
第５回「デジタル・ショック」にて、フランス人アーティストのアラン・ビュブレックスによる展覧会を開催します。
Photo : Alain Bublex - cité Lenine (Aerofiat 5.1 et 1.0 stationnées devant un immeuble), 2010 
courtoisie de la galerie Georges-Philippe et Nathalie Vallois
(c) Alain Bublex

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

www.institutfrancais.jp/tokyo



 2月 FEVRIER

5 （金）-14 （日）

第 19 回カイエ・デュ・シネマ週間
「追悼 シャンタル・アケルマン特集」

アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
一般 ¥1,200、学生 ¥800、会員 ¥500

Rétrospective Chantal Akerman
IFJT - Espace Images

2015 年 10 月に突然この世を去った女性映画監督の先
駆者、シャンタル・アケルマンの追悼上映を行います。
協力：第８回恵比寿映像祭

10（水）19:00
サーダン・アフィフ＆ Her Ghost Friend
によるライヴ・パフォーマンス
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
一般 ¥1,500、学生・会員 ¥1,000

Concert live de Saâdane Afif et Her Ghost Friend
IFJT - Espace Images

展覧会『“TOKYO” 見えない都市を見せる』（会場：
東京都現代美術館）のフランス人出展アーティスト、
サーダン・アフィフを迎え、日本人電子ポップユニッ
ト Her Ghost Friend と、VJ SphinkS とのスペシャル
ライブコンサートを開催します。　
共催：東京都現代美術館

19（金）-3/21 （月・祝） 

第５回「デジタル・ショック」
―フュチュラマ（未来展望）―
Digital Choc 2016 : Futurama

メディアアートや新感覚の映像の分野での、創造性の
広がりを紹介するフェスティバル。2016 年は、日本と
フランスにおける「イノベーション・イヤー」でもあ
ります。新しいテクノロジーが生み出す未来について、
私たちはどのような想像（展望）ができるのかという
テーマを中心に、多彩なプログラムをお届けします。

アンスティチュ・フランセ東京、東京シティビュー、他
IFJT, Tokyo City View et autres lieux

協力：第 19 回文化庁メディア芸術祭、
Media Ambition Tokyo、Art, Media & I, Tokyo  

19（金）  20:00 -
「デジタル・ショック」 オープニングライブ

SuperDeluxe
※詳細はウェブサイトやチラシをご確認ください。
Concert d'ouverture de Digital Choc
SuperDeluxe 

アートと建築、身体と空間、ハイテクノロジーとローテ
クノロジーなど、境界を行き来する作品を発表し、国
際的にも高い評価を得ているフランス人アーティスト

「1024 Architecture」をはじめ、ヨーロッパや日本のアー
ティストらによる映像と音楽のパフォーマンス・ライブ。

 3月 MARS

19 （土）-21 （月・祝）

シネマ・コンサート
『リック・ザ・キューブ 時の冒険』

座・高円寺   http://za-koenji.jp/
一般¥2,500、こども（小学生以上）¥1,500、未就学児¥500
要予約　
Rick le Cube, un road-movie audiovisuel par Sati
Théâtre Za Koenji 

ニワトリから生まれた四角いタマゴのリックの大冒険。
アニメーション映像に、アコースティックやエレクト
ロミュージック、さまざまサウンドや特殊効果が加わっ
た、大人も子ども楽しめるライブパフォーマンス。
提携：NPO 法人劇場創造ネットワーク／座・高円寺

24（木）  19:00
ル・ラボ vol.10：ハリー・グリエール

（写真家）を迎えて
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.10 : rencontre avec Harry 
Gruyaert, photographe
IFJT - Espace Images

二十歳のときに祖国ベルギーを出て、以降、写真を通し
て知識や官能性についての探究を続けるハリー・グリエー
ルを迎え、日本人アーティストとの対談を行います。
共催：マグナム・フォト東京支社

 12月 DECEMBRE

17 （木） 19:00
ル・ラボ vol.9：ピエール＝ジャン・ジルー

（映像作家）×マニュエル・タルディッツ
（建築家）　司会：砂山太一
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.9 : rencontre entre Pierre-Jean 
Giloux, artiste et Manuel Tardits, architecte
IFJT - Espace Images

京都ヴィラ九条山のレジデンスアーティスト、ピエール
＝ジャン・ジルーによる、都市や社会のリアリティーを
テーマとするプロジェクトを巡る対談。

 1月 JANVIER

14 （木）-31 （日） 

鈴木のぞみ個展『去りにし日々の光』
アンスティチュ・フランセ東京　ギャラリー
入場無料
The Light of Other Days : une exposition de 
Nozomi Suzuki
IFJT - Galerie

アートアワードトーキョー丸の内 2015―在日フランス
大使館賞を受賞した鈴木のぞみによる個展。写真術を
用いて、何気ない日常の事物に潜在している記憶のよ
うな潜像を可視化しようとする作品群。
共催：三菱地所株式会社

22 （金）-24 （日）

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 2016
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

My french film festival sur grand écran !
IFJT - Espace Images

オンライン映画祭「マイ・フレンチ・フィルム•フェスティ
バル」から過去の人気作品や今年の配信作品をスクリー
ンでご紹介！  www.myfrenchfilmfestival.com

共催：ユニフランス・フィルムズ

ル・ラボ

© 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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25 （金）-4/17 （日）

セバスチャン・ルベーグによる展覧会
『ニューカレドニア・カナックの慣習』

アンスティチュ・フランセ東京　ギャラリー
入場無料
Coutume kanak : 
une exposition de Sébastien Lebègue
IFJT - Galerie

写真家・イラストレーターのセバスチャン・ルベーグ
による、写真や水彩画によるルポルタージュ。現地を
歩き回りさまざまな出会いを通して、カナックの伝統
的な生活が的確にとらえられています。

26（土）  10:00 -
フランコフォニーのお祭り
アンスティチュ・フランセ東京
入場無料 / 飲食有料
Journée de la francophonie 2016
IFJ

フランコフォニー諸国の飲食ブースやライブコンサー
ト、ワークショップや映画上映会など、充実したひと
ときをお過ごしください。

26 （土）-4/2 （日）

フランコフォニー映画祭
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

Festival du film francophone
IFJT - Espace Images

ヨーロッパ、アメリカ、アフリカと大陸を横断するフ
ランス語圏の国や地域の多彩で豊かな文化を映し出す
映画を上映します。

音楽
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お祭り
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展覧会

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。各国の味覚、音楽、美食、文学、
芸術、映画そして言語を発見して頂け
る世界一周の旅へ皆様をご招待します。

© Harry Gruyaert / Magnum Photos


