
第 4 回「哲学の夕べ」にて、ジュリー・ステファン・チェンとトマ・ポンスによる展覧会を開催します。
 La Pluie à midi, de Julie Stephen Chheng et Thomas Pons

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。

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  : 

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
Peatix : ifjtokyo.peatix.com

www.institutfrancais.jp/tokyo



14 （木） ・15 （金）20:30 ライブ

ブラスリー・ライブ：オード・エヌヴィル
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー
デイナー＋ショー：¥4,500 円 （コース込み）
ライブのみ：一般 ¥2,000、学生 ¥1,500、会員 無料
Brasserie en scène : Aude Henneville
IFJT – La Brasserie

音楽番組「The voice」に出演し、大注目されたオード・
エヌヴィル。彼女の快進撃はこれからも続きます !

4/15 （金） ～ 7/9 （土） 

恋愛のディスクール　映画と愛をめぐる
断章
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
Fragments d’un discours amoureux : 
le cinéma et l’amour
IFJT – Espace Images

映画はいかに「愛」を可能としてきたのでしょうか？リ
ヴェット、ロメール、ギトリ、ラリユー兄弟…バルトの
導きとともに、さまざまな観点から愛についての映画史
を辿ってみましょう。

21 （木） ～28 （木） 

エスモードジャポンの学生による最新作
ファッション展
アンスティチュ・フランセ東京　ギャラリー
入場無料
Exposition des nouvelles créations des 
étudiants de l'école ESMOD Tokyo
IFJT - Galerie

 5月 MAI

5/26 （木）～6/19 （日） 

ジュリー・ステファン・チェンとトマ・
ポンスによる展覧会『FICTION(S)』
アンスティチュ・フランセ東京　ギャラリー
入場無料
Fiction(s) : une exposition de Julie Stephen 
Chheng et Thomas Pons, résidents de la 
Villa Kujoyama
IFJT - Galerie

京都ヴィラ九条山のレジデンスアーティストであるデ
ザイナー、イラストレーターのジュリー・ステファン・
チェンとトマ・ポンスによる、日常のオブジェの中に
フィクションを生み出す、2D アニメーションと拡張現
実を融合させた作品。

協力：ヴィラ九条山

28 （土） 14:00-23:00
第４回「哲学の夕べ」－フィクション
アンスティチュ・フランセ東京　
入場無料
La Nuit de la philo : Fiction(s)
IFJT 

「哲学の夕べ」は、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イベントです。
今年は「フィクション」をテーマに、講演会、パフォー
マンス、上映会、対談、ライブコンサートなど、多彩な
プログラムをお届けします。
参加アーティスト・哲学者（予定）：國分功一郎、星野太、
千葉雅也、Pierre Fasula、Thierry Hocquet、野上絹代、ジル・
スタサール、小野田賢三、ジョアンヌ・スワルトヴァゲー
ル、ジュリー・ステファン・チェン、トマ・ポンス、他

助成：アンスティチュ・フランセ パリ本部、笹川日仏財団
協力：法政大学、ヴィラ九条山

 4月 AVRIL

9 （土） 10:00-12:00
ファビエンヌ・ジョンカによるワｰク
ショップ ： 旅の文学、レユニオン島へ
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
¥2,000（要予約 / 定員 12 名） ℡ : 03-5206-2560
Atelier d’écriture avec Fabienne Jonca : 
récits de voyage vers La Réunion
IFJT - Médiathèque

フランスの海外県であるレユニオン島で暮らす作家、
ファビエンヌ・ジョンカによる文章のワークショップ。
フランス語レベル B1 以上の方が対象です。

13 （水） 19:00–21:00
対談： ユベール・アダッド × 立花英裕
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
Rencontre: Hubert Haddad et Hidehiro 
Tachibana
IFJT – Espace Images

チュニジア出身のフランスの作家、ユベール・アダッド
を迎え、エクリチュール、文芸活動、インスピレーショ
ンの源泉である日本への思いについてお話をうかがいま
す。

17 （日） 10:00–12:00
アレックス・バラディによる BD のワー
クショップ
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
¥2,000 (定員12名、要予約)　℡: 03-5206-2560
Atelier de BD expérimentale avec Alex 
Baladi
IFJT – Médiathèque

スイスからアレックス・
バラディを迎え、形式上
の制約を設けた「実験的
BD のワークショップ」
を開催します。

© DR

※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。
Programme sous réserve de modifications.
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9（木） ・10 （金）20:30 ライブ

ブラスリー・ライブ：ジョー・ベル
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー
デイナー＋ショー：¥4,500 円 （コース込み）
ライブのみ：一般 ¥2,000、学生 ¥1,500、会員 無料
Brasserie en scène : Joe Bel
IFJT – La Brasserie

ポップ、ソウルミュージック、フォークソングに魅惑的
なハスキーボイス !

16（木）19:00
ル・ラボ vol.12：ナターシャ・ニジッ
ク（映像作家）×䑓丸謙（研究者）
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.12 : rencontre avec Natacha 
Nisic et Ken Daimaru, résidents de la Villa 
Kujoyama
IFJT - Espace Images

京都ヴィラ九条山のレジデンスアーティストである映
像作家のナターシャ・ニジックと䑓丸謙との対談を行い
ます。

協力：ヴィラ九条山

25（土）10:00-20:00
音楽の日 2016
アンスティチュ・フランセ東京
入場無料 / 飲食有料
Fête de la musique 2016
IFJT

フランスで夏の到来を祝う恒例イベント、「音楽の
日」を今年も東京で開催します。

お祭り
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フランコフォニーのお祭り
国境を越え、フランス語を話す9億人
の人々で繋がる広い世界フランコフォ
ニーの多彩な文化を紹介する祭典。
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