
開館時間 - horaires d'ouverture
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

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

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

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

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。

第6回「哲学の夕べ」：1968年パリ五月革命をめぐって
2018年5月 19日（土）
会場：アンスティチュ・フランセ東京
6e Nuit de la Philo : 
le samedi 19 mai à l’Institut français du Japon - Tokyo

第6回「哲学の夕べ」：1968年パリ五月革命をめぐって
2018年5月 19日（土）
会場：アンスティチュ・フランセ東京
6e Nuit de la Philo : 
le samedi 19 mai à l’Institut français du Japon - Tokyo

Autour de mai 68Autour de mai 68



6/28（木） 対談

「ショーメ  時空を超える宝飾芸術の世界」
記念トークイベント
エスパス・イマージュ

Les Mondes de Chaumet : Rencontre avec 
les commissaires de l’exposition de haute 
joaillerie au musée Mitsubishi Ichigokan 
Espace images
フランスのハイジュエリーメ
ゾン「ショーメ」の伝統と歴
史を紹介する展覧会「ショー
メ 時空を超える宝飾芸術
の世界」の記念トークイベン
ト。登壇者：ギヨーム・ロビッ
ク（ショーメ）、アンリ・ロワ
レット（ルーヴル美術館名誉館長）、高橋明也（三菱一号
館美術館館長）
入場無料・要予約

4/20（金） 10：30-12：00 講演会

サブリナ・ウダイビ＝オリーヴ講演会：
フランス流テーブルアートの歴史
エスパス・イマージュ
L'Histoire des Arts de la table à la 
française, par Sabrina Houdaibi-Olive
Espace images
フランス流のテーブルアートの歴史を伝統、作法、デ
モンストレーションなどを通して探っていきます。
500円　フランス語のみ、B1レベル以上対象

4/17（火） 18：00-20：00 討論会

討論会：「オープンデータは社会を変えるか？」
Yahoo! LODGE
Débat d'idées ： Open Data, des données 
pour changer le monde ?
Yahoo! LODGE

6/9（土） 14：00-18：00 討論会

日仏討論会「 平和とダイバーシティ：
LGBTQの人々の大学での受入の促進」
国際基督教大学（ICU）
Débat franco-japonais : Paix et diversité, 
encourager l'intégration des personnes 
LGBTQ dans les universités
ICU - International Christian University
入場無料

6/23（土）～7/8（日） 講演会

「絵本の世界にようこそ！」
－パスカル・アンベールのフランス絵本展、
講演会、ワークショップ」
都立中央図書館（展覧会）、アンスティチュ・フランセ東京
（ワークショップ）

Voilà l'album !  Exposition de Pascal 
Humbert sur les livres jeunesse français, 
conférences et ateliers
Bibliothèque métropolitaine de Tokyo 
(exposition) et IFJ Tokyo (atelier)
入場無料

4月 AVRIL

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 modifi cations.

www.institutfrancais.jp/tokyo

6/1（金） 12:00-19:00 お祭り

フランスフェスタ
アンスティチュ・フランセ東京
France Festa :  Préparez votre prochain 
voyage en France !
IFJT 
フランスから町や地方の観光局を迎え、フランスを
旅する楽しさをイベントを通じてご紹介します。
入場無料
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6/23（土） 12:00-21:00 お祭り

音楽の日2018
アンスティチュ・フランセ東京
Fête de la Musique
IFJT 
「音楽はすべての人のもの」という趣旨に則り、ジャ
ンルやプロ・アマチュアを問わず、皆で音楽を聴い
て、演奏して、楽しむお祭りです !
入場無料
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4/26（木） 19:00-21:00 対談

日仏対談シリーズ「ル・ラボ」 vol. 19：
ルイーズ・ルモワンヌ&イラ・ベカ（アーティスト）
エスパス・イマージュ
Le labo vol.19 : Louise Lemoine & 
Ila Bêka (artistes vidéastes)
Espace images
ヴィラ九条山に滞在しリサーチを行っているルイー
ズ・ルモワンヌ&イラ・ベカが、建築と物語りとビデオ
アートを巡る彼らの研究を紹介します。
一般1000円、学生 ·会員無料

5/10（木） 音楽

ラ･フレンチ・マニフィック
アンスティチュ・フランセ東京
Reims - La French Magnifi que - 
Tokyo Showcase Orelsan 
IFJT 
フランスで開催されている音楽イベント「ラ・フレンチ・
マニフィック」が東京にやってきます。ラッパー、オレー
ルサンのショーケースや、ヴラジミール・コシュマール
のDJセットをお楽しみください。。
入場無料

5/17（木）～6/10（日） 展覧会

展覧会：五月革命について
ギャラリーとホール
Exposition autour de Mai 68
Galerie et Hall
ギャラリー ASAKUSAとの協働による、五月革命に
因んだ展示を行います。
入場無料

5/12（土）～ 映画

映画特集「1968年パリ五月革命をめぐって」
エスパス・イマージュ
Cycle cinéma： Autour de mai 68
Espace images
一般1200円、学生800円、会員500円

5/19（土） お祭り

第6回「哲学の夕べ」：1968年パリ五月
革命をめぐって
アンスティチュ・フランセ東京
6e Nuit de la Philo : Autour de Mai 68
IFJT 
アートとの刺激的な対話を通して哲学にアプローチす
る一夜。講演会、展示、パフォーマンスやライブなどの
イベントを通して、五月革命が日本やフランスに与え
た文化的・思想的遺産について考えます。
入場無料

5月 MAI

6月 JUIN
6/14（木）～7/15（日） 映画

展覧会／特集上映
ゴーモン映画 ～映画誕生と共に歩んできた歴史～
エスパス・イマージュ
Gaumont, depuis que le cinéma existe 
Projections et exposition
Espace images
1895年に創立され、120年以
上経った現在まで、映画の製
作、創造活動を続けるゴーモ
ンの歴史を展覧会（6月14日
～ 7月 14日）、特集上映で振
り返ります。
一般1200円、学生800円、
会員500円
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4/8（日） 映画

シネ・リセ 中高生向け映画講座
エスパス・イマージュ
Ciné Lycée – Lycéens, tous au cinéma !
Espace images
10代の観客たちに向けた講座『シネ・リセ』春休み編で
す。4月は最近話題になったドキュメンタリー映画を
上映します。上映の前後には作品の背景や映像、演出
の効果などを講師が解説し、映画への理解を深めます。
500円
中学生以上、20歳以下対象
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Dior et moi

4/1（日）～4/15（日） 映画

第21回カイエ・デュ・シネマ週間
エスパス・イマージュ
21es Semaines des Cahiers du Cinéma
Espace images
『カイエ・デュ・シネマ週間』では、毎年アンスティ
チュ・フランセ日本とフランスの伝説的映画雑誌「カ
イエ・デュ・シネマ」誌が提携し、現在の映画を語るべ
く、選りすぐった作品をご紹介しています。
一般1200円、学生800円、会員500円

『
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L'Amant d'un jour

4/13（金） 18：30-20：30 ワークショップ

『闇の心』日本国際漫画賞受賞作家
ラウラ・イョーリオとロベルト・リッチ
のトークショーとライブドローイング
メディアテーク
Rencontre et live-drawing avec Laura 
Iorio et Roberto Ricci, lauréats du Prix 
International du Manga en 2017
Médiathèque

入場無料

のトークショーとライブドローイング
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