
カンパニー・ノン・ノヴァ『牧神の午後 version1』
Le spectacle  « L’Après-midi d’un foehn version 1 » de la compagnie Non Nova 
© Jean-Luc Beaujault 

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
      ifjtokyo.peatix.com

www.institutfrancais.jp/tokyo



7/30 （土） ～1/9 （月・祝）
『宇宙と芸術展：
かぐや姫、ダ・ヴィンチ、チームラボ』
森美術館
Exposition : The Universe and Art
Musée Mori

歴史的な天文学資料、現代アーティストによる芸術
作品、宇宙開発の最前線に至るまで、宇宙に関する
古今東西ジャンルを超えた多様な出展物約 200点を
一挙に公開。ヴァンサン・フルニエ、ローラン・グ
ラッソ、ピエール・ユイグ、ジュール・ド・バランクー
ルなど、フランス人アーティストも出展します。
主催：森美術館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社
www.mori.art.museum

 9月 SEPTEMBRE

9/17 （土） ～11/20 （日）
KENPOKU ART 2016 茨城県北芸術祭
茨城県日立市、高萩市、北茨城市、常陸太田市、常陸大宮市、
大子町
KENPOKU ART 2016
dans la région d'Ibaraki

風光明媚な海と山が織り成す豊かな自然に恵まれた茨
城県北地域を舞台に、初めての国際芸術祭が開催され
ます。アートと科学・技術の実験を通して、新たな創
造の息吹を吹き込むこの芸術祭にご期待ください。

 10月 OCTOBRE

1（土） ・2 （日）
美食の祭典
アンスティチュ・フランセ東京
参加無料、飲食有料
Journées du goût 2016
IFJT

毎年秋に開催される美食の祭典。料理からアートまで、
美食文化に関する多彩なプログラムをお届けします。

15 （金）
詩とアートの夕べ：ダダ・ナイト☆
アンスティチュ・フランセ東京
入場無料
Nuit DADA : soirée poétique et artistique
IFJT

学問・文学・芸術の前衛運動「ダダ」誕生 100年を祝い、
アートとポエジーが融合するナイトイベントを開催。
多摩美術大学との協働で行う「宇宙のダダ」プロジェ
クトでは、宇宙にある人口衛星からのデータを用いて、
3Dプリンターで生成される立体詩のインスタレーショ
ンを展示します。また倉敷芸術科学大学芸術学部・川
上ゼミによる 1925、1927年に行われた「劇場の三科」
の再演的なダダ・パフォーマンスもございます。
協力：スイス大使館、多摩美術大学、倉敷芸術科学大学

16 （土）10:00-12:00
ベルトラン・シャヴァンの文章のワーク
ショップ
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
料金¥2,000　要予約（03-5206-2560）
使用言語：フランス語
Atelier d'écriture avec Bertrand Chavin
IFJT – La médiathèque

16 （土） ～18 （月・祝） 
シルク・イナシュヴェ『ピスト＆ラブ』
座・高円寺（１階　座・高円寺１）
大人（18歳以上）：¥2,500、
子ども（小学生以上）：¥1,500、未就学児：¥500

Piste & Love, par le Cirque Inachevé
Za-Koenji

小柄でずんぐりした男と背の高い男。二人の道化師
が踊ったり曲芸をします。予想外の出来事が次々に
起こり、ロジックが不条理にからめとられてゆく、
滑稽な世界をお楽しみください。
主催：座・高円寺  za-koenji.jp

23 （土） ～24 （日） 17:30-20:30
ロイック・トゥゼのダンスワークショップ
『ダンスとは見ること、共に見ること』

Architanz（アーキタンツ）
料金等の詳細は、ウェブサイトをご覧ください
Stage de danse avec Loïc Touzé
"Danser c'est  voir, voir ensemble"
Architanz

ダンサー・振付家のロイック・トゥゼによるダンスの
ワークショップを開催します。このワークショップで
は、トゥゼが 2015年に振付したダンス作品『FANFARE』
を一緒に踊りながら、作品が扱うテーマや、身振りや
関係性の中に立ち現れる物語を発見していきます。
主催：Architanz   a-tanz.com

30 （土） ・31 （日）
カール・ステッツ『Cuerdo（クエルド）』
あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）
大人：¥1,800、子ども（中学生以上）：¥500、
学生割引（高校生・大学生）・障碍者割引：¥1,000

Cuerdo, de Karl Stets
Owlspot

オブジェクトマニピュレーションやマリオネットの要
素が入ったコンテンポラリー・サーカス公演。
一本のロープが蛇になり、ネズミ捕り器がまるで生き
ているように動く…。道化師の軽やかさとホラー映画
の緊張感をあわせ持つ、カール・ステッツのパフォー
マンスにご注目ください。
主催：あうるすぽっと（公益財団法人としま未来文化財団）、
豊島区　owlspot.jp

 7月 JUILLET

9 （土） 13:00-20:30
パリ祭2016
アンスティチュ・フランセ東京　中庭＆テラス
入場無料 /飲食有料
Paris-Sai 2016
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。ペタンク大会やダンスを習うアトリエや子供向け
アトリエなど、子供から大人まで楽しめる企画をご用意
しています。

9 （土） ～11 （月） 
カンパニー・ノン・ノヴァ
『牧神の午後 version1』
座・高円寺（地下２階 阿波おどりホール）
大人（18歳以上）：¥2,500、
子ども（小学生以上）：¥1,500、未就学児：¥500

L'Après-midi d'un foehn version 1, par la 
compagnie Non Nova
Za-Koenji

カラフルな半透明のビニール袋でできた人形のダン
サーたちが、扇風機が起こす見えない竜巻によって旋
回しながら踊ります。
クロード・ドビュッシーの名曲「牧神の午後」に乗っ
て繰り広げられるビジュアルポエム。2008年にナント
市自然史博物館の依頼で作られ、その後世界中で上演
されている作品です。
主催：座・高円寺  za-koenji.jp

※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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お祭り

ダンス

ダダ誕生100周年

コンテンポラリー・サーカス

ダンス

お祭り

“	notre	tête	
	 est	ronde	pour	
	 permettre	à	la	
	 pensée	de	changer		
	 de	direction.”
僕たちの頭が丸いのは、方向を変えようとする考えを受け入れるためだ
Francis-Marie Martinez Picabia (1879-1953)
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コンテンポラリー・サーカス

© Martin Argyroglo

パートナーイベント
展覧会

© Fred Gerri

2016年に 5冊目の作品
『Le veilleur d'âmes（「魂
の看護人」未邦訳）』を
刊行した、小説家のベル
トラン・シャヴァンによ
る文章のワークショップ。

untitled, 2015 
© Sandrine Llouquet  
Courtesy: Galerie Quynh

Vincent Fournier, Hydrolab Training, I.S.S., Gagarin Cosmonaut Training Center 
[GCTC], Star City, Zvyozdny Gorodok, Russia, 2007. Collection of the artist

主催：茨城県北
芸術祭実行委員会
kenpoku-art.jp

文学

コンテンポラリー・サーカス

パートナーイベント
展覧会


