
Gaumont, depuis que le cinéma existe

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。

ゴーモン映画～映画誕生と共に歩んできた歴史～
2018年6/14日（木）～ 7/22（日）
会場：アンスティチュ・フランセ東京
                 , de Mélanie Laurent (2014), dans le cadre de la rétrospective  

du 14 juin au 22 juillet

ゴーモン映画～映画誕生と共に歩んできた歴史～
2018年6/14日（木）～ 7/22（日）
会場：アンスティチュ・フランセ東京
                 , de Mélanie Laurent (2014), dans le cadre de la rétrospective  

du 14 juin au 22 juillet

RespireRespire

写真：映画『呼吸－友情と破壊』（2014年）監督：メラニー・ロラン © GAUMONT



9/25（火） 13：30-17：00 建築

「人間のための建築」
パリ展帰国シンポジウム
エスパス・イマージュ
Symposium, « Une architecture pour l’Homme »
Espace images
一般1,000円、会員・学生無料

7月 JUILLET

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

9/6（木）～30（日） 展覧会

『坂倉準三：PARIS 1937 － TOKYO 1966』展
アンスティチュ・フランセ東京 、ギャラリー
Exposition « Junzô Sakakura : 
PARIS 1937 – TOKYO 1966 »  
IFJT Galerie
建築家坂倉準三による「パリ万博日本館」の建設から
80年の節目となる2017年、国際交流基金パリ日本
文化会館にて『坂倉準三：人間のための建築』展が開催
されました。坂倉準三の設計思想を感じられるアン
スティチュ・フランセ東京では、「パリ万博日本館」が
戦後の日本の近代建築に与えた影響について再考す
るシンポジウムと展示を開催します。またアンスティ
チュの建物に関連する資料も紹介します。
入場無料

9月 SEPTEMBRE

8月 AOUT

8/25（土）、9/1（土）、9/8（土）、 映画

9/15（土）
シネ・リセ　vol.4
エスパス・イマージュ
Ciné Lycée vol.4
Espace images
10才の観客たちに向けた特別講座の第四回、夏-秋編。
クラシックの傑作や未公開の新作などを鑑賞し、講師
による解説を交えながら、映画への理解を深めます。
500円、中学生以上、20歳以下対象

6/14（木）～7/22（日） 映画

ゴーモン映画～映画誕生と共に歩んできた歴史～
アンスティチュ・フランセ東京
Rétrospective Gaumont, depuis que le 
cinéma existe
IFJT
フランスの名だたる映画監督たちの作品を手掛け、フ
ランスの映画史を塗り替えてきたゴーモンの歴史を
辿るべく、映画黎明期から現在に至るまで、日本未公
開作を含めたゴーモン映画の傑作セレクションをお
届けします。
一般：1200円　学生 /ジャック&ベティ会員：800円　
アンスティチュ・フランセ会員：500円

6/14（木）～7/29（日） 展覧会

『Gaumont 映画誕生と共に歩んできた歴史』展
アンスティチュ・フランセ東京
Exposition : Gaumont, depuis que le 
cinéma existe
IFJT
本展覧会では、1000本以
上におよぶゴーモン映画
の代表作から、映画のポス
ターや名シーンの上映など、
Gaumontのアーカイブなど
を特別に展示し、ゴーモン映
画が映画誕生と共に歩んで
きた歴史を辿る旅へと誘い
ます。
入場無料
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7/14（土） 15：00-20：00 お祭り

パリ祭2018
アンスティチュ・フランセ東京
Pari Saï 2018
IFJT
日本では「パリ祭」の名で知られる、フランスの祝日 
« Fête nationale française »（フェット・ナショナル・
フランセーズ）。毎年この日フランスでは、全国で「バ
ル」（ダンス・パーティ）が行われ、盛大に祝われます。
今年もアンスティチュ・フランセ東京では、そのバル
を再現。乾杯の挨拶があります。他にもペタンク大会、
ダンスアトリエ、子供向けアトリエやパフォーマンス
など、子供から大人まで楽しめる様々な企画をご用意
しています。
入場無料
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7/20（金）～22（日） 子ども向けパフォーマンス
ジェス・リュカ『エレクトロニックな夢』
座・高円寺
Rêverie électronique, de Jesse Lucas
Za-Koenji
今日の子守唄は、モジュラーシンセサイザーから流れ
る音楽の旅。動物の声、雨だれ、さざ波……、大自然の
音がちりばめられたエレクトロニック音楽を聴きな
がらお昼寝しましょう。子どもも大人も音楽につつま
れて、身体も心も開放される心地よいひとときをお過
ごしください。（おすすめ：6ヶ月より）
大人（18歳以上）2,500円、子ども（小学生以上）1,500円、
未就学児500円
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urobushi7/21（土）～23（月） コンテンポラリー・サーカス

ガラピア・シルク『マラソン』
座・高円寺
Marathon, de la compagnie Galapiat Cirque
Za-Koenji
サボテンや風船、鋭いナイフ。綱渡りも、ジャグリン
グやアクロバットも音楽の演奏も、すべて一人で行う
サーカス・アーティストのセバスティアン。観客を巻
き込んだ、ひとりサーカス、パンクでポエティックな
超人的舞台にようこそ！（おすすめ：6歳以上）
大人（18歳以上）2,500円、子ども（小学生以上）1,500円、
未就学児500円
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7/24（火） 19：00 対談

エマニュエル・ユイン（振付家）と 
石井達朗（舞踊評論家）による対談
エスパス・イマージュ
Rencontre entre Emmanuelle Huynh (chorégraphe) 
et Tatsuro Ishii (critique de danse) 

Espace images
「Responding to Ko Murobushi」共同企画。造形作家
や音楽家など、異なった分野のアーティストとの共同
作業を精力的に行う振付家エマニュエル・ユインと、舞
踊評論家の石井達朗を迎え対談を行います。室伏鴻を
はじめとする舞踏家たちとユインとの関わりや、二人の
今後の展望について話を伺います。司会はパトリック・
ドゥヴォス（東京大学）がつとめます。
一般1,000円、会員・学生無料

9/29（土） 10：00-12：00 イベント

ワークショップ　フランス街歩き⑤
ロワールのお城
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
Les petites escapades de l’Institut 
– La Loire
IFJT  Médiathèque
様々な歴史の舞台となってきた、ロワール河畔のお城を
ご紹介します。フランス語のミニレッスンもお楽しみく
ださい。
2000円、要予約(定員20名、フランス語の知識は必
要ありません)
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9/29（土）、30（日） お祭り

第10回美食の祭典
アンスティチュ・フランセ東京
Journées du goût 2018
IFJT 
世界でも評価の高いフランス文化である美食（ガスト
ロノミー）は、私たちの文化遺産であり、また、日常生
活を楽しむために不可欠なものとなっています。アン
スティチュ・フランセ東京では、9月の最終週末に「第
10回美食の祭典」を開催いたします。毎年秋に開催さ
れる本イベントでは、美食文化に関する多彩なプログ
ラムで、テーブルでお楽しみいただける料理からアー
トまで、味わい豊かで特別な2日間をお届けします。
入場無料

Installation culinaire de l'artiste Lei Saito (journées du goût 2017)
レイ・サイト氏によるグルメインスタレーション
（第 9回美食の祭典）
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