
開館時間 - horaires d'ouverture
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

フレンチ・レストラン〈ラ・ブラスリー〉
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

お問い合わせ - renseignements
Tel : 03-5206-2500
  tokyo@institutfrancais.jp
      IFJTokyo
　  institut_tokyo          institut_tokyo
      ifjtokyo.peatix.com

www.institutfrancais.jp/tokyo

東京・飯田橋にあるフランス政府公式の語
学学校・文化センター。
初心者からバイリンガルレベルまでのフラ
ンス語講座が毎学期用意されています。

© 金川晋吾 - 第7回「哲学の夕べ」2019年5月25日 (土 )
© Kanagawa Shingo - dans le cadre de la Nuit de la philo, le samedi 25 mai 2019



5/25（土）14：00-22：00 哲学

第7回「哲学の夕べ」―アニマリティ、動物
アンスティチュ・フランセ東京
7e Nuit de la philo ： L’animalité
IFJT
アートとの刺激的な対話を通して哲学にアプローチす
るイベント。講演会やパフォーマンス、展示や食のイベン
トなど、アンスティチュ・フランセ東京の敷地内を散策し
ながら楽しめる、多彩なプログラム。（登壇：マーク・アリ
ザール、コリーヌ・ペルション、他）
La Nuit de la philo propose un dialogue stimulant entre art 
et philosophie, mouvements, formes et pensées. Autour 
de la question de l’animalité, interviendront des artistes et 
philosophes, dont Mark Alizart et Corinne Pelluchon.
入場無料 /Entrée gratuite
主催：日仏会館

4月 AVRIL

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。
詳細はウェブサイトをご確認ください。

Programme sous réserve de modifications.

www.institutfrancais.jp/tokyo

5/9 （木） 19：00-21：00 対談

日仏対談シリーズ「ル・ラボ」 vol. 25 
登壇：アントワン・ダガタ、石川竜一
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Le Labo vol. 25 ： rencontre avec Antoine d’Agata 
(photographe) et Ryuichi Ishikawa (photographe)
IFJT-Espace images
人間のむき出しの生を鋭く捉える日本とフランスの写
真家、アントワン・ダガタと石川竜一を迎えます。
Rencontre avec Antoine d’Agata et Ryuichi Ishikawa, 
deux photographes qui capturent avec précision la 
trivialité de l’existence humaine
一般1,000円　会員・学生無料
共催：Magnum Photos Tokyo

5月 MAI

5/11（土）  15：00 ～ （時間変更の場合あり） 音楽

第3回 『ラ･マニフィック・ソサエティ・東京』音楽祭
アンスティチュ・フランセ東京
La Magnifique Society – Tokyo 2019
IFJT
二年前に始まったイベント「ラ・マニフィック・ソサイエティ・イン・
トーキョー」（アンスティチュ・フランセ東京共催）が今年もやっ
てきます。フランス音楽シーンの注目若手アーティストと日本人
アーティストのショーケースをお届けします！
出演：ロメオ・エルヴィス、カバレホ＆ジャンジャス、ウラジミー
ル・コシュマールなど。
L’IFJT poursuit son partenariat avec le festival de musique 
“La Magnifique Society” et renouvelle l’organi sation d’une 
soirée à Tokyo.
Venez assister aux show-cases de Roméo Elvis, Caballero 
& Jeanjas et Vladimir Cauchemar aux cotés d’artistes 
japonais.
無料 /Gratuit
共催： アンスティチュ・フランセ、株式会社クリエイ

ティブマンプロダクション、「ラ・マニフィック・
ソサイエティ」フェスティバル

6月 JUIN
6/1（土）～ 映画

音楽と映画
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Musique et cinéma
IFJT-Espace images
フランス映画祭の開催に合わせ、今年逝去したミシェル・
ルグランにオマージュをささげ、映画における音楽につ
いて考察する特集を行います。
一般1,200円　学生800円　会員500円
協力：ユニフランス

4/9（火） 18：00-20：00 哲学

カフェ・フィロ（哲学カフェ）
アンスティチュ・フランセ東京　ラ・ブラスリー
Café Philo
IFJT-La Brasserie
ワインを片手に、哲
学的な対話や議論を
しませんか。言語は
日本語のみ。
今回のテーマは：「人権とは何か？ なぜ人権を尊重しなけ
ればいけないのだろうか？」
お申し込み・お問い合わせ：03-5206-2741
1,500円

4/3（水） 映画上映会と討論会
 

17：00-18：30映画上映 / 19：00-21：00 討論

映画「できる  セ・ポッシブル」 
持続可能な世界を目指す日本各地の取り組み
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
« Dekiru, c’est possible ! », focus sur les initiatives 
citoyennes pour l’environnement au Japon
IFJT-Espace images
持続可能な農業、循環経済、再生可能エネルギーの分
野において、日本各地の住民がどのような取り組みを
しているのか、意見交換の機会に是非ご参加下さい。
入場無料、要オンライン申込み
https：//www.institutfrancais.jp/tokyo/dekiru/ 
オフィシャルパートナー： ヴェオリア・ジャパン株式会社

「できる セ・ポッシブル」

4/26（金）19：00-21：00 トークイベント
 

日仏対談シリーズ「ル・ラボ」 vol. 24 
「厄災の経験と記憶̶その接続可能性」
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Le Labo vol. 24 : rencontre avec Hikaru Fujii, 
Che Kyongfa,  Elodie Royer et Clélia Zernik
IFJT-Espace images
美術家であり映画監督の藤井光が、福島第一原子力発電所
事故によって閉鎖された双葉町歴史民俗資料館を起点とし
て、2015年から継続してきたプロジェクトを取り上げます。
登壇：藤井光、崔敬華、エロディ・ロワイエ、クレリア・ゼルニック
Artiste et réalisateur, Hikaru Fujii viendra parler du 
projet qu’il mène depuis 2015 autour du musée d’histoire 
de la ville de Futaba, fermé depuis l ’accident de la 
centrale nucléaire de Fukushima.
一般1,000円　会員・学生無料 
協力：KADIST、東京都現代美術館

Hikaru Fujii, video in production, 2017

4/21（日）  13：00 映画

シネ・リセ 若者向け映画講座 『パリ、18区、夜。』
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Ciné Lycée - Lycéens tous au cinéma ! - J’ai pas sommeil
IFJT-Espace images
『シネ・リセ』は、若い観客たちに向けた映画講座です。上
映の前後には講師が解説し、映画への理解を深めます。
500円　20歳前後の方を対象とした講座です。
共催：日仏会館、ヴィラ九条山

『パリ、18区、夜。』（1994年）

6/9（日）  映画・トークショー

14：00-15：45  映画上映 / 16：00-17：15 トークショー 

『海に浮かぶ小瓶』の上映とトークショー 
 佐藤慧（フォトジャーナリスト）、伏見操（訳者）
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Projection du film Une bouteille à la mer, 
suivie d’une rencontre avec Kei Sato 
(photo-journaliste) et Fushimi Misao (traductrice)

IFJT-Espace images
『ガザの海に浮かぶ瓶』の翻訳出版を機に、映画の上映
とパレスチナ情勢についてのトークショーが行われま
す。フランス語＋日本語字幕。
一般1 ,200円　学生800円　会員500円
協賛：文研出版

『ガザの海に浮かぶ瓶』（2012年）

4/27（土）～5/19（日） 映画

「評伝ジャン・ユスターシュ」出版記念 
映画は人生のように
ユーロスペース、アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Cycle Jean Eustache  - Le cinéma comme vie -
Eurospace ； IFJT-Espace images
「評伝 ジャン・ユスターシュ」の出版を記念し、特集上映
を行います。
共催：ユーロスペース

ジャン・ユスターシュ カトリーヌ・バイ演出によるパフォーマンス『動物の裁判』

4/13（土）～15（月） 映画

リティ・パン特集上映
日仏会館、アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Cycle de projections avec Rithy Panh
Maison franco-japonaise ； IFJT-Espace images
アーティスト・イン・レジデンスでヴィラ九条山に滞
在中のフランスとカンボジアの映画監督リティ・パン
を招き、上映・トークを行います。
一般 1,200円　学生 800円　会員 500円
共催：日仏会館、ヴィラ九条山
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『消えた画 クメール・ルージュの真実』

6/8（土） 16：00-18：00 講演会

アルノー・リクネールの小説家を迎えて： 
『沈黙とともに書く』
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテーク
Rencontre avec l’écrivain Arnaud Rykner ： 
« Ecrire avec le silence »
IFJT-Médiathèque
アルノー・リクネールはフランス
の小説家、戯曲家、エッセイスト。
2019年度ヴィラ九条山レジデント
です。彼の小説と研究のテーマで
ある、エクリチュールにおける沈黙
と孤独の道の探求について参加者
との対話を試みます。
フランス語、日本語（逐次通訳付）
Arnaud Rykner est un romancier, auteur drama tique 
et essayiste français. Il présentera son travail de 
romancier et de chercheur, « Ecrire avec le silence », 
autour duquel il échangera avec le public. 
En français et japonais (traduction consécutive)
無料/Gratuit
予約 / Réservation :03-5206-2560
協力：ヴィラ九条山、ベタンクールシュエーラー財団

©
Philippe M

ATSA
S/O

pale/Le em
age/Editions Le Rouergue

フランスの小説家のアルノー・リクネール
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