できるような作品を
ご紹介します。

3 月 MARS
3 / 8（木）19:00

エスパス・イマージュ

Le Labo vol. 18 : Anthropologie des Mondes de la Mode
Espace images

日本とフランスにおけるモードとファッションの社会
学的、かつ人類学的課題をテーマとする対談。

Espace images

展覧会

ギャラリー

Exposition de Shoichi Okumura, lauréat du
prix Art Award Tokyo Marunouchi 2017

一般 1,000 円、会員・学生無料
協力：TOKAS
講演会

マチュー・セゲラ講演会
『ピエール・スラージュの見た日本』
エスパス・イマージュ

Conférence de Matthieu Séguéla :
Le Japon de Pierre Soulages
Espace images

中国の伝統的な山水画と現代的なテーマを融合させ
た、高い技術力に裏打ちされた奥村彰一の作品展。

歴史家、日仏会館研究員のマチュー・セゲラが、長い間
日本と深いつながりを築いてきたフランス人現代画家
のピエール・スラージュについて講演。

入場無料
協力：三菱地所
（株）

500 円
フランス語のみ、レベル B2 以上対象

Galerie

3 / 24（土）

2 / 9（金）20 : 00

音楽

MeCA &「デジタル・ショック」
オープニング・ライブ

お祭り

フランコフォニーのお祭り
中庭

Fête de la Francophonie

Jardin

多様性に満ちたフランフォフォニー（フランス語圏）
各
国の音楽やダンス、食べものなどを楽しめるお祭り。
入場無料 / 飲食有料

渋谷 WWW / WWW X

Concert : MeCA & Digital Choc
Opening Live
Shibuya WWW / WWW X
映像と音響が融合する瞬間を、時代を超越するインター
ナショナルなラインナップで紹介するライブイベント。

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。
詳細はウェブサイトをご確認ください。
Programme sous réserve de modifications.

www.institutfrancais.jp/tokyo

レティシア・ダナ ライブ（2017）

アートアワードトーキョー丸の内2017
フランス大使館賞 奥村彰一個展『仙界模様』

一般 1,000 円、会員・学生無料

都市のイマジネーションと現代アートと建築の関係性
を巡る、フランス人キュレーターのクロエ・フリクと
ティボー・カペラン、建築家の永山祐子による鼎談。
©Studio JL

『美しい季節』
（2015）

1 / 10（水）〜 1 / 27（土）

対談

日仏対談シリーズ「ル・ラボ」vol.18：
モードとファッションの人類学

エスパス・イマージュ

1 / 27（土）17: 00

ワークショップ

メディアテーク

第7回
「デジタル・ショック」

1re Nuit de la Lecture, le plaisir de la lecture
à voix haute, de l’écoute et de la littérature

エスパス・イマージュ

Ciné Lycée vol.2

2 / 24（土）

フランス街歩き『マルセイユ』

エスパス・イマージュ、他

詩、児童文学、朗読劇、日仏二言語での朗読、演奏付の
朗読など、さまざまな形で、声に出して読む楽しみ・聴
く楽しみを体感してみてください。

映画

有料・要予約 主催：シアターコモンズ

©DR

1 / 6（土）、1 / 14（日）

演劇にまつわる常識を、哲学的かつ遊戯的な手つき
で解体し、観客と共有する3日間連続のレクチャーパ
フォーマンス。

マイ・フレンチ・フィルム・フェ
スティバル（MyFFF）の過去に
配信された話題作と最新作を
ピックアップして上映。フレッ
シュなフランス映画をお楽し
みください。

同時通訳付

1 / 5（金）〜 1 / 13（土）

SHIBAURA HOUSE

Espace images

1996 年ゴンクール賞受賞のパスカル・ローズと 2010
年直木賞受賞の中島京子が、小説と歴史、文学と私た
ちの生きる世界の関係などについて対話します。
入場無料
フランス語 / 日本語

Lectures performances sur le théâtre de
Julien Fournet (l’Amicale de Production)

MyFrenchFilmFestival.com sur grand écran

一般 1200 円、学生 800 円、会員 500 円

Espace images

SHIBAURA HOUSE

エスパス・イマージュ

2017 年 7 月 31 日に 89 歳で他界したジャンヌ・モロー
の代表作を上映し、その不滅の魅力に迫ります。

演劇

ジュリアン・フルネ（アミカル・ド・プロダクション）
によるレクチャーパフォーマンス
「友よ、いざ休息の時は来た」

映画

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

Espace images

エスパス・イマージュ

2 / 23（金）〜 2 / 25（日）

アンスティチュ・フランセ東京 - 文化プログラム 2018 冬｜PROGRAMME HIVER 2018

1 月 JANVIER

