
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  : 

写真：ヴィクトリア・ティエレ＝チャップリン、オーレリア・ティエレ
『ミュルミュル ミュール』  （10月16日～18日　世田谷パブリックシアター）
En couverture : Murmures des murs de Victoria Thierrée-Chaplin avec  Aurélia Thierrée 
les 16, 17 et 18 octobre au Setagaya Public Theatre 
Photo : R. Haughton

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



6 （火） 18:30
アルノー・デプレシャン監督最新作

『あの頃エッフェル塔の下で』
先行試写会＆監督トークショー
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Avant-première de Trois souvenirs de ma jeunesse 
et rencontre avec le réalisateur, Arnaud Desplechin
IFJT - Espace Images

15 （木）-31 （土）

イザベル・ドゥ・メゾヌーヴ『竹渡し』
アンスティチュ・フランセ東京　ギャラリー
入場無料
Passeurs de bambous de Ysabel de Maisonneuve
IFJT - Galerie

空間と動きについての探求を続けている、テキスタイル・
アーティスト、イザベル・ドゥ・メゾヌーヴの展覧会。
15 日 19 時より、エスパス・イマージュにて、アーティ
ストによるプレゼンテーションを開催します（入場無料）。
Présentation de l'artiste le 15 à 19h dans l'Espace Images 
(entrée libre).

16 （金）-18 （日）

ヴィクトリア・ティエレ＝チャップリン、
オーレリア・ティエレ

『ミュルミュル ミュール』
世田谷パブリックシアター

Murmures des murs de Victoria Thierrée-
Chaplin avec Aurélia Thierrée
Setagaya Public Theatre 
主催・お問い合わせ：世田谷パブリックシアター
http://setagaya-pt.jp/

演劇とサーカスとダンスが融合した、ポエティックで
マジカルな夢幻世界。

20（火）-23 （金）  20:30 ライブ

ブラスリー・ライブ　
レミ・ラルシーニ＆築野友衣子
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー
ディナー＆ライブ：一般・学生 ¥4,500、会員 ¥3,500（コースのみ）
ライブのみ：一般 ¥2,000、学生 ¥1,500、会員無料
Brasserie en scène : 
Rémi Laroussinie 
et Yuiko Tsuno
IFJT - Brasserie

31（土）18:00
対談：ピエール・ルメートル
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 avec Pierre Lemaitre
IFJT - Espace Images

2013 年度ゴンクール賞受賞作『Au revoir là-haut（天国
でまた会おう）』のほか、サスペンス小説も話題となっ
ているピエール・ルメートルによる対談。

 11月 NOVEMBRE

2（月）18:00
対談：パトリック・ドゥヴィル＆ミカエ
ル・フェリエ
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 avec Patrick Deville et Michaël Ferrier
IFJT - Espace Images

日本でも 2014 年に『ペスト＆コレラ』の邦訳が刊行され
た作家パトリック・ドゥヴィルを迎えての対談イベント。
8 日（日）10 :00 – 12 :00  メディアテークにてパトリッ
ク・ドゥヴィルによるエクリチュールのワークショッ
プを開催。（参加費 2.000 円、定員 12 名、要予約）

6（金）19:00
対談：オーレリアン・マッソン＆セバ
スチャン・レゼール  司会：杉江松恋
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 avec Aurélien Masson et 
Sébastien Raizer  Modérateur : Sugie Mckoy
IFJT - Espace Images

ガリマール社のミステリー小説コレクション「セリ・
ノワール叢書」の編集長オーレリアン・マッソンと作
家で翻訳家のセバスチャン・レゼールによる対談。

7（土）19:30
対談：エドゥアール・ルイ＆佐藤嘉倫
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 avec Edouard Louis et Yoshimichi Sato
IFJT - Espace Images

若手作家エドゥアール・ルイと社会学者の佐藤嘉倫による対談。

14（土）①14:00  ② 17:00
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  IFJT - Espace Images

①  BD のワークショップ
オリヴィエ・ルドロワ、他 ゲストアーティスト
Ateliers interactifs BD : Olivier Ledroit et invités 

② 対談：ケラスコエット＆りんたろう　
司会：原正人
Rencontre avec Kerascoët et Rintaro  
Modérateur : Masato Hara

 9月 SEPTEMBRE

30 （水） 19:00
ル・ラボ vol.7：パトリック・ブラン（植
物学者）×諏訪綾子（フードアーティスト）
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.7 : rencontre entre Patrick Blanc, 
botaniste et Ayako Suwa, designer culinaire
IFJT - Espace Images

植物学者でもあり、「垂直庭園」を考案した美術家のブ
ランとフードアーティストの諏訪綾子による対談。

 10月 OCTOBRE

2 （金）-4 （日） 

エティエンヌ・マンソー（サセクリパ）
『Vu （ヴュ）』

あうるすぽっと（豊島区立舞台芸術交流センター）
一般 ¥2,000、学生 ¥1,000、こども（小学生以下）¥500

Vu de Etienne Manceau (cie Sacékripa)
Owlspot

たった一つの小さなテーブル上で、観客を巻き込みな
がら繰り広げられる最新鋭のオブジェクト・シアター。
主催・お問い合わせ：あうるすぽっと www.owlspot.jp

3 （土）-4 （日）12:00 -
美食の祭典 2015
アンスティチュ・フランセ東京　
入場無料（飲食有料）
Les journées du goût 2015
IFJT

13（火）-26 （木） 

フレンチタッチ・コメディ！（前半）
30 年から現在までのフランス映画のコメディ特集
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Comédie ! Cycle de projections de comédies 
françaises des années 30 à nos jours (1re partie)
IFJT - Espace Images

フランス映画でも最も人気の高いジャンルであるコメ
ディ。また、近年若い世代の監督や俳優によって新し
い試みがなされているジャンルです。この特集では、
30 年代から現在までのフランスのコメディ作品を俳優
にフォーカスしてご紹介します。

21 （土）-23 （月・祝）

パリ市立劇場『犀（サイ）』
演出：エマニュエル・ドゥマルシー＝モタ
彩の国さいたま芸術劇場　大ホール
Rhinocéros, du Théâtre de la Ville de Paris
Saitama Arts Theater

主催・お問い合わせ：彩の国さいたま芸術劇場
http://www.saf.or.jp/

 12月 DECEMBRE

1（火）-4 （金）  20:30 ライブ

ブラスリー・ライブ　ケント
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー
ディナー＆ライブ：一般・学生 ¥4,500、会員 ¥3,500（コースのみ）
ライブのみ：一般 ¥2,000、学生 ¥1,500、会員無料
Brasserie en scène : Kent
IFJT - Brasserie

ロックとプレヴェールの申し子ケント。詩情豊かでエレ
ガントでパワフルな人気のレパートリーをお届けします。

4（金）-20 （日） 

フレンチタッチ・コメディ！（後半）
30 年から現在までのフランス映画のコメディ特集
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Comédie ! (2de partie)
IFJT - Espace Images

ル・ラボ

© DR

© Isabelle Boinot

※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.

展覧会

お祭り
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©2010 Fondations Technicolor - Groupama Gan - Studio3

コンテンポラリー・サーカス

音楽

文学

音楽

映画 映画読書の秋 2015 
Feuilles d'automne
今年で 8 回目を迎える文学とバン
ド・デシネのフェスティバル『読書
の秋』を開催します。

映画

演劇
パートナーイベント
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レミ・ラルシーニのジャ
グリングと、築野友衣
子のオリジナルの紙芝
居のパフォーマンス。
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