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第20回アシテジ世界大会 /2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル
2020年5月14日（木）～24日（日）　東京

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
      アンスティチュ・フランセ東京
　  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。

20e congrès international de l’ASSITEJ et Mirai Festival
Tokyo : du jeudi 14 au dimanche 24 mai 2020
20e congrès international de l’ASSITEJ et Mirai Festival
Tokyo : du jeudi 14 au dimanche 24 mai 2020



3月 MARS
3月～5月 児童文学

春には好きな本を読もう
アンスティチュ・フランセ東京、上野公園、その他
Au printemps, lis ce qu'il te plaît !
IFJT, Parc d’Ueno et autres lieux 
この春、フランスから二人の絵本作家兼イラストレー
タが、大人と子どものための絵本をたずさえて来日、日
本各地のアンスティチュ・フランセ日本のネットワー
ク各所を訪れます。東京では、3月28日にイザベル・シ
ムレールがメディアテークで、5月にはキティ・クロー
ザーが5月3～  5日開催の『上野の森 親子ブックフェ
スタ』でイベントに参加します。詳細はアンスティチュ・
フランセ日本各支所のサイトでご覧いただけます。
無料
協力：フランス語書籍専門店欧明社、岩波書店、講談社

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 modifi cations.

www.institutfrancais.jp/tokyo

6/24（水）  18：00-20：00
討論会

パワーアップセミナー
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Réveillez l’héroïne qui sommeille en vous ! 
IFJT-Espace images
「21日間パワーチャージ！」を受講された方、自分に自信
を持ち人生を変える方法を知りたい女性の皆さん、シフ
トバランスの創設者オレリー・サルベールに会いに来て
ください。
1,000円
共催：パリテカフェ、ジェンダー・アカデミー、シフトバランス

6/27（土）  10：00-12：00
書籍

ワークショップ『フランス街歩き』ストラスブール
アンスティチュ・フランセ東京
Les petites escapades de l’Institut –Strasbourg 
IFJT
おなじみの『フランス街歩き』は、ストラスブールを紹介
します。ストラスブールはヨーロッパの主要な行政機関
を有するアルザス地方の近代都市です。フランスとド
イツ、両国の文化が融合した独特の建築文化、食文化を
持つ素晴らしい都市です。どうぞ一度訪れてください。
ワークショップ後半では、フランス人講師による旅に役
立つフランス語のミニレッスンを行います。(フランス
語の知識は必要ありません)
2,000円、要予約（Peatix）、定員20名

イザベル・シムレールのワークショップ
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5月中旬開催 討論会
詳細はアンスティチュ・フランセ日本のサイトをご参照下さい。

「インターネットの隠れた顔」：
デジタルの環境へのインパクト
上智大学国際会議室
Débat d’idées prévu à la mi-mai : pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’IFJ.
« La face cachée d’Internet » : 
l’impact du numérique sur l’environnement
Salle de conférence internationale de l'université Sophia
気候変動と環境への待ったなしの対応の必要性が日々
語られる中、日仏の専門家が環境とデジタルの関係性
に焦点を当てて、今後の進むべき方向を考えます。
入場無料
共催：上智大学

5月 MAI
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5/14（木）～24（日） 演劇

第20回アシテジ世界大会 /
2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル
東京
20e congrès international de l’ASSITEJ et Mirai Festival
Tokyo
児童青少年のための舞台芸術国際ネットワーク「アシテ
ジ」の、世界大会が東京で開催されるにあたり、東京で新
しく生まれる、児童青少年のための国際舞台芸術フェス
ティバル。世界中から応募のあった1413作品の中から選
抜された、カンパニー・スペクタビリスの『つみきのいえ』
をはじめとする30作品と、自主公演100作品の公演や、
ワークショップ、シンポジウムなどが開催されます。

6/13（土）  16：00-18：00
文学

対談  ナタリー・アズーレと堀茂樹
アンスティチュ・フランセ東京　エスパス・イマージュ
Rencontre entre Nathalie Azoulai et Shigeki Hori 
IFJT-Espace images
Titus n'aimait pas Bérénice
で2015年にメディシス文
学賞を受賞したナタリー・
アズーレと、アニー・エル
ノーの翻訳者堀茂樹の対
談。アズーレのヴィラ九
条山のレジデンス（5月-7
月）における研究テーマで
ある日本を舞台とした次
回作Gluの構想について
語りあいます。
入場無料、要予約（Peatix）
ヴィラ九条山は、フランス外務・国際開発省管轄の文化機関
です。アンスティチュ・フランセ日本の支部の一つとして活動
し、主要メセナのベタンクールシュエーラー財団とアンスティ
チュ・フランセの支援を受け
ています。
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6月 JUIN
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4/18（土）  14:00-16:00
討論会

日仏討論会「若者のための哲学：批判精神を養うには？」
東京大学駒場キャンパス　レクチャーホール
La philo pour les jeunes : 
comment développer l’esprit critique ? 
Université de Tokyo, Komaba Campus
機械が知能を備え始めた社会においては、批判精神を
持つことは今後を左右する重要な点です。批判精神を
養う方法を、特に若者を中心に考えます。マリオン・
ジュネーブルと東京大学の梶谷真司教授がこの問題
をめぐり知見を共有します。
入場無料
共催：朝日新聞社ASAHI DIALOG　協力：東京大学

3/12（木）～4/19（日） 映画

第2回映画批評月間
―フランス映画の現在をめぐって
ユーロライブ、アンスティチュ・フランセ東京
2e Mois de la critique – nouveaux rendez-
vous du cinéma français 
Euro Live et IFJT 
アルテ・フランス・シネマのディレクターのオリヴィ
エ・ペールを迎え、最新のフランス映画を選りすぐっ
てご紹介します。特別ゲストにはセルジュ・ボゾン監
督を迎えます。
一般：1,200円　学生：800円　会員：500円 
前売券はPeatixにて販売。予定枚数完売の場合は当日
チケットの販売はない場合がございますので、ご注意
ください。

4/14・28、5/12・26、6/9（火）哲学
哲学ワークショップ
アンスティチュ・フランセ東京
Atelier philo
IFJT
春学期の、哲学ワークショッ
プのテーマが決まりました！
詳細はホームページで紹介し
ます。
1,000円
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4月 AVRIL
4/10（金）  19:00-21:00

文学

対談  ジョゼ・パロンド×猪俣紀子
アンスティチュ・フランセ東京　メディアテ－ク
Rencontre entre José Parrondo et 
Noriko Inomata
IFJT-Médiathèque
イラストとバンド・デシネ
を独学で学んだジョゼ・パ
ロンドがパロンドの独学
による作品制作について、
パロンド作品翻訳者の猪
俣紀子と語り合います。
入場無料、要予約(Peatix)、
定員35名
共催： ベルギー王国フラン

ス語共同体政府
国際交流振興庁

『アリスと市長』Alice et le maitre 
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5/30（土）  11：00-22：00
アートと哲学

第8回「哲学の夕べ」植物の生
アンスティチュ・フランセ東京
8e Nuit de la philo : la vie des plantes
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：エマヌエーレ・
コッチャ、ヴィルジニー・
マリス、他）
入場無料
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