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部門部門部門部門 イベント名イベント名イベント名イベント名 開催日開催日開催日開催日 開催都市開催都市開催都市開催都市 開催場所開催場所開催場所開催場所 リンクリンクリンクリンク

1

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真など）

「肖像画　ニコル・グルーと二人の娘

（新収蔵品） シャルロット・ルノーダン（パス

テル画）」特別公開

2017年11月18日～

2018年3月18日

東京 マリー・ローランサン美術館 http://www.marielaurencin.jp

2

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「フランス宮廷の磁器 セーヴル、創造の300

年」

2017年11月22日～2018年1月

28日、

4月7日～7月16日、

7月24日～9月24日、

10月6日～12月16日

東京

大阪

山口

静岡

サントリー美術館

大阪市立東洋陶磁美術館

山口県立萩美術館・浦上記念館

静岡市美術館

http://suntory.co.jp/sma

http://www.moco.or.jp/event/her

eafter/1357/

http://www.hum.pref.yamaguchi.lg

.jp

http://shizubi.jp/exhibition/future

_181006.php

3 映画

シャルル・ムンカ アート企画 「New

Territories（新天地）」

2017年12月～ 2018年11月 日本 日本各所 https://www.newterritories.jp

4

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「シャガール展 三次元の世界」

2017年12月14日～2018年2月

18日

3月10日～5月6日

名古屋

青森

名古屋市美術館

青森県立美術館

http://www.art-

museum.city.nagoya.jp/chagall

http://www.aomori-

museum.jp/ja/

5

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

第41回こども絵画コンクール

2017年12月、

2018年3月8日～4月8日

日本

パリ

2017年12月 入賞作品発表

2018年3月 ルーヴル美術館で入賞作品展示

http://www.sumitomolife.co.jp/en

glish/

6

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ヴラマンク展」

1月4日～2月25日、

4月20日～6月3日、

7月28日～9月24日、

北九州

三重

静岡

北九州市立美術館分館

パラミタミュージアム

静岡市美術館

http://www.kmma.jp/bunkan/exhi

bition/2017_vlaminck.html

http://www.paramitamuseum.com

/top.html

http://shizubi.jp/exhibition/future

_180728.php

7 舞台芸術

「ル・グラン・ガラ2018 ～パリ・オペラ座バレ

エ団トップダンサーたちによる華麗なる宴

～」

1月11日～1月13日 東京 東急シアターオーブ http://www.tbs.co.jp

8 舞台芸術 「The Wonderful Parade」 1月13日～15日 東京 シアタートラム http://setagaya-pt.jp/

9 討論・公演・対談

「安倍内閣と閣僚ー権力のカギ（2012年―

2017年）（第34回渋沢・クローデル賞受賞記

念講演）」

1月16日 東京 日仏会館

https://www.mfjtokyo.or.jp/event

s/shibukuro/20180116.html

10

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ハワイと南の島々」展

1 月18 日～

5 月 27 日

東京 東洋文庫ミュージアム http://www.toyo-bunko.or.jp

11 文化イベント 第1回「読書の夕べ」 1月20日 東京 アンスティチュ・フランセ東京

http://www.institutfrancais.jp/tok

yo/events-manager/nuit-de-la-

lecture/

12 舞台芸術 ジェローム・ベル「Gala―ガラ」 1月20日、21日 埼玉 彩の国さいたま芸術劇場

http://www.saf.or.jp/arthall/stage

s/detail/4148

13

クラシック音楽/

現代音楽

クロード・ドビュッシー「前奏曲集・練習曲

集」全曲演奏会、

オリヴィエ・メシアン「鳥のカタログ」全曲演

奏会

1月20日、21日

1月25日

京都

東京

 カフェ・モンタージュ （京都）

 汐留ホール（東京）

http://takakigawa.com

14 研究

「エコティック」とその課題をめぐるワーク

ショップ」

1月24日 東京 在日フランス大使館

https://jp.ambafrance.org/article1

2721

15

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「フランソワ･ブレ 　生誕100周年記念回顧

展」

1月24日～2月28日 東京 Gallery21 http://www.gallery21-daiba.com

16 討論・公演・対談

「アイデア・ナイト2018京都 想像力に至上権

を、あるいは「ユートピアのような現実」

1月25日 京都 アンスティチュ・フランセ関西ー京都

http://www.institutfrancais.jp/kan

sai/events-

manager/ideanight2018/

17 書籍/文学/バンド・デシネ

第1回小西国際交流財団漫画翻訳賞受賞

作品発表

1月25日～28日

フランス、アング

レーム

アングレーム国際漫画祭2018 http://www.konishi-zaidan.org

18

クラシック音楽/

現代音楽

「オルケストル・フランセ・デュ・ジャポン」

第4回定期演奏会

1月27日 東京 タワーホール船堀　大ホール

http://www.orchestre-

francais.jp/

19 企業/商業 フレンチ・ビジネス大賞2018 1月31日 東京 グランドハイアット東京

http://www.ccifj.or.jp/jp/news-

japon/nos-derniers-

evenements/vue-

detail/n/63118/63118/

20

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「パリ東京文化タンデム2018」 2月～11月

パリ

東京

パリ

東京

https://jp.ambafrance.org/article1

2766

日仏交流160周年記念事業認定イベントカレンダー日仏交流160周年記念事業認定イベントカレンダー日仏交流160周年記念事業認定イベントカレンダー日仏交流160周年記念事業認定イベントカレンダー
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21 舞台芸術 「横浜ダンスコレクション2018」 2月2日～2月18日 横浜 横浜赤レンガ倉庫1号館

http://yokohama-dance-

collection.jp

22 研究 「LIMMS-iLite Workshop」 2月2日 東京 東京大学生産技術研究所

http://limmshp.iis.u-

tokyo.ac.jp/news-

archives/limms-ilite-tokyo-

workshop-february-2nd-2018/

23 フランス語 西日本高校生フランス語暗唱コンクール 2月3日 大阪 関西

http://www.institutfrancais.jp/kan

sai/9ieme-concours-recitation/

24 舞台芸術

浜田純平「Sank you very much」ダンス・ク

ロス

2月3日、4日 横浜 横浜赤レンガ倉庫

https://ex.artnavi-

bt.com/event/76

25 舞台芸術

「金剛永謹能の会 第32回東京公演　新作

能「面影」

2月4日 東京 国立能楽堂 http://www.kongou-net.com

26 映画

日仏友好160周年記念イベント「フランス映

画と美食を愉しむ会」

2月7日 大阪 リーガロイヤルホテル http://www.rihga.co.jp

27

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ルドン―秘密の花園」 2月8日～5月20日 東京 三菱一号館美術館 http://mimt.jp/

28

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

第10回 恵比寿映像祭 2月9日～25日 東京 東京都写真美術館 https://www.yebizo.com/jp/

29 文化イベント 「デジタル・ショック」 2月9日～3月4日 東京

複数会場（表参道、渋谷、六本木、アンスティ

チュ・フランセ日本ー東京など）

http://www.institutfrancais.jp/tok

yo/events-manager/digital-choc-

2018/

30 軍鑑艇寄港 仏海軍艦艇「ヴァンデミエール」一般公開 2月14日～20日 東京 晴海ふ頭

https://jp.ambafrance.org/article9

309

31 舞台芸術

横浜ダンスコレクション2018

ジェレミー・ベランガール、渋谷慶一郎、ジュ

スティーヌ・エマール

「Parade for the End of the World」

2月15日～18日

横浜 横浜赤レンガ倉庫 1号館

http://yokohama-dance-

collection.jp/program/program07/

32 書籍/文学/バンド・デシネ

季刊雑誌「ベストフラワーアレンジメント」 春

号

2月15日～5月15日 日本 日本

http://www.fourseasonspress.co.j

p/

33

クラシック音楽/

現代音楽

NHK交響楽団「第1880回定期公演 Ｃプログ

ラム」

2月17日 東京 NHK ホール

http://www.nhkso.or.jp/concert/c

oncert_detail.php?id=710

34

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「日本神話の愛の道 by マークエステル」

2月17日～

3月18日

京都 白沙村荘　橋本関雪記念館

http://www.hakusasonso.jp/exhibi

tion/detail/-by.html

35 舞台芸術 「岸 リトラル」

2月20日～

3月11日

東京

兵庫

シアタートラム（東京）

兵庫県立芸術文化センター

https://setagaya-

pt.jp/performances/201802kishi.h

tml

36 舞台芸術 「シアターコモンズ」

2月22日～

3月11日

東京 東京港区エリア各所 http://theatercommons.tokyo/

37

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「サヴィニャック パリにかけたポスターの魔

法」

2月22日～4月15日

4月29日～6月17日

6月30日～9月2日

10月27日～12月24日

2019年1月5日～2月11日

東京

宇都宮

三重

兵庫

広島

練馬区立美術館

宇都宮美術館

三重県立美術館

兵庫県立美術館

広島県立美術館

https://jp.ambafrance.org/article1

2785

38

クラシック音楽/

現代音楽

トリオエリップス初来日公演 2月23日～25日

東京

名古屋

京都

ハクジュホール（東京）

5/R ホール

（名古屋）

バロックザール （京都）

http://www.five-

r.jp/hall/view/1522

39

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「写真都市展－ウィリアム・クラインと

22世紀を生きる写真家たちー」

2月23日～6月10日 東京 21_21 DESIGN SIGHT

http://www.2121designsight.jp/en

/program/new_planet_photo_city/

williamklein.html

40 討論・公演・対談

「人文社会学におけるファッション研究の現

状：日仏の比較」

2月27日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/02/27/20180227_les_recherches_

sur_la/index_ja.php

41

クラシック音楽/

現代音楽

ニコラ・ドートリクール＆成嶋志保 ヴァイオ

リンとピアノのデュオ・リサイタル

3月2日～4日

東京

岐阜

新潟

JTアートホール　アフィニス　（東京）

サラマンカホール（岐阜）

秋葉区文化会館（新潟）

https://www.jti.co.jp/knowledge/a

rthall/index.html

https://salamanca.gifu-fureai.jp

https://www.akiha-bunka.jp

42 舞台芸術 「Responding to Ko Murobushi」

3月30日

4月5日

5月10日

5月13日

8月1日～2日

8月31日

東京 北千住BUoY

https://ko-

murobushi.com/response/

43 映画 ミヒャエル・ハネケ監督 「ハッピー エンド」 3月3日より 日本 日本各所 http://longride.jp/happyend/

44

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ビゴーの描いた明治―時代を表す風刺と

芸術―」展

3月3日～21日 東京 日仏会館

https://www.mfjtokyo.or.jp/event

s/exhibition/20180303.html
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45

クラシック音楽/

現代音楽

「フランス　音楽の旅」シリーズ演奏会

3月6日

5月17日

7月3日

9月11日

11月15日

東京 東京中央教会 http://viagalleria.or.jp

46 食品・酒類

国際食品・飲料展　Foodex

フランスパビオン

3月6日～9日 千葉 幕張メッセ

http://www.youbuyfrance.com/jp

/Posts-14441-foodex-japan-

2018

47 文化イベント 「フランスフェア2018」 3月7日～13日 大阪 阪急百貨店

http://www.hankyu-

dept.co.jp/honten/h/francefair20

18/index.html

48 映画

「ワルツ〜カミーユ・クローデルに捧ぐ〜」公

演映画上映会・トーク・コンサート

3月7日 大阪 阪急百貨店

http://www.gaiadaysfunctionband.

com/gdfb_project.html

49 討論・公演・対談

日仏対談シリーズ　「ル・ラボ」vol.18 ：

「ファッションの世界たちの人類学」

3月8日 東京 アンスティチュ・フランセ東京

http://www.institutfrancais.jp/tok

yo/events-manager/le-labo-vol-

18/

50

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「アートフェア東京2018」 3月8日～11日 東京 東京国際フォーラム http://artfairtokyo.com

51 レジデンス・プログラム

「OPEN STUDIO 2017-18」

ティボー・カペラン&クロエ・フリク作品展示

3月9日～11日 東京 トーキョーアーツアンドスペースレジデンシー http://www.tokyoartsandspace.jp

52 研究

写真展「エコール・ポリテクニック、学生達の

日本へのまなざし」

3月9日～4月28日 東京

東京大学 駒場キャンパス、

駒場コミュニケーション・プラザ南館、２階メ

ディアギャラリー

http://tmf.cc/2018/03/post_83.ht

ml

53 討論・公演・対談

国際女性デー記念シンポジウム「核の時代

の個・種・ジェネレーション

私たちの未来をいかに建設するか」

3月10日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/03/10/20180310_colloque_journe

e_femm/index_ja.php

54 フランス語 東日本高校生フランス語暗唱コンクール 3月11日 横浜 関東

http://www.institutfrancais.jp/yok

ohama/recitation2018_2/

55 映画

ジュリア・デュクルノー監督 「RAW〜少女の

めざめ〜」

3月15日より 日本 日本各所 http://raw-movie.jp

56

クラシック音楽/

現代音楽

「トゥールーズ・キャピトル国立管弦楽団」 3月15日,21日 東京 サントリーホール

http://www.kajimotomusic.com/jp

/artists/k=156/

57 討論・公演・対談 「共生主義宣言と近未来の地球倫理」 3月17日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/03/17/20180317_manifeste_conv

ivialis/index_ja.php

58

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「香水瓶の至宝～祈りとメッセージ～」 3月17日～ 7月8日 広島 海の見える杜美術館 http://umam.jp/

59 文化イベント フランコフォニーのお祭り2018

3月18日

3月24日

京都

東京

アンスティチュ・フランセ関西ー京都

アンスティチュ・フランセ東京

http://www.institutfrancais.jp/tok

yo/events-

manager/francophonie-2018/

60

クラシック音楽/

現代音楽

第9回川棚・コルトー音楽祭

「京都フランス音楽アカデミー特別演奏会」

「コルトーを偲ぶ会～アルフレッド・コルトー

没後56年～」

3月18日

6月15日

山口 川棚の杜・コルトーホール

http://www.kawatananomori.com/

topics_details.html?u=477

61

クラシック音楽/

現代音楽

「京都フランス音楽アカデミー」 3月20日～4月1日 京都 アンスティチュ・フランセ関西ー京都

https://jp.ambafrance.org/article1

2841

62 ガストロノミー

PARIS AÉROPORT パリ空港 2018 新コン

セプト発表会

3月20日 東京 ビストロ マルクス

63

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「鹿島茂コレクション フランス絵本の世界

展」

3月21日～6月12日 東京 東京都庭園美術館

http://www.teien-art-

museum.ne.jp/exhibition/180321-

0612_frenchpicturebooks.html

64

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

「ジョバンニ・ミラバッシin 屋久島 ミニコン

サートwith画家 山本二三」

「ジョバンニ・ミラバッシatサンカラ屋久島」

「ジョバンニ・ミラバッシ ソロ古民家

SHIKIORI 2018」

3月21日、24日

3月25日、26日

屋久島

福岡

屋久島環境文化村センター、

サンカラhotel&spa、

古民家SHIKIORI

http://shikiori.net

65 ガストロノミー

PARIS AÉROPORT パリ空港 2018

美食イベント

（假屋崎省吾とティエリー・マルクスによるコ

ラボレーションイベント）

3月22日 東京 ビストロ マルクス

66 フランス語 2018年フランス語教育国内スタージュ 3月22日～25日 東京 アンスティチュ・フランセ東京

https://jp.ambafrance.org/article1

2948

67

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「音楽とマリー・ローランサン『椿姫』

水彩原画12点特別公開」

3月24日～9月17日 東京 マリー・ローランサン美術館 http://marielaurencin.jp

68 映画

ロバン・カンピヨ監督 「BPM ビート・パー・ミ

ニット」

3月24日より 日本 日本各所 http://bpm-movie.jp

69 書籍/文学/バンド・デシネ

国際シンポジウム「世界文学から見たフラン

ス語圏カリブ海」

3月25日、26日

東京

日仏会館

早稲田大学

https://www.mfjtokyo.or.jp/event

s/collab/20180325.html
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70

クラシック音楽/

現代音楽

日仏音楽家による室内楽コンサート「和歌

山とトゥールーズにゆかりのある音楽仲間

達」

3 月25 日、31 日

和歌山

東京

メディア・アート・ホール（和歌山）

仙川フィックスホール（東京）

https://www.lib.wakayama-

c.ed.jp/bunjyo/shisetsu/index.htm

l

http://soundfix.jp

71 観光 恋するフランスプレスキャンペーン 3月28日、29日 東京 六本木ヒルズカフェ

http://jp.media.france.fr/ja/node/

6979

72

クラシック音楽/

現代音楽

「第28回京都フランス音楽アカデミーアンサ

ンブル・スペシャル・コンサート2018」

3月30日 京都 京都府立府民ホール　アルティ

http://www.institutfrancais.jp/kan

sai/events-manager/28e-amfk-

concert-professeurs/

73 映画

リューベン・オストルンド監督 「ザ・スクエア

思いやりの聖域」

 4月28日より 日本 日本各所

http://www.transformer.co.jp/m/t

hesquare/

74 映画 第21回「カイエ・デュ・シネマ週間」

4月1日～15日

4月19日～24日

東京

京都、大阪

アンスティチュ・フランセ東京

アンスティチュ・フランセ関西

http://www.institutfrancais.jp/blo

g/2018/03/23/cahiers-du-

cinema/

75

クラシック音楽/

現代音楽

「Crossover the SIX」 4月5日 東京 仙川フィックスホール http://soundfix.jp/

76 討論・公演・対談

「現代アート『家縛りプロジェクト』について

考える」

4月7日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/04/07/20180407_ieshibari/index_

ja.php

77 レセプション フランス政府給費留学生合同レセプション 4月10日 東京 在日フランス大使館

https://jp.ambafrance.org/article1

2984

78 航空

Aircraft Interiors Expo

（航空機向けインテリア、設備）

4月10日～12日 ハンブルグ ハンブルグ

http://www.aircraftinteriorsexpo.c

om

79 企業/商業 「フランスウィーク」 4月11日～16日 東京 伊勢丹新宿店

https://bonjourfranceccifj.com/ja

/isetan-tokyo-shinjuku/

80

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「Kyotographie 京都国際写真祭2018」 4月14日～5月13日 京都 京都市内各地 http://www.kyotographie.jp/

81 書籍/文学/バンド・デシネ

国際シンポジウム「世界文学の可能性、日

仏翻訳の遠近法」

4月13日、14日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/04/14/20180414_colloque_traduc

tion/index_ja.php

82

クラシック音楽/

現代音楽

山中明日菜ピアノ・リサイタル 4月15日 岡山 岡山シンフォニーホール内　イベントホール

http://asunapianiste.hatenablog.c

om/

83 書籍/文学/バンド・デシネ 翻訳ワークショップ 4月15日 東京 日仏会館

https://jp.ambafrance.org/article1

3027

84 討論・公演・対談 「オープンデータは社会を変えるか？」 4月17日 東京

Yahoo オープンスペース

「LODGE」

http://www.institutfrancais.jp/tok

yo/events-

manager/debat180417/

85 討論・公演・対談 「フランスの地理学と世界とのつながり」 4月19日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/04/19/20180419nathalie_lemarc

hand/index_ja.php

86

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

ベルトラン・ラヴィエ「Medley」 4月19日～9月24日 東京 エスパス ルイ・ヴィトン東京

http://www.espacelouisvuittontok

yo.com/ja/

87 スポーツ 第36回浅草流鏑馬 4月21日 東京 台東区立隅田公園

https://www.culture.city.taito.lg.jp

/reportdetails/5650

88

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「フランス現代俊英作家展」 4月19日～4月24日 東京 東武百貨店池袋店

http://www.enartsu.co.jp/exhibiti

on/detail/74/

89

クラシック音楽/

現代音楽

ノアンのショパン 4月20日 東京 サントリーホール

https://www.euro-

piano.co.jp/events/chopin-a-

nohant-yves-henry/

90 写真

「永遠の少年、ラルティーグ

―写真は魔法だ！―」

4月21日～6月3日 京都 細見美術館

http://www.contact-

tokyo.com/information/jacqueshe

nrilartigue-hosomi/

91

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

フランス国立図書館版画コレクション 「ピカ

ソ―版画をめぐる冒険―」

4月21日～6月3日

7月14日～8月26日

9月7日～10月8日

11月3日～12月16日

2019年1月9日～2月11日

秋田

福井

京都

新潟

山梨

秋田市立千秋美術館

福井県立美術館

美術館「えき」KYOTO

新潟市美術館

南アルプス市立美術館

http://www.city.akita.akita.jp/city

/ed/ss/senshu-

art/schedule/2018_2019/picasso/

picasso.html

92 産業

ハノーバーメッセ国際産業技術見本市

2018フランスパビリオン

4月23日～27日 ハノーバー ハノーバー www.hannovermesse.de/home

93

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「あなたの存在に対する形容詞」ミルチャ・カ

ントル展

4月25日～7月22日 東京 銀座メゾンエルメス フォーラム

http://www.maisonhermes.jp/ginz

a/le-forum/archives/693607/

94

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「モネ それからの100年」

4月25日～7月1日

7月14日～9月24日

名古屋

横浜

名古屋市美術館

横浜美術館

https://monet2018yokohama.jp/

95 服飾雑貨 服飾見本市IFF MAGIC フランスパビリオン 4月25日～27日 東京 東京ビッグサイト

http://www.iff-

magic.com/index.html

96 スポーツ 「ウルトラトレイル・マウントフジ」 4月27日、29日 静岡〜山梨

スタート 静岡県富士市　富士山こどもの国

／　フィニッシュ 山梨県富士河口湖町　大池

公園

http://www.ultratrailmtfuji.com

4/12



部門部門部門部門 イベント名イベント名イベント名イベント名 開催日開催日開催日開催日 開催都市開催都市開催都市開催都市 開催場所開催場所開催場所開催場所 リンクリンクリンクリンク

97 教育 「日本の日」

4月27日：初等科

6月13日：幼稚園

東京 東京国際フランス学園

http://www.lfitokyo.org/index.php

/ja/

98

クラシック音楽/

現代音楽

「ギターで彩る巴里の祭典」

パリで学んだ者たちによるコンサート

4月28日 東京 GGサロン

http://www.gendaiguitar.com/con

cert/index

99 舞台芸術

ジャン・ランベール＝ヴィルド「リチャード三

世 ～道化たちの醒めない悪夢～」

4月28日、29日 静岡

ふじのくに芸術祭

舞台芸術公園稽古場棟BOXシアター

http://festival-

shizuoka.jp/program/richard-3/

100 舞台芸術 クロード・レジ「夢と錯乱」 4月28日、29日 静岡

静岡県舞台芸術センター

舞台芸術公園 屋内ホール

「楕円堂」

http://spac.or.jp/news/?p=13869

101

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

2018 ART/X/TOYAMA ／ 第８回 富山国際

現代美術展

4月28日～5月6日 富山 新川文化ホール http://art.p-alpha.ne.jp

102 写真 「フランス・アルザス展」 4月28日～6月28日 岐阜 岐阜県図書館

http://www.pref.gifu.lg.jp/event-

calendar/c_27205/huransu-

aruzasuten.html

103

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ジョルジュ・ブラック展 絵画から立体への

変容―メタモルフォーシス」

4月28日～6月24日

7月28日～9月17日

東京

岡崎

パナソニック汐留ミュージアム

岡崎市美術博物館

https://panasonic.co.jp/es/news/

2018/1801/1801-01.html

104 企業/産業

「WeAre Pacific Tokyo Building」オープニン

グセレモニー

4月30日 東京 WEARE Pacific Tokyo Bldg https://www.weare-pacific.com

105

クラシック音楽/

現代音楽

「ラ・フォル・ジュルネ東京2018『UN MONDE

NOUVEAU （モンド・ヌーヴォー）』―新しい

世界へ―」

5月3日～5月5日 東京

丸の内エリア（東京国際フォーラムなど）

池袋エリア（東京芸術劇場など）

http://www.lfj.jp/

106 舞台芸術 パスカル・ランベール「GHOSTs」 5月4日～13日 東京 こまばアゴラ劇場

http://www.komaba-

agora.com/program/lineup2018#a

gora

107 映画 「シズオカ×カンヌウィーク」 5月5日 静岡 登呂遺跡、七間町、清水マリンパーク http://www.cannes-shizuoka.jp

108

クラシック音楽/

現代音楽

プーランク 歌曲の午後

歌劇「カルメル派修道女の対話」(演奏会形

式/全幕 フランス語上演)

5月5日 東京 ムジカーザ

http://www.musicasa.co.jp/conce

rt_calendar/list_201805.html#4240

109

クラシック音楽/

現代音楽

「クロード・ドビュッシー没後100年」　小林マ

リエ　メゾソプラノリサイタル

5月7日 東京 豊洲シビックセンターホール https://www.kcf.or.jp/toyosu/

110 研究

LIA Toshiko Yuasa Lab 素粒子物理学に関

する日仏セミナー

5月9日～11日 奈良 奈良春日野国際フォーラム

111 研究

Handai IDS – JFLI joint workshop on Media

and Graphics

5月9日～10日 大阪 大阪

https://idsworkshop.wixsite.com/

handai-jfli

112

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

「マニュ・モーガン　パリ！パリ！パリ！コン

セール・ア・トーキョー」

5月10日 東京  めぐろパーシモンホール

https://t.pia.jp/pia/event/event.d

o?eventCd=1805287

113 討論・公演・対談

三菱一号館美術館「ルドン―秘密の花園」

展記念シンポジウム

オディロン・ルドン―自然と装飾

5月12日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/05/12/20180512_colloque_redon

/index_ja.php

114 スポーツ CHIMERA GAMES VOL.5 5月12日、13日 東京 青海 http://chimeragame.com

115

クラシック音楽/

現代音楽

「2018 Lift KOKI NAKANO ＆ VINCENT

SEGAL」

Japan Showcase

5月12日、13日

5月18日

東京

京都

スパイラルホール（東京）

ロームシアター京都

https://www.grandmarble.com/sp

ecials/koki-nakano/

116 書籍/文学/バンド・デシネ

「旅、ことばからことばへ

パスカル・キニャールと文学のアトリエ」

5月13日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/05/13/20180513_colloque_quigna

rd/index_ja.php

117 研究

「The 12th International Workshop on

Information Search, Integration, and

Personalization (ISIP2018)」

5月14日、15日 福岡 九州大学

118 研究

Coral Reef Conservation : Promoting

Awareness through Effective

Communication

5月15日 東京 筑波大学カンパス

https://jp.ambafrance.org/article1

3049

119 授賞式 後藤喜代子・ポールブルダリ科学賞授賞式 5月15日 東京 在日フランス大使館（大使公邸）

https://jp.ambafrance.org/article1

3121

120

クラシック音楽/

現代音楽

「正戸里佳 ヴァイオリン・リサイタル2018年

ドビュッシー没後100年によせて」

5月17日 東京 東京文化会館小ホール http://www.t-bunka.jp/

121 文化イベント

第6回　哲学の夕べ 「パリ五月革命をめぐっ

て―」

5月19日 東京 アンスティチュ・フランセ東京

http://www.institutfrancais.jp/blo

g/2018/05/18/ndp2018/

122 書籍/文学/バンド・デシネ

企画展「生誕150年記念　詩人大使ポール・

クローデルと日本展」

5月19日～7月16日 横浜 神奈川近代文学館

http://www.kanabun.or.jp/exhibiti

on/7219/

123

クラシック音楽/

現代音楽

「ブルーノ・カニーノ&サンドリーネ・カントレッ

ジ　デュオリサイタル」

5月19日、23日

5月20日

5月26日

東京

茅ヶ崎

藤沢

武蔵村山市民会館（東京）、

Hakuju Hall（東京）、

スタジオ・ベルソー  (茅ヶ崎)

藤沢リラホール (藤沢)

http://www.proarte.co.jp/shop/pr

oducts/list.php?category_id=1

124

クラシック音楽/

現代音楽

「ラヴェル　～音楽の魔術師～パスカル・

ドゥヴァイヨン＆村田理夏子が仲間とお届け

するオールラヴェルプログラム」

5月20日 東京 浜離宮朝日ホール

125 討論・公演・対談

マチュー・ポット＝ボンヌヴィル講演会「出版

界の現状に照らしたフランス思想の概観」

5月21日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/05/21/20180521_foucault/index_

ja.php

126 研究 「LIA Nanosynergetics セミナー」 5月21日～23日 関西

大阪大学豊中キャンパス基礎工学部国際棟

（シグマホール）

http://photosynergetics.jp/event/

20180521/index.html

127 研究 日仏海洋研究週間 5月21日～25日 東京 在日フランス大使館
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128 企業/商業

在日フランス商工会議所　ガラ・パーティー

福岡

5月22日 福岡 ホテルニューオータニ博多

http://www.ccifj.or.jp/evenement

s/galas/gala-ccifj-kyushu/

129

クラシック音楽/

現代音楽

「マクサンス・ラリューの軌跡～愛弟子ととも

に～」

5月22日 東京 浜離宮朝日ホール

https://www.asahi-

hall.jp/hamarikyu/event/2018/05

/event1053.html

130 討論・公演・対談 「役に立つソーシャルイノベーションとは？」 5月23日 福岡 スタートアップカフェ

http://www.institutfrancais.jp/kyu

shu/events-manager/innovation-

kyushu/

131

クラシック音楽/

現代音楽

「エディット・ピアフ没後55周年トリビュートコ

ンサート　ジル・エグロ　～バラ色の人生～」

5月26日 佐世保 アルカス SASEBO

http://www.arkas.or.jp/?p=30148

&cat26_

132

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

六本木アートナイト2018 5月26日、27日 東京

六本木ヒルズ、森美術館、東京ミッドタウン、

サントリー美術館、21_21 DESIGN SIGHT、国

立新美術館、六本木商店街、その他六本木地

区の協力施設や公共スペース

http://www.roppongiartnight.com/

2018/

133 観光 フランス先取りパーティー　2018 5月29日 東京 在日フランス大使館（大使公邸）

134 研究 日仏視覚再生セミナー 5月29日、30日 東京 理化学研究所

135

クラシック音楽/

現代音楽

「ジャコバン国際ピアノ音楽祭2018 」

5月30日、31日

6月2日

6月9日、10日

東京

鎌倉

岐阜

Hakuju Hall （東京）

鎌倉芸術館

サラマンカホール（岐阜）

http://www.ejfa.jp/project/1.html

136

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ルーヴル美術館展 肖像芸術―人は人を

どう表現してきたか」

5月30日～9月3日

9月22日～

2019年１月14日

東京

大阪

国立新美術館

大阪市立美術館

http://www.ntv.co.jp/louvre2018/

137

クラシック音楽/

現代音楽

「バッハの魅力をチェンバロとピアノで愉し

む」

6月1日 東京 東京オペラシティ リサイタルホール

https://japanharpsichordsociety.ji

mdo.com/2018/03/12/j-s-バッハ

-パルティータ-cd発売記念公演-

チェンバロとピアノの魅力を愉し

む-植山けい/

138

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

「福山巴里祭」 6月1日 福山 広島県民文化センターふくやま

http://www.bunkacky.jp/event/de

tail.php?list=1&twn[]=6&id=33119

139

クラシック音楽/

現代音楽

タイコクラブ 2018 6月2日、3日 木曽郡木祖村 こだまの森 http://taicoclub.com/18/

140 書籍/文学/バンド・デシネ

「絵本の世界へようこそ」（絵本の専門家パ

スカル・アンベール氏による展示会、講演

会、ワークショップ）

6月2日～6月17日

6月23日～7月8日

7月14日～28日

名古屋

東京

京都

名古屋市図書館

東京都立図書館

アンスティチュ・フランセ関西ー京都

http://www.institutfrancais.jp/blo

g/2018/05/23/expo_album/

141

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「TRAVELS TRAVEL(LER)」

パトリック・ロジェ

6月2日～7月2日 東京 21_21 DESIGN SIGHT Gallery3

http://www.2121designsight.jp/gal

lery3/

142 書籍/文学/バンド・デシネ

「絵本の世界へようこそ」（絵本の専門家パ

スカル・アンベール氏による展示会、講演

会、ワークショップ）

6月2日～6月17日

6月23日～7月8日

7月14日～28日

名古屋

東京

京都

名古屋市図書館

東京都立図書館

アンスティチュ・フランセ関西ー京都

http://www.institutfrancais.jp/blo

g/2018/05/23/expo_album/

143 映画

ショートショートフィルムフェスティバル＆ア

ジア 2018

6月4日～24日 東京 渋谷、原宿、六本木

http://www.shortshorts.org/2018

/

144 書籍/文学/バンド・デシネ 第23回小西財団日仏翻訳文学賞授賞式 6月5日 東京 フランス大使公邸

https://jp.ambafrance.org/article1

3271

145 舞台芸術

劇団クリエつくば第９回公演「星の王子さ

ま」

6月5日～6日 筑波 つくばカピオ

146 食品・酒類

フランスワイン合同試飲商談会

「テイスティンフランス」

6月5日～8日

東京

大阪

ホテルニューオータニ（東京）

リーガロイヤルホテル大阪

https://www.youbuyfrance.com/j

p/Posts-14595-tastin-france

147

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「悪人か、ヒーローか」 6月6日～9月5日 東京 東洋文庫ミュージアム

http://www.toyo-

bunko.or.jp/museum/exhibition.ph

p

148 フランス語 横浜・フランス月間コンクール 6月7日～7月14日 横浜 神奈川

www.institutfrancais.jp/yokohama

/events-

manager/mdf_concours2018/

149 文化イベント 横浜フランス月間 2018 6月7日～7月14日 横浜 横浜市内各地

http://www.institutfrancais.jp/yok

ohama/fr/events-

manager/mdf2018/

150 フランス語

第20回ボルドー・アキテーヌ　福岡・九州姉

妹都市　フランス語スピーチコンテスト

6月9日 福岡 アンスティチュ・フランセ九州

http://www.institutfrancais.jp/kyu

shu/presentation-des-

cours/concours/

151

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

ゲンスブールナイト2018 ゲンスブール生誕

90周年記念 「69はエロな日付」

6月9日 東京 スーパー・デラックス

https://www.super-

deluxe.com/map/

152 舞台芸術

ポール・クローデル生誕150周年記念「繻子

の靴」

6月9日、10日 静岡 静岡芸術劇場 http://spac.or.jp/news/?p=13991

153 討論・公演・対談

「平和とダイバーシティ：LGBTの人々の大

学への受け入れの促進」

6月9日、10日

東京

札幌

国際基督教大学

北海道大学

https://jp.ambafrance.org/article1

3234

154 舞台芸術

八人の女優による連続リーディング　フラン

ソワーズ・サガン　「愛のゆくえ」

6月9日～27日 東京 六本木トリコロールシアター http://tricolore-theater.com/

155

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

第27回九州産業大学美術館所蔵品展「パリ

→池袋→福岡・モンパルナス –芸術家が街

に出る-」

6月9日～7月29日 福岡 九州産業大学美術館

http://www.kyusan-

u.ac.jp/ksumuseum/tennji/next.ht

ml

156 ソフトウェア、ITサービス フレンチテックツアー 6月11日～13日 日本、韓国、台湾 日本、韓国、台湾

https://events-

export.businessfrance.fr
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157 ライフサイエンス フレンチテックツアー「ヘルスケア」 6月11日～13日 日本 日本

https://events-

export.businessfrance.fr

158

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

横浜フランス月間 2018

「Alice Kunisue展」

6月12日～30日 横浜 象の鼻テラス

http://www.zounohana.com/sche

dule/detail.php?article_id=867

159

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

「パリ、愛の歌～フレンチポップ＆シャンソン

の共演～　カレンヌ・ブリュノン ＆ クレール・

エルジエール」

6月12日

6月13日

6月15日

6月17日

6月20日

6月21日

6月22日

6月25日

6月26日

6月28日

千葉

東京

埼玉

静岡

名古屋

横浜

宇都宮

札幌

旭川

函館

千葉文化会館、

中野サンプラザホール（東京）、

ウェスタ川越（埼玉）、

裾野市文化センター（静岡）、

日本特殊陶業市民会館フォレストホール（名

古屋）、

神奈川県民ホール（横浜）、

宇都宮市文化会館

ニトリ文化ホール（札幌）、

旭川市文化会館、

函館市芸術ホール

http://www.min-

on.or.jp/special/2018/french/#1

160 映画

フランス映画祭2018 関連企画

「Gaumont 映画誕生と共に歩んできた歴

史」展

6月13日～24日

6月27日～7月6日

6月16日～7月14日

横浜

東京

横浜赤レンガ倉庫、YCC ヨコハマ創造都市セ

ンター、

アンスティチュ・フランセ東京

http://www.institutfrancais.jp/yok

ohama/events-

manager/gaumont/

161 企業 / 商業 在日フランス商工会議所100周年 6月15日 日本 在日フランス大使館

162 映画

フランス映画祭2018 関連企画

特集上映「Gaumont 映画誕生と共に歩んで

きた歴史」展

6月16日～20日、

6月28日から7月13日

横浜 横浜シネマ・ジャック＆ベティ

http://www.jackandbetty.net/cine

ma/detail/1706/

163

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

音楽の祭日 6月16日～24日

大阪、兵庫、京都、

滋賀、奈良、山口、

愛媛

大阪、兵庫、京都、滋賀、奈良、山口、愛媛

http://www.mediatv.ne.jp/ongaku

nosaijitsu/index.html

164

クラシック音楽/

現代音楽

「中井正子ピアノリサイタル～演奏活動40

周年・ドビュッシー没後100年記念～」

6月17日 東京 東京文化会館　小ホール http://www.t-bunka.jp/

165 討論・公演・対談

シンポジウム：フランス視察報告 ～難民の

ために働く多様な関係者の出会いから～

6月21日 東京 アンスティチュ・フランセ東京

https://www.refugee.or.jp/event/

2018/06/21-0000.shtml

166 映画 フランス映画祭 6月21日～24日 横浜

横浜みなとみらいホール、イオンシネマみなと

みらい

http://unifrance.jp/festival/2018/

167 ダンス

第2回 日本舞踊 未来座 =裁＝ 「カルメン

2018」

6月22日～24日 東京 国立劇場小劇場

http://nihonbuyou.or.jp/Performa

nces/detail/319

168 研究 日仏セミナー「免疫学と感染症」 6月23日 東京 京都アカデミーフォーラム（東京）

https://jp.ambafrance.org/article1

3195

169

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

フランス文化ネットワーク 音楽の日

6月23日

6月23日

6月24日

6月30日

東京

札幌

名古屋

関西

アンスティチュ・フランセ東京

札幌アリアンス・フランセーズ

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会

アンスティチュ・フランセ関西

170

クラシック音楽/

現代音楽

三重フィルハーモニー交響楽団第47回定期

演奏会「フランス音楽への招待Ⅳ」

6月24日  津 三重文化会館大ホール http://miefiru.jp/

171

クラシック音楽/

現代音楽

チャリティコンサート「『ハワイー東北レイン

ボープロジェクト』による. 被災地の子供たち

の教育支援活動へ、 日本人シャンソン歌手

第一号 高英男さん（1918.10.9生）生誕100

年に寄せて・・・ 」

6月24日 東京 ライブスペース奇聞屋

172 空港経済 空港整備　商談会 6月25日～29日 日本/台湾 日本/台湾

173 研究

人工木材建築に関するJSPS-CNRS ワーク

ショップ

6月26日、27日 東京 東京大学

174 化粧品 化粧品関連企業ミッション 6月27日～29日 日本 日本

175

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ショーメ 時空を超える宝飾芸術の世界―

1780年パリに始まるエスプリ―」

6月28日～9月17日 東京 三菱一号館美術館 http://mimt.jp/chaumet/

176 討論・公演・対談

日本とフランスの歴史－比較できないもの

を比較する

6月28日～9月17日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/06/28/20180628_pierre_souyri/in

dex_ja.php

177 大学交流

討論会「明治維新を考える－明治維新とフ

ランス革命」

6月30日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/06/30/20180630_pierre_souyri/in

dex_ja.php

178 舞台芸術

フィリップ・ドゥクフレ／カンパニーDCA「新作

短編集（2017）―Nouvelles Pièces Courtes」

6月29日～7月1日

7月7日・8日

7月14日・15日

埼玉

北九州

滋賀

彩の国さいたま芸術劇場

北九州芸術劇場

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホール

http://www.saf.or.jp/arthall/

http://q-geki.jp

https://www.biwako-hall.or.jp

179 大学交流

明治維新を考える－明治維新とフランス革

命

6月30日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/06/30/20180630_pierre_souyri/in

dex_ja.php

180

クラシック音楽/

現代音楽

オルケストル フランセ デュ ジャポン「フラン

ス音楽の午後2018」

6月30日 東京 亀戸文化センター http://www.orchestre-francais.jp

181

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

デランカント来日公演 7月 日本 複数都市

182 舞台芸術

福井日仏協会 第30回文化講座「バレエへ

のお誘い～舞台芸術にふれる至福のひとと

き～」

7月1日 福井 響きのホール

https://fupo.jp/event/福井日仏

協会-第30回文化講座「バレエへ

のお誘い/

183 文化イベント 「ジャポニスム2018:響きあう魂」出陣祝賀会 7月2日 東京 アークヒルズ（六本木）

https://www.kantei.go.jp/jp/98_ab

e/actions/201807/02jpnsm.html
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184

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

「チャボロ・シュミット・トリオ～Jazz Night in

Paris～」

7月4日、

7月5日、

7月7日、9日

7月8日、

大阪、

埼玉、

東京、

豊橋

ビルボードライブ大阪、

埼玉所沢市⺠文化センターミューズ（埼玉）、

めぐろパーシモンホール（東京）、ビルボードラ

イブ東京、

穂の国とよはし芸術劇場（豊橋）

http://www.billboard-

japan.com/d_news/detail/61336/

2

185 スポーツ オリンピック/スポーツミッション 7月4日～6日 日本 日本

186

クラシック音楽/

現代音楽

第9回安川加壽子記念コンクール 7月5日 東京 浜離宮朝日ホール http://www.jpta.jp/index.html

187 映画 エリック・トレダノ監督 「セラヴィ！」 7月6日より 日本 日本各所 http://cestlavie-movie.jp

188 討論・公演・対談

「京都・パリ友情盟約締結６０周年記念」

市民公開シンポジウ

7月6日 京都 ANAクラウンプラザホテル京都

189

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

ブルーノート東京30周年記念公演

ミシェル・ルグラン・トリオ

7月6日～7月9日 東京 ブルーノート東京

http://www.bluenote.co.jp/jp/arti

sts/michel-legrand/

190 映画 ブノワ・ジャコ監督 「Eva」 7月7日より 日本 日本各所 http://www.finefilms.co.jp/eva/

191

クラシック音楽/

現代音楽

「ドレミであそぼう！～0才からのクラシック

～」

7月7日 佐世保 アルカス SASEBO

http://www.arkas.or.jp/?p=30804

&cat26_tp

192

クラシック音楽/

現代音楽

「来日50周年記念 エリック・ハイドシェック

with カメラータ・ジオン」

7月7日、8日 東京 東京文化会館

http://www.concert.co.jp/concert

/eric_heidsieck/

193 舞台芸術

パシフィック・ミュージック・フェスティバル

（PMF）2018

7月7日-8月1日

北海道

広島

東京

北海道各所

広島国際会議場　フェニックスホール

サントリーホール

https://www.pmf.or.jp/

194

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

アートでスポーツを応援しよう！ 7月8日 東京 六本木ヒルズアリーナ

https://participation.tokyo2020.jp

/jp/event/detail.html?id=a090I000

00xufi2QAA

195 討論・公演・対談

日仏討論会 「高齢者のための未来都市と

は? 」

7月11日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/07/11/20180711_chapon/index_j

a.php

196 討論・公演・対談

日仏討論会 「高齢者のための未来都市と

は? 」

7月11日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/07/11/20180711_chapon/index_j

a.php

197 記念 フランス文化ネットワーク パリ祭

7月11日

7月13日

7月14日

7月14日

7月14日

7月14日

7月15日

7月17日

徳島

大阪

東京

横浜

札幌

仙台

京都

名古屋

アリアンス･フランセーズ徳島

帝国ホテル 大阪

アンスティチュ・フランセ東京

アンスティチュ・フランセ横浜

札幌アリアンス・フランセーズ

仙台日仏協会 アリアンス・フランセーズ

アンスティチュ・フランセ関西―京都

アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会

198 研究

大容量最適化のための計算知能に関する

ワークショップ

7月12日、13日 長野 信州大学

199 映画

ミシェル・アザナヴィシウス監督 「グッバイ・

ゴダール！」

7月13日より 日本 日本各所 http://gaga.ne.jp/goodby-g/

200 映画

アンヌ＝ドフィーヌ・ジュリアン監督「子ども

が教えてくれたこと」

7月14日より 日本 日本各所 http://kodomo-oshiete.com/

201 研究 進化計算の分野の国際会議 7月15日～19日 京都 京都テルサ

202

クラシック音楽/

現代音楽

サロンコンサート「夏の夜の夢」 7月17日 東京 加賀町ホール https://www.kaga2526.com

203 授賞式

ロレアル　女性科学者

日本奨励賞授賞式

7月18日 東京 在日フランス大使館（大使公邸）

204 舞台芸術

ジェス・リュカによる子ども向けパフォーマン

ス「エレクトロニックな夢」

7月20日～22日 東京 座・高円寺

http://www.za-

koenji.jp/detail/index.php?id=1930

205 ガストロノミー 神戸日仏協会の「パリ祭2018」 7月20日 神戸 北野クラブSOLA http://www.kobenichifutsu.com

206

クラシック音楽/

現代音楽

「レジデンス弦楽四重奏団

アルカス・クァルテット

第8回定期演奏会」

7月21日 佐世保 アルカス SASEBO http://www.arkas.or.jp/?p=30301

207 舞台芸術 ガラピア・シルク「マラソン」 7月21日（土）～23日（月） 東京 座・高円寺

http://www.za-

koenji.jp/detail/index.php?id=1930

208 舞台芸術 伊藤郁女「私は言葉を信じないので踊る」

7月21日・22日

7月27日・28日

8月4日・5日

埼玉

豊橋

金沢

彩の国さいたま芸術劇場

穂の国とよはし芸術劇場 プラット

金沢２１世紀美術館

http://www.saf.or.jp/arthall/stage

s/detail/5156
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209

クラシック音楽/

現代音楽

第19回大阪国際音楽コンクール

7月21日、22日

8月5日

8月12日、13日

8月15日

8月16日、17日

8月20日

8月25日、26日

8月29日、31日

神戸

名古屋

東京

大阪

広島

富山

横浜

神戸女学院大学、

名古屋芸術大学 、

上野学園 石橋メモリアルホール、

ムラマツリサイタルホール新大阪、

うはらホール（神戸）、

エリザベト音楽大学 ザビエルホール(広島）、

あいれふホール（福岡）、

富山県民小劇場、

大阪市阿倍野区民センター、

ティアラこうとう小ホール（東京）、

横浜みなとみらい小ホール

http://www.osakaimc.com/index.h

tml

210

クラシック音楽/

現代音楽

福井マナ ピアノリサイタル「未来のノスタル

ジー」

7月22日 東京 東京オペラシティリサイタルホール

https://www.operacity.jp/concert

/calendar/#/list/all/2018/07/e/8

994

211

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真など）

「大地の芸術祭 越後妻有アートトリエン

ナーレ 2018」

7月29日～9月17日 越後妻有 越後妻有

http://www.echigo-

tsumari.jp/triennale2018/

212

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真など）

「沼本三郎　墨で描くパリの光と影」 7月31日～8月5日 名古屋 ノリタケの森ギャラリー

http://www.noritake.co.jp/mori/lo

ok/gallery/post_506.html

213

クラシック音楽/

現代音楽

第24回 浜松国際管楽器アカデミー＆フェス

ティヴァル

7月31日～8月5日 浜松 アクトシティ浜松（静岡県）

https://hamamatsuwindacademy.

com/ja/

214

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真など）

「没後50年 藤田嗣治展」

7月31日～10月8日

10月19日～12月16日

東京

京都

東京都美術館

京都国立近代美術館

http://foujita2018.jp

215 映画 レオノール・セライユ監督 「若い女」 2018年8月より 日本 日本各所

http://www.senlis.co.jp/wakai-

onna/

216

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真など）

「フランス・アルザス展」

8月1日～8月20日

8月22日～9月2日

9月5日～9月30日

郡上

高山

白川

郡上市総合文化センター

高山市図書館煥章館

白川村南部地区文化会館

http://gic.or.jp/

217

クラシック音楽/

現代音楽

「深見まどか　ドビュッシー没後100年　ピア

ノ作品全曲演奏プロジェクト　ドビュッシーチ

クルス」

8月2日

12月22日

東京

東京

ヤマハ銀座サロン

ベーゼンドルファー東京

218 舞台芸術

ダンスフェスティバル「 Dance Dance Dance

@ YOKOHAMA」

8月4日～9月30日 横浜 横浜市内各地 https://dance-yokohama.jp

219

クラシック音楽/

現代音楽

「本田早美花＆エマニュエル・クリスチャン

デュオリサイタル」

8月4日

8月5日

東京

長野

トッパンホール（東京）

脇田美術館　（長野）

http://www.toppanhall.com/conce

rt/detail/201808041700.html

http://www.wakita-

museum.com/index_02.html

220 舞台芸術  アーティスティック バレエ「ガラ」 8月12日 大阪 NHK大阪ホール http://www.boj-boj.com

221

クラシック音楽/

現代音楽

「小沢麻由子ピアノリサイタル ～ドビュッ

シー没後100年～」

8月12日 東京 東京文化会館小ホール http://www.t-bunka.jp/

222

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

第68回学展

8月17日～8月19日

12月12日～12月15日

東京

パリ

TOLOT/heuristic SHINONOME

カルーゼル・デュ・ルーブル

http://gakutenjapan.com

223 映画

セバスチャン・ローデンバック監督 「大人の

ためのグリム童話 手をなくした少女」

8月18日より 日本 日本各所 http://newdeer.net/girl/

224 映画

リュック・ジャケ監督 「皇帝ペンギン ただい

ま」

8月25日より 日本 日本各所 http://penguin-tadaima.com

225 舞台芸術 第15回世界バレエフェスティバル

8月27日～8月15日

8月18日

東京

大阪

東京文化会館（東京）

フェスティバルホール、大阪

https://www.nbs.or.jp

226 研究 ElyT学校2018 8月27日～9月4日 仙台 仙台

227

クラシック音楽/

現代音楽

第4回ジャック・ランスロ国際クラリネットコン

クール

8月28日～31日

9月2日、5日

神奈川 横須賀芸術劇場 http://www.jlicc.jp

228

クラシック音楽/

現代音楽

第１４回「天使の泉」チャリティーコンサート

in高崎市

8月28日 高崎 高崎シティギャラリー

http://www.phoenix-

c.or.jp/~ribuki/topics/topics.cgi

229 映画 ジアド・ドゥエイリ監督 「ジ・インサルト」 8月31日より 日本 日本各所 http://longride.jp/insult/

230

クラシック音楽/

現代音楽

グノー生誕200年コンサート 9月1日 東京 練馬文化センター　大ホール http://micr94.wixsite.com/micro

231 舞台芸術 日仏コラボレーション「トリプルビル」 9月2日～5日 横浜 横浜赤レンガ倉庫１号館

https://dance-

yokohama.jp/ev_triplebill/

232 討論・公演・対談

II 世界難民の日特別企画 II ベルリン・パリ

報告会 × 共創型ワークショップ Chaos to

Co-creation 変革は辺境から起きる

9月6日 東京 Welgee

https://www.facebook.com/event

s/2568885893336681/

233

クラシック音楽/

現代音楽

「読売日本交響楽団」 9月7日 佐世保 アルカス SASEBO http://www.arkas.or.jp

234

クラシック音楽/

現代音楽

ジャンミッシェル・キム　ピアノリサイタル

2018年

9月10日

9月16日

東京

京都

ヤマハホール（東京）

青山音楽記念館バロックザール（京都）

http://www.barocksaal.com
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235 大学交流

講演会「パリ五月革命考：現在の介入と思

想の黎明」

9月14日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/09/14/20180914_cusset/index_ja

.php

236

クラシック音楽/

現代音楽

「ランチ＆ナイトタイムコンサート　講談×ア

コーディオン」

9月14日 佐世保 アルカス SASEBO http://www.arkas.or.jp

237

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「BIWAKOビエンナーレ2018」 9月15日～11月11日 滋賀 近江八幡市

https://energyfield.org/biwakobie

nnale/

238

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ポール・ジャクレーと軽井沢」 9月15日～11月11日 軽井沢 追分宿郷土館　図書室

http://www.town.karuizawa.lg

.jp/www/contents/15353500

96255/index_k.html

239

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

パリ世紀末　ベル・エックに咲いた華「サラ・

ベルナールの世界展」

2018年9月中旬～2020年1月末

群馬

京都

堺

箱根

横須賀

東京

群馬県近代美術館

京都工芸繊維大学資料館

堺アルフォンス・ミュシャ文化館

箱根ラリック美術館

横須賀美術館

渋谷区立松濤美術館

240

クラシック音楽/

現代音楽

シンフォニエッタ 静岡　第54回定期公演 9月16日 静岡 グランシップ中ホール

http://www1.odn.ne.jp/ssj/concer

t2018-19.html

241 舞台芸術 「バレエ･ロレーヌ公演」 9月16日、17日 神奈川 神奈川芸術劇場 http://www.kaat.jp/d/lorraine

242

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

シャルル・アズナヴール「生誕94周年 特別

記念 来日コンサート」

9月17日

9月19日

東京

大阪

東京NHKホール

大阪NHKホール

https://www.hipjpn.co.jp/archives

/47212

243

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

IAM（アイアム）来日公演 9月19日 東京 duo MUSIC EXCHANGE （渋谷）

https://www.livenation.co.jp/show

/1136864/iam/Tokyo/2018-09-

19/ja

244 観光 ツーリズムEXPOジャパン 9月20日～23日 東京 東京ビックサイト http://www.t-expo.jp

245 舞台芸術

マチュラン・ボルズ公演

ダンスフェスティバル「Dance Dance Dance

@ YOKOHAMA」

9月22日～9月24日 横浜 神奈川芸術劇場

https://dance-

yokohama.jp/eventprogram/006/

246 研究

デジタルエコシステムのマネジメントに関す

る国際会議

9月25日～28日 東京 首都大学東京

247

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「オルセー美術館特別企画 ピエール・ボ

ナール展」

9月26日～

12月17日

東京 国立新美術館 http://bonnard2018.exhn.jp

248

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

代官山フォトフェア2018：関連プログラム

（アントワン・ダガタ）

2018年9月28日～9月30日 東京

代官山ヒルサイドフォーラム、ヒルサイドプラ

ザ

http://fapa.jp/

249 舞台芸術

カミーユ・ボワテル「MA」

東京芸術祭/パリ東京文化タンデム

9月27日～9月30日 東京 東京芸術劇場

250

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ジョルジュ・ルオー   聖なる芸術とモデル

ニテ」

9月29日～12月9日

東京

北九州

パナソニック汐留ミュージアム

北九州市立美術館

https://panasonic.co.jp/es/muse

um/exhibition/

251 書籍/文学/バンド・デシネ

 マンガ、バンド・デシネ：日仏翻訳と受容

－アングレーム国際漫画祭と小西財団漫画

翻訳賞をめぐって－

9月29日 東京 日仏会館

http://www.mfj.gr.jp/agenda/2018

/09/29/20180929manga_bd/index

_ja.php

252

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「ROC」展 9月下旬～ 東京 インターメディアテク http://www.intermediatheque.jp/

253

大学交流部門、キャンパスフラ

ンス

日仏大学交流卒業生とフランス人学生祝日

仏交流160周年

9月末 東京 アンスティチュ・フランセ東京

254 研究

日仏情報通信フォーラム　第4次産業革命

に向けた情報通信技術戦略

10月 東京 日仏会館

255 研究

自然と文化 ：持続可能な開発の5つの柱と5

つの意味

10月1日 東京 SFJTO 日本

256 研究

「Take the perspective of others: social

cognition from healthy neurons to

neurodegenerative brain」

10月1日～3日 奈良 東大寺

257

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「カタストロフと美術のちから展」

2018年10月6日～2019年1月20

日

東京 森美術館

http://www.mori.art.museum/jp/e

xhibitions/catastrophe/index.html

258

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「エキゾティック×モダン アール・デコと異境

への眼差し」

10月6日～2019年1月14日

2019年1月22日～3月31日

東京

群馬

東京都庭園美術館

群馬県立館林美術館

http://www.teien-art-

museum.ne.jp/exhibition/schedule

.html

http://www.gmat.pref.gunma.jp/k/

ex_30.html

259

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

第12回浜松シャンソンコンクール 10月7日 浜松 クリエート浜松

https://www.hcf.or.jp/facilities/cr

eate/event/detail.php?id=20224
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260 記念

ペルーズ顕彰記念碑建立メモリアル式典

(主催：稚内市)

１０月６日 稚内 稚内　宗谷岬

261 大学交流 Campus France Tour 2018

10月10日～10月22日

（予定）

東北、東京、名古

屋

国内11大学

262 舞台芸術 「平安舞踏派」　旗揚げ公演　『SAI 』 10月13日、10月14日 京都

アンスティチュ・フランセ

関西-京都外苑（旧関西日仏学館）

http://torifune.jp/

263 舞台芸術 「ジャンヌダルク　ジュテームを君に」 10月13日、10月14日 大阪 サンケイホールブリーゼ http://kermis-japan.com/

264

クラシック音楽/

現代音楽

ドビュッシー没後100年　スペシャル・シリー

ズ

「光と色彩の作曲家 クロード・ドビュッシー」

10月13日

11月10日

11月23日

京都

京都コンサートホール・アンサンブルホールム

ラタ

https://www.kyotoconcerthall.org

/debussy2018/

265 産業 産業の未来　商談会 10月15日～19日 日本/韓国 日本/韓国

266 書籍/文学/バンド・デシネ

文学とバンドデシネの祭典

「読書の秋」

10月中旬～11月末 日本

在日フランス文化機関ネットワーク（アンスティ

チュ・フランセ日本/アリアンス・フランセー

ズ）、他

267 研究 「CEA Tech Days Tokyo 2018」 10月16日、17日 東京 京王プラザホテル新宿

268 文化イベント

アーバンカルチャーフェスティバル

「Saison Rouge」

10月18日～21日 東京 東京～渋谷、代官山周辺～  www.saison-rouge.com

269 流通 Eコマース商談会 10月23日 フランス フランス

270

クラシック音楽/

現代音楽

「イザイ音楽祭ジャパン2018」

10月18日

10月20日

福岡

東京

福岡FFGホール

東京文化会館小ホール

http://ysayejapan.com/イザイ音

楽祭ジャパン2018/

271

クラシック音楽/

現代音楽

ヴァンサン・ラルドゥレ　ピアノリサイタル

10月18日

10月20日

10月21日

10月23日

横浜

静岡

奈良

東京

横浜市栄区民文化センターリリス、

静岡市清水文化会館マリナート、

大和高田さざんかホール（奈良）、

Hakuju Hall （東京）

http://www.proarte.co.jp/shop/pr

oducts/list.php?category_id=1

272

クラシック音楽/

現代音楽

「時の響」2018 10月19日～10月21日 京都 京都コンサートホール

https://kyo-

asobi.kyoto/tokinohibiki2018/

273

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

「田根剛  未来の記憶」

10月19日～12月24日

10月18日～12月23日

東京

東京オペラシティアートギャラリー

TOTOギャラリー・間

https://www.operacity.jp/ag/exh/

upcoming_exhibitions/index.php

274

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真、インスタレーション

など）

シャルル＝フランソワ・ドービニー

―バルビゾン派から印象派への架け橋―

10月20日～12月16日

2019年1月3日～3月24日

2019年4月20日～6月30日

2019年7月19日～9月1日

2019年9月20日～11月4日

山梨

広島

東京

鹿児島

三重

山梨県立美術館、

公益財団法人ひろしま美術館、

東郷青児記念 損保ジャパン日本興亜美術

館、

鹿児島市立美術館、

三重県立美術館

http://www.braintrust-art.com

275

クラシック音楽/

現代音楽

「安田 英主ピアノリサイタル 2018  〜関係３

〜」

10月21日 東京 Hakuju Hall （東京）

276 研究

第13回日仏ドラッグ・デリバリーシステムシ

ンポジウム

10月21日～24日 三重 伊勢・志摩ロイヤルホテル

277 書籍/文学/バンド・デシネ

ポール・クローデル生誕150年記念シンポジ

ウム

「ポール・ クローデルの日本」

11月3日、4日 東京 日仏会館

278

クラシック音楽/

現代音楽

第35回 ワンダフルoneアワー

ハバネラ サクソフォン・カルテット＆平野公

崇 リサイタル

10月24日 東京 Hakuju Hall （東京）

https://www.hakujuhall.jp/syusai/

160.html

279

クラシック音楽/

現代音楽

フランソワ・サルク＆成嶋志保

チェロ＆ピアノ　デュオ・リサイタル

10月25日

10月26日

京都

東京

バロックザール　（京都）

Hakuju Hall （東京）

280

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

「バガッド・ド・ラン=ビウエ Bagad de Lann-

Bihoué」

11月 東京 銀座パブリックスペース

281 映画 映画に見る日本とフランス 11月、12月

東京

横浜

京都

アンスティチュ・フランセ東京

アンスティチュ・フランセ横浜

アンスティチュ・フランセ関西ー京都

282 記念

灯台１５０周年記念行事

観音崎の灯台着工１５０周年記念　(主催：

国土交通省、海上保安庁)

11月1日 東京 パレスホテル東京

283 イベント 横須賀造船所創設153周年 11月10日 横須賀

横須賀

ヴェルニー公園

284 イベント 第1次世界大戦終戦100周年 11月11日

横浜

東京

横浜市・保土ヶ谷区戦没者墓地

大使公邸

285

クラシック音楽/

現代音楽

シンフォニエッタ 静岡　第55回定期公演 11月11日 東京 サントリーホールブルーローズ

https://www.suntory.co.jp/suntor

yhall/schedule/
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286 記念

バガッド・ド・ラン=ビウエ演奏

ラルーズ顕彰記念碑建立メモリアル式典

(主催：稚内、天候により中止の場合あり)

11月中旬 稚内 稚内　宗谷岬

287

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真など）

コミテコルベール アワード 2018 -現代にお

ける人と自然-

11月17日～11月29日 東京 東京藝術大学大学美術館

https://www.geidai.ac.jp/museum

/exhibit/current_exhibitions_ja.htm

288

展覧会ビジュアルアート（絵画、

彫刻、写真など）

アール・ヌーヴォーの伝道師　浅井忠と近

代デザイン

2018年11月17日～2019年2月

17日

名古屋 ヤマザキ マザック美術館

http://www.mazak-art.com/cgi-

bin/museum/infoeditor/info.cgi?a

ction=data_list&mode=schedule

289

現代音楽/ジャズ/

ワールドミュージック

第18回フランス語で歌うコンテスト 「J'AIME

CHANTER」

11月17日 東京 赤坂区民センターホール https://jaimechanter.jimdo.com

290 記念 仏独「平和のミサ」 11月17日、18日 東京 東京

291 産業の未来 日仏フォーラム「2068年の日本」 11月19日～21日 東京 東京

292 討論・公演・対談

教育シンポジウム・展示：

テーマ「日仏交流の160周年―『特別な関

係』の根源をもとめて」

11月20日 東京 日仏会館、EFEO A venir

293 研究 人工知能に関するイベント 11月21日～22日 東京 在日フランス大使館

https://jp.ambafrance.org/article1

3248

294 イベント 自衛隊音楽まつり 11月21日～23日 東京 日本武道館

295

クラシック音楽/

現代音楽

安倍葉子ピアノリサイタル（ドビュッシー・シ

リーズ2012-2018）「生誕150年から没後100

年に向かって」

11月23日 東京 王子ホール（東京）

http://www.proarte.co.jp/shop/pr

oducts/detail.php?product_id=177

1

296

クラシック音楽/

現代音楽

「アルカスSASEBOオリジナル室内オーケス

トラ　チェンバー・ソロイスツ・佐世保」

11月24日 佐世保 アルカス SASEBO http://www.arkas.or.jp

297

クラシック音楽/

現代音楽

「パスカル・ロジェ×三川内焼　～ドビュッ

シーと光～」

11月25日 佐世保 アルカス SASEBO http://www.arkas.or.jp

298 エネルギー

第三国における石油・ガス

アップストリーム産業　ミッション

11月26日～28日 日本 日本

299 航空 航空産業　商談会 11月26日～28日 日本 日本

300

クラシック音楽/

現代音楽

パリ木の十字架少年合唱団コンサートツ

アー

11月27日

11月28日

12月1日

東京

静岡

京都

紀尾井ホール（東京）、

静岡音楽館AOI、

京都コンサートホール

https://www.musicachiara.com

301 研究

フランス語による科学シンポジウム2018

（JFR 2018）

12月 東京 日仏会館

302 討論・公演・対談 無声映画シンポジウム 12月7日、8日 東京 日仏会館

303 大学交流

日仏大学連盟間トップレベル会合と両国の

地方大学をテーマとするシンポジウム

12月7日 東京

日仏会館

フランス大使公邸

304 産業 産業繊維、ミッション 12月10日～14日 日本 日本

305

クラシック音楽/

現代音楽

パリ管弦楽団 12月11日～12月19日

札幌

鳥取

京都

東京

大阪

札幌コンサートホールKitara　大ホール

とりぎん文化会館 梨花ホール

京都コンサートホール　大ホール

東京芸術劇場

サントリーホール

ザ・シンフォニーホール

http://www.kajimotomusic.com/jp

/concert/

306 書籍/文学/バンド・デシネ 説話文学シンポジウム 12月12日、13日 東京 日仏会館

307 記念 京都・パリ友情盟約締結60周年 一年中

京都

パリ

京都

パリ

308 書籍/文学/バンド・デシネ 在日フランス商工会議所イベント雑誌 一年中 日本 日本 http://www.ccifj.or.jp
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