
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

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〉
火−日曜日11:45-14:30（L.O.）/18:00-21:00（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

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。

4/24（金）→5/6（水・祝）
6 ヶ国 9作品を GWに静岡で上演
フランス出身の演出家ダニエル・ジャンヌトーによる

SPAC 新作『盲点たち』4/25（土）、5/2（土）、4（月・祝）、5日（火・祝）
演出：ダニエル・ジャンヌトー
作：モーリス・メーテルリンク（『群盲』より）
出演：SPAC ほかご予約・お問い合わせ

SPAC チケットセンター
TEL. 054-202-3399 （10:00-18:00）

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。

協賛・協力 / Remerciements  : 

写真：Chassol のアルバム「Big Sun」より 
ミュージシャン Chassol は 2015 年 5 月 30 日に開催される
第 3 回「哲学の夕べ」に出演します。
La photo de couverture est issue des visuels de 
l'album Big Sun, de Chassol, qui se produira à 
l'occasion de la 3e Nuit de la philo, le 30 mai 2015

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

www.institutfrancais.jp/tokyo



25 （土）, 5/2, 5/4, 5/5
ダニエル・ジャンヌトー『盲点たち』
SPAC ふじのくに⇄せかい演劇祭 2015
日本平の森

Les Aveugles, mise en scène par Daniel 
Jeanneteau, dans le cadre du SPAC
Fôret de Nihon-daira 
主催・お問い合わせ www.spac.or.jp

 5月 MAI

3 （日）-6 （水・祝） 

クレール・リュファン
「眠れない…－ L’insomnante」

東京芸術劇場
L'Insomnante de Claire Ruffin
Tokyo Metropolitan Theatre 
主催・お問い合わせ www.geigeki.jp

3 （日）-6 （水・祝） 

ジョゼ・モンタルヴォ
「アサニシマサ～魔法の呪文」

東京芸術劇場
Asa Nisi Masa de José Montalvo
Tokyo Metropolitan Theatre 
主催・お問い合わせ www.geigeki.jp 

12  （火） -30（土）

エコール・デ・ロワジール
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
入場無料
"Les 50 ans de l'école des loisirs"
IFJT - Médiathèque

フランスを代表する絵本・児童文学の出版社「エコー
ル・デ・ロワジール」の創立 50 周年を記念した展覧会。

14 （木） 19:00
ル・ラボ vol. 2：ジャン＝リュック・
ヴィルムート（アーティスト）
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.2 : Jean-Luc Vilmouth, artiste
IFJT - Espace Images

 6月 JUIN

12 （金）

オール・ピスト東京 2015
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Hors Pistes Tokyo 2015
IFJT - Espace Images
主催・お問い合わせ www.horspistestokyo.com

フランス・パリを代表する文化複合施設、ポンピドゥー
センター が毎年冬に開催している Hors Pistes との共
催で、アート・映像を多角的に紹介するフェスティバ
ルです。

20 （土） 12:00-22:00
音楽の日
アンスティチュ・フランセ東京　中庭・野外ステージ
入場無料／飲食有料
Fête de la musique
IFJT - Jardin et scène extérieure

 

24 （水） 19:00
ル・ラボ vol. 3：
ドミニク・オヴレー（映像編集）
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.3 : Dominique Auvray, monteuse
IFJT - Espace Images 

 4月 AVRIL

16 （木） 19:00
ル・ラボ vol. 1：ダニエル・ジャンヌトー

（演出家）× 内藤礼（美術家）
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.1 : Rencontre entre Daniel Jeanneteau, 
metteur en scène et Rei Naito, plasticienne  
IFJT - Espace Images 

18 （土） 10:00-12:00
イラストのワークショップ：アナ・ゾマー
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
参加費 ¥2,000

Atelier avec Anna Sommer
IFJT - Médiathèque 

21 （火） -5/10（日）

「ベルナール・シュネーズ」風刺画展
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
入場無料
Exposition de caricatures de Bernard Chenez
IFJT - Médiathèque 

本展関連イベントとして、4 月 25 日（土）10:00-12:00
にベルナール・シュネーズによる一コマ漫画のワーク
ショップがあります。（参加費 ¥2,000、要予約）

25 （土） 17:00 映画/ 19:00 討論会

「私はシャルリー」：
風刺画にオブラートは必要か？
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

"Je suis Charlie" : caricatures et dessins de 
presse avec ou sans filtre ?　
IFJT - Espace Images 

ドキュメンタリー映画『C'est dur d'être aimé par des 
cons （ばかに愛されるのもつらい）』の上映と、日本と
フランスの風刺画家、山井教雄とベルナール・シュネー
ズと、朝日新聞論説委員の井田香奈子による討論会。

15  （金） 19:00
アブドゥラマン・アリワベリ講演会
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
Conférence de Abdourahman A. Waberi
IFJT - Espace Images 

17, 23, 6/5, 6, 13, 14, 21, 26
フランス映画祭プレイベント

「思春期 -30 年代から現代までのフラ
ンス映画の中の若者たち」
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

Les Beaux Gosses - La jeunesse dans le 
cinéma français des années 30 à nos jours
IFJT - Espace Images 

19 （火）-22（金）  20:30 ライブ

ブラスリー・ライブ　ザザ・フルニエ
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー
ライブのみ：一般 ¥2,000、学生 ¥1,500、会員無料　
ディナー＆ライブ：¥1,000 ＋ディナー料金
Brasserie en scène : Zaza Fournier
IFJT - Brasserie

30 （土）14:00-22:00
第3回「哲学の夕べ」：生きた貨幣
アンスティチュ・フランセ東京
入場無料
3e Nuit de la philo - La Monnaie vivante
IFJT

アートと哲学、感覚と思索の刺激的な対話を通し、
哲学にアプローチする一夜。展示、上映会、講演会、
アトリエ、パフォーマンスをお愉しみいただけます。

Les labos de la création
「ル・ラボ」とは？

2015 年 4 月より始まる新しい対談シ
リーズ。日本とフランスのアーティス
トや思想家、批評家等を迎え、ビジュ
アルアート、舞台芸術、映画など、幅
広いジャンルにおける現代のクリエー
ションについて議論します。
L’Institut français du Japon – Tokyo inaugure 
à partir d’avril 2015 un nouveau cycle de 
rencontres, intitulé les labos de la création.
Par le dialogue et le croisement de points de 
vue d’intervenants français et japonais, ces 
rencontres s’attachent à mettre en lumière 
le travail d’artistes et de penseurs de la 
scène contemporaine. 

ル・ラボ

パートナーイベント

映画・討論

演劇

パートナーイベント
ヌーヴォー・シルク

パートナーイベント
ダンス

ル・ラボ

ル・ラボ

書籍・文学

フェスティバル

お祭り

ワークショップ

© Sylvain Lefeuvre

ル・ラボ

© Anna Sommer

© Jean-Luc Vilmouth

© DR

© DR

© DR

© Japanexperterna.se

© DR
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