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歴史学者フェルナン・ブローデルの下で研究チームの旧リーダーを務め、
クロード・レヴィ＝ストロースの第一助手であった文化人類学者のモーリ
ス・ゴドリエは、社会的階層を持たず、政府も持たないと位置づけられた
ニューギニアのバルヤ（Baruya）族の研究をした。彼の一連の研究は実
り多い成果をもたらした。

フラン・パルレ：少しだけ煽るような発言をしますが。現時点では、文化
人類学は、フランスにおいて何の役に立っているのですか？
モーリス・ゴドリエ：いやいや、それは多くのことに役立っていますよ。た
とえば刑務所の暮らしに興味を持っている文化人類学者も居ますし、イ
ラクに興味を持っているのも居ます。つまり完全に政治的戦略上の拠点
に、ですね。オセアニアに居る、もちろん私のような文化人類学者も居ま
す。その地域には多くの事が起こっています：この地域の民族における全
体的なキリスト教化など。このように、実際はフランスやヨーロッパ諸国
の文化人類学があり、またヨーロッパ諸国ではない、と言える諸国、残り
の全ての国々の文化人類学がある、といいましょうか。フランスの強み
としては、シベリアやカザフスタンをよく知っているグループが居ます。

Ancien chef de travaux auprès de l’historien Fernand Braudel puis maître-
assistant de Claude Lévi-Strauss, l’anthropologue Maurice Godelier a étudié 
les Baruyas, un peuple de Nouvelle-Guinée qu’il caractérise comme étant 
sans classe et sans État. L’ensemble de ses travaux a donné des résultats 
fructueux.

Franc-Parler: Je vais être un petit peu provocateur. À l’heure ac-
tuelle, l’anthropologie, en France, ça sert à quoi?
Maurice Godelier: Oh la la, ça sert à beaucoup de choses. Vous avez des 
anthropologues qui s’intéressent par exemple à la vie dans les prisons, 
à l’Irak, donc à des endroits tout à fait stratégiques du point de vue 
politique. Vous avez des anthropologues qui sont en Océanie bien sûr 
comme moi ou d’autres où il y a des tas de choses qui se passent: une 
christianisation générale de tous ces peuples. Vous voyez, en fait il y 
a une anthropologie de la France et de l’Europe et une anthropologie 
des pays, on peut dire non-européens, du reste du monde, quoi. Avec 
en France des points forts, on a des groupes très compétents sur la 
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Sibérie, le Kazakhstan. Bref, il y a des endroits dont les gens ne con-
naissent rien, il faut bien le dire. Les gens ne savaient pas ce que c’était 
que le sunnisme, ce que c’était que le chiisme et tout a explosé ensuite 
dans des guerres que vous avez vues en Irak, ou ailleurs. Donc, là, on a 
des anthropologues qui sont sur le terrain, et on ne peut pas travailler 
non plus en anthropologie sans les historiens. Car le présent, c’est une 
chose mais le présent continue souvent le passé et c’est un passé qui 
est très loin, très lointain. Donc, la séparation des sunnites et des chi-
ites ça remonte à plusieurs siècles et même pratiquement au gendre 
du prophète. C’est ça qui est intéressant. Aujourd’hui, il y a une telle 
complexité à affronter qu’il faut être sur le terrain pour comprendre ce 
qui se passe dans la tête des gens. Et en même temps, il faut avoir un 
recul historique car toutes ces représentations et institutions ne sont 
pas nées d’hier.

FP: Qu’est-ce que vous avez retiré de ces études sur place (chez les 
Baruyas)?
MG: D’énormes résultats scientifiques. D’abord l’étude d’un système 
de parenté. La parenté, c’est une invention de l’homme, ce qui était 
intéressant pour des gens comme moi qui comparons la façon dont la 
parenté est vécue et produite dans différentes sociétés patrilinéaires, 
matrilinéaires etc. Ensuite, j’ai pu assister à de très grandes initiations 
disparues pratiquement maintenant dans toute la Nouvelle-Guinée. 
Donc, l’ancien monde religieux et politique était encore présent et 
vivant. Donc, j’ai pu participer aux initiations. Et ensuite, j’ai pu refaire 
avec les aînés qui avaient tous utilisé des outils de pierre, j’ai pu refaire 
avec eux, disons reproduire la technique qui était néolithique. C’est-
à-dire que la porte du néolithique s’est fermée devant moi et donc, 

j’ai eu une chance inouïe. Je suis tombé dans un peuple qui venait 
d’abandonner les outils de pierre pour des outils d’acier brandis par 
les Européens juste quelques années avant moi. Avec les aînés, j’ai pu 
reconstituer l’ancienne économie, les anciennes formes de production. 
Donc, c’était un témoignage pour l’histoire de l’humanité. L’histoire de 
l’humanité, c’est ça, une multiplicité d’inventions et si vous oubliez ça, 
vous ne comprenez pas d’où nous venons en tant qu’êtres humains, en 
tant qu’espèce. Le groupe local vous apprend sur une histoire profonde 
de l’humanité et une histoire différentielle. Comme je vous dis, j’ai eu 
beaucoup, beaucoup de chance et ce n’est pas moi qui ai inventé leur 
culture, c’est eux qui l’avaient produite. Leur culture était très intéres-
sante d’abord pour eux-mêmes bien sûr. Mais pour un anthropologue 
qui a eu ce plaisir un peu de comparer des sociétés,  vision historique, 
comment ça s’est développé sur les différents continents, c’est bien, 
c’est fabuleux. Et en plus être anthropologue, c’est agir sur soi-même 
tout le temps. C’est un métier d’ascèse, un métier difficile, de solitude 
et de réflexion et d’analyse. Et d’empathie. Si vous êtes là à détester les 
gens avec lesquels vous vivez, vous ne pouvez pas les comprendre. Ce 
n’est pas possible. Vous voyez un peu l’envergure des responsabilités et 
des résultats possibles. Et bien sûr, il faut beaucoup d’années de travail. 
Il faut rester longtemps, il faut faire des enquêtes systématiques, être 
accepté par les gens parce que vous les gênez quand même d’aller tous 
les jours mesurer leurs jardins avec eux. Il faut que vous soyez accepté 
par le groupe pour faire ça. Il ne faut jamais s’imposer. Il y a beaucoup 
de qualités subjectives et humaines qui sont impliquées.

FP: Vous avez dégagé des notions intéressantes sur le sacré…
MG: Mauss et Lévi-Strauss avaient insisté sur des choses comme le don et 
le contre-don équivalent. Ça existait chez les Baruyas: vous donnez une 
femme contre une femme et donc vous faites une alliance, un mariage 
quoi. Bon ça, ça intéressait Lévi-Strauss. Mauss, ce n’était pas le même 
don, c’est: vous donnez beaucoup de telle sorte qu’on ne peut pas vous 
rendre. C’est un don qui crée l’inégalité et qui défend un statut ou qui est 
un moyen d’affirmer sa volonté d’avoir un certain statut dans la société 
ou de le reproduire. Donc, c’est un don compétitif, c’est une guerre, c’est 
la guerre des dons. Ensuite tout le monde opposait le don à l’échange 
marchand puisque dans un échange marchand, ce que vous vendez 
ne vous appartient plus et appartient à celui qui vous l’a acheté. Tandis 
que dans le don, vous aliénez un objet, quelque chose mais le fait que 
vous avez donné, ça fait que vous êtes dans l’objet donné. Donc, il est 
aliéné et en même temps il est non aliéné parce que vous êtes présent 
et si on peut dire, votre don crée une obligation, obligation d’avoir à 
donner aussi. Refuser un don, c’est un acte extrêmement négatif. Et 
bien, moi j’ai été beaucoup plus loin parce que j’ai montré qu’il y avait 
des objets qu’on ne donne pas. Il y a des objets qu’on ne vend pas. 
Pourquoi on les garde et pourquoi on ne les vend pas et qu’on ne les 
donne pas à ses voisins? Parce qu’on les garde pour les transmettre. 
Donc, il fallait étudier cette catégorie d’objets un peu négligée par 
l’analyse sociologique et anthropologique. Pas un peu mais très très 
négligée et qui étaient des objets qu’on ne donne pas et qu’on ne vend 
pas, qu’on transmet, donc des objets que j’ai appelés sacrés mais avec 
cette nuance tout à fait importante que le sacré que j’analyse c’est pas 
religieux seulement.
Ce qui est facile, ce qui s’impose dans la tête, c’est bien sûr c’est des 
objets religieux. Or, j’ai montré que la Constitution des États démocra-
tiques, c’est un objet qui n’est pas une marchandise, on n’achète pas 
une Constitution. On achète les voix, la corruption électorale, ça c’est 
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要するに、一般に全く知られていない所がある、ということを言ってお
かなければなりません。
一般の人はスンニ派がどういうものか、シーア派がどういうものか、知ら
なかったのです。それから、あなた方が御覧になったようなイラク戦争や
他での戦争で全てが爆発したのです。だから、そこで文化人類学者の出
番なのです。それにまた、文化人類学においては、歴史学者なしでは仕事
ができないのです。なぜなら現在というのは、それは一つのものですが、
現在はしばしば過去から続いているもので、その過去はとても昔、遠い昔
なのです。だからスンニ派とシーア派の決別は数世紀にも、ほとんど預言
者ムハンマドの婿の時代くらい（７世紀）まで遡ります。それが面白いの
です。今日では、そのような複合性に向き合っているので、人々の頭の中
に何が起きているかを理解するにはその観点から物事を見る必要があり
ます。それと同時に、歴史を遡る必要があります。なぜならこれらの全て
の表象や制度は昨日生まれたのではないからです。

FP：現地でのそういった研究からどんな成果が得られたのですか？
MG：膨大な科学的な成果です。まず血縁関係の研究です。血縁関係と
は人間の発明なのです。それは私のような人間にはとても面白いもので
した。父系社会や母系社会など様々な社会で生まれ、存在した血縁関係
の有り様を比較している者にとっては。それから私は、今やニューギニア
全土で実際には消滅してしまった大人への通過儀礼に立ち会うことが出
来たのです。つまり、古い宗教や政治の世界はまだ存在し、生きていたの
です。だから私は通過儀礼に参加する事が出来たのです。次に、私は長
老達とともに、彼らは皆、石器を使っていたのですが、私は彼らとともに
再生、新石器時代の技術を再現できた、と言いましょうか。つまり新石
器時代の扉は私の前で閉まったのです。だから私は驚くべきチャンスを
得たのです。私は、私が訪れるほんの数年前にヨーロッパ人たちが振り
かざしていた鋼の製品を使う為に、ちょうど石器を放棄したばかりのあ
る民族と出会ったのです。私は長老達とともに、昔の経済構造、生産の
形を再構築することが出来たのです。つまりそれは人類の歴史に立ち
会うことでした。人類の歴史は、これなのです、多くの発明なのです。そ
してそれら（の発明を考察する事）を忘れたならば、人類として、種とし
てどこからやってきたのか理解できません。この地域集団が人類の深い
歴史や異なる歴史を教えてくれるのです。あなたに申し上げたように、私
は沢山、沢山のチャンスを得ました。それに彼らの文化を発明したのは私

　 「ボンジュール　ラ・フランス！」（１月２０日・２７日、１５：００〜１６：００）

◆ 旅行に役立つ、やさしいフランス語のグループ
レッスン

◆  日本語のできるフランス人講師が、あなたの旅
行をサポートします

◆ 授業料は、１カ月5000円／１h×２回（水曜日
限定）※但し３カ月間連続受講に限る、入会金
なし、１ドリンク付き

場所：青山アンレ－ヴ2階スペースにて
お問い合わせ：エコールFL　TEL: 03-5272-3440　ecole-fl@ee.main.jp

ではなく、彼らがそれを生み出したのです。彼らの
文化はもちろん彼らにとってもとても興味深いもの
でした。でもある文化人類学者にとっては、複数の
社会、歴史的観点、それが異なる大陸でどのように
発展していったか、をちょっと比較する楽しみを得
たことは、良い事だし、想像以上のことです。さら
に文化人類学者であるということは、始終自分で
行動するということです。この仕事は苦行で、難し
く、孤独な省察と分析の仕事です。感情移入の仕
事でもあります。もしあなたが一緒に暮らしてい
る人 を々嫌っていながらそこに留まっているなら、
彼らのことは理解出来ません。それは無理です。こ
れで私達の責任のスケールと考えられる成果が少
しおわかりになりますね。もちろん、この仕事は多
くの年月を要します。現地に長く留まり、体系的な
アンケートを採取し、人々に受け入れられる必要
があります。なぜなら毎日彼らと一緒に彼らの庭
を測量しに行っては、彼らの邪魔になるだろうか
らです。それを実行するにはその集団から受け入
れられていなければなりません。絶対に強制はい
けません。そこには多くの主体的で人間的な資格
を伴うのです。

FP：あなたは神聖観念について面白い概念を明らかにされましたね…
MG：モスやレヴィ＝ストロースは平等に与え与えられる関係について
力説していました。それはバルヤ（Baruya）族において存在していまし
た：ある女性を嫁がせて、そこからも女性を嫁にもらう。つまり縁組み、
婚姻関係を結ぶ、ということですね。まあ、そのことがレヴィ＝ストロー
スの興味を引いたのです。モス（が提唱したの）は、同じような贈与手
段ではありませんでした：それに答えられないほど、多くを与えることで
す。その贈与は不平等を生み、ステータスを守るものです。あるいはそ
うすることが、その社会においてある種のステータスを得たいと表明す
る手段になる、またはステータスの再生になるのです。従って、それは
競争に耐える贈与手段であり、戦争なのです。それは贈与の戦いなの
です。次に（文化人類学者は）皆、商業上のやり取りと贈与は対立させ
ていました。なぜなら、商業上のやり取りにおいては、売り物は売り手
の所有でなくなり、それを買った人のものになります。一方、贈与におい
ては、あなたがある物、何かを譲渡すると、あなたが贈ったという事実
は、あなたがその贈った物の中に存在するということになります。従っ
て、それは譲渡されたと同時に、それは譲渡されていないのです。なぜ
ならあなたがそこに存在しているからです。そして言うなれば、あなた
の贈り物は義務を、先方もまた（あなたに）贈らなければならないとい
う義務を生むのです。贈与を拒否するということは、それは大変ネガテ
ィブな行為です。ところで、私はその考えから大分離れたところに居まし
た。なぜなら私が示したのは、贈与しない物があるということだったから
です。売らないものがあるということです。何故にそれらを手許において
おき、何故それらを売ったり、ご近所にあげたりしないのでしょう？何故
ならそれは後世に伝える為に残しているからです。従って、社会学的、人
文学的分析において少しおろそかにされたこれらの物のカテゴリーを研
究しなければならなかったのです。それは少しではなくて、とてもとても
おろそかにされていました。それは贈る物ではなく、買う物でもなく、伝
える物であり、従って私は神聖な物と呼んでいるのですが、この実に重要
な意味合いを考えると、私が分析している神聖なる物は、単に宗教的な
ものだけではないのです。
簡単に考えると、頭の中に浮かんでくるものは、それはもちろん宗教的な
ものです。ところで、私は民主主義の国家の憲法は、商品ではなく、憲法
は買うものではない、ということを示しました。投票権を買うとか、選挙

Lisons! フランス語で読もう！
フランス語の本をフランス人講師といっしょに読む、新し
いレッスンがスタート。初回は、アンデルセンの有名な「La 
princesse au petit pois」です。アンデルセンの世界を楽し
むのはもちろん、フランス語を耳から聞き、声に出して読む
ことで、美しい表現や発音、アクセントなどが楽しく身につ
きます。ディクテの練習や仏検対策にも！
○初回限定で、授業料はドリンク代のみ（￥５００）！※本
代（1500円）、送料（150円）は別途かかります。
○ 先着１０名様まで（※クラス開講は５名以上）

時：2月１０日（水）：14:00〜15:00
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possible. On ne peut donner une Constitution à un autre peuple, ça 
n’a pas de sens. On se donne une Constitution et on se la transmet de 
génération en génération en l’améliorant si c’est possible. Donc, ça c’est 
l’équivalent d’un objet sacré religieux mais c’est un objet politique. 
Donc, j’ai montré que le sacré débordait le religieux dans sa perspective 
habituelle et que les choses qui sont transmises dans les  générations et 
qui font la vie commune des gens, une sorte de norme pour exister en-
semble, c’est ça qui donnait les racines à une identité durable. Donc, ça 
c’était un texte important. L’Énigme du don a été traduit en japonais, en 
américain, enfin dans des tas de langues et même en chinois parce que 
les Chinois m’ont demandé une préface pour les éditions de Pékin.
Et puis ensuite une chose importante: j’ai montré que vis-à-vis de ce 
qu’on appelait des peuples primitifs, parce qu’ils n’avaient pas d’État, 
pas de classes sociales et tout marchait par la parenté, j’ai montré que 
c’était faux, que ce que j’avais appris dans mes livres et qu’on répète 
encore dans les manuels ou chez les politiques, c’est faux. C’est pas 
la parenté, c’est pas la famille qui fait la société. La famille vous aide 
à être vous-même, ça c’est partout pareil mais c’est le politique et le 
religieux, enfin ce qu’on appelle nous le politico-religieux en Europe, 
c’est ce qui constitue pour des groupes humains une forme de souve-
raineté, l’établissement d’une forme de souveraineté sur un territoire, 
des ressources et ses habitants d’ailleurs. Il y a des évidences qui ne 
sont plus évidentes. J’ai montré que la parenté n’est pas le fondement 
des sociétés ni chez les primitifs, soi-disant primitifs ni chez les autres. 
Chez les autres, c’était facile. On disait l‘État. L’État est apparu, donc, c’est 
l’État qui compte, le politique qui compte, etc, etc. Mais en fait, aussi 
bien dans les sociétés tribales qu’ailleurs, ce qui fait une société, pour 
des groupes humains, c’est l’affirmation et la production d’une forme de 
souveraineté. La souveraineté, c’est un régime de pouvoir mais c’est un 
rapport avec les dieux, avec les esprits de la nature, les ancêtres. Donc, 
il y a toujours une dimension religieuse dans les régimes de pouvoirs 
qui ont été inventés par l’homme. Bien évidemment, vous pourriez 
poser la question, disons de la séparation de l’État et des religions qui 
fait que depuis la Révolution française, la religion est totalement libre. 
Toutes les religions sont possibles, elles sont des affaires privées et il 
n’y a pas de religion d’État. En France, on ne soutient pas une religion 
comme religion d’État. Ce n’est pas le cas en Grèce où l’orthodoxie est 
une religion d’État, et dans certains pays aussi. Mais en gros, il y a eu 
une laïcisation du politique qui est parfois difficile à comprendre pour 
d’autres sociétés particulièrement musulmanes. Parce que c’est la charia, 
la loi divine qui est le fondement des lois. Donc, si vous le voulez, c’est 
très important de faire tout ce travail aussi sur le politico-religieux et 
d’écarter de façon critique ce qu’on disait sur la famille et la parenté.
Et ausi sur l’économie, les modes de production, pour les marxistes et 
les libéraux, c’est pareil, c’est l’économie qui explique la société. C’est 
faux, ça n’a aucun sens. L’économie ne crée pas une société, elle lui 
permet de produire des richesses et des subsistances mais une société, 
c’est plus compliqué qu’un marché. Aucune forme non marchande 
de production. Donc, on revient encore au politico-religieux, comme 
central, stratégique pour comprendre les sociétés.

FP: C’est un grand débat actuellement en France, c’est l’identité 
des Français. Qu’est-ce qu’être français?
MG: Oui, c’est vraiment intéressant… Ce qui est intéressant, historique-
ment et sociologiquement, c’est pourquoi certains politiques se sont 
permis de poser cette question. Donc, là c’est pas encore clair. Mais la 
réponse à la question à mes yeux, elle est très claire. Ce qui fait l’identité 
nationale, c’est la citoyenneté et cette citoyenneté dans nos sociétés, je 
m’excuse d’être aussi naïf, mais c’est la souveraineté partagée par tout le 
monde, souveraineté du peuple. C’est un rapport de tous à tous qui est 
fondé politiquement, qui est un droit avec des devoirs, ce qu’on oublie 
souvent. Pour moi, cette question, elle n’aurait pas dû se poser, pour 
des gens comme moi, elle ne se pose pas. Pourquoi elle a été posée, 
je ne sais pas. C’est le contexte de la politique française. Pourquoi on a 
lancé ça, je pense que bien sûr, il y a le problème des immigrés etc. Et 
peut-être des échéances électorales où ça peut agiter la tête. Mais la 
réponse en France, elle est très claire.

Propos recueillis: Éric Priou
Traduction: Miyuki Awano

時の買収行為は、これは考えられます。憲法を別の民族に与えることは出
来ませんし、それは意味がないことです。憲法を制定し、それを世代から
世代へ伝えて行くのです。できればそれを改善しながら。だからそれは
宗教でいう神聖なものと同等であり、しかしながら政治的なものであり
ます。そこで、私は神聖な物というのは日常の観点において宗教的な物
の域を超えているということを示したのです。世代間で引き継がれるも
の、人々の共同生活を形作るもの、共に存在するためのノルマのような
もの、これが恒常的なアイデンティティの根幹となっているのです。だか
ら、（それを示した私の）作品はとても重要なものでした。
「贈与の謎」は日本語、英語、それから多くの言語に翻訳されましたし、
中国語訳も出ました。なぜなら中国人達は私に北京版の為に序文を依
頼してきたからです。
　それから次の重要なことは：未開民族と呼ばれている人々について、
彼らは政府を持たず、社会的な階級を持たず、すべては血縁関係で動い
ているのでそう呼ばれるのですが、言われていることは間違いだと証明
しました。私が本から得た知識や、いまだに教科書や政治家達の間で繰
り返されていることは、間違っていると。社会を作っているのは血縁関係
や家族ではないのです。家族はあなたがあなた自身であることの一助に
なり、それはどこでも同じことですが、政治と宗教、要するにヨーロッパ
でいうところの政教ですが、それが人間の集団に統治権の形を作ってい
るのです。そもそもは領土やその資源、そしてそこの住民における統治権
の確立なのです。常識の中には、もはや明白ではないものもあるのです。
私は、血縁関係が未開と言われている原住民においても、（欧米などの）
諸国においても社会の基盤ではないということを示しました。他の諸国
においては簡単なことです。それを政府と言っているからです。政府が出
現し、従って政府が大切であり、政治が大切になる、等々。しかし実際、
部族社会においても、その他においても、社会を形成しているものは、
人間の集団にとっては、統治権の形を生み出し、それを肯定することな
のです。統治権とは、権力の制度ですが、神々や、自然の精霊、祖先と
関連しています。だから常に人間によって発明された権力の制度には宗
教的側面があるのです。もちろん、質問をなさりたいかもしれませんね。
例えば政府と宗教の分離についてですが、フランス革命以降、宗教は完
全に独立しています。あらゆる宗教が認められ、それは個人的な事柄に
なっています。そして政府の宗教はありません。フランスでは、政府の宗
教としてある宗教を支持することはありません。ギリシャのように正教会
が政府の宗教という場合や、他のいくつかの国々における場合とも違い
ます。でも大まかには、政治の非宗教化が行われたのです。それは他の社
会、とくにイスラム社会では理解することが時には難しいことです。なぜ
ならシャーリア（イスラム法）という神の法律が、法律の基盤なのですか
ら。従って、政治と宗教についての研究をして、考証という方法で家族や
血縁関係について言われていたことを退ける、といったこの一連の仕事
はとても重要だと言ってもいいかもしれません。
　また経済においても、形成の方法は、マルクス主義者と自由主義者に
とっては、同じこと、社会を解明しているのは経済なのです。それは間
違っていますし、全く意味のないことです。経済は社会を創るものでは
ありません。それは富や生活の糧を生むことができますが、社会とは市
場よりもっと複雑なものです。（市場には）商業用でない製品の形式が
ひとつもないのです。従って、社会を解釈する中心、戦略として、再び政
治と宗教に戻ってくるのです。

FP：現在、フランスで大きな議論になっているのは、フランス人のアイデ
ンティティです。フランス人であるということはどういうことですか？
MG：そうですね、それは本当に興味深いことです…歴史的にも社会的
にも面白いのは、何故いくつかの政策があえてこの質問を受けているか
ということです。つまり、今はまだはっきりしていないのです。でもその質
問に対する答えは、私の目には、とても明白で、国のアイデンティティを
形成するのは、公民権であり、この公民権が私達の社会では、すみませ
ん、こんなにナイーブになって、でも、それが全員で分担している統治権
であり、市民の統治権なのです。それは政治的に創られたみんなの、み
んなのための関係です。それは義務を伴う権利です。義務はしばしば忘
れますが。私にとって、この質問は、してはならないものでした。私のよう
な人間には。何故その質問が出たのか私にはわかりません。それはフラ
ンスの政治の背景です。何故その政策を打ったかというと、勿論、そこに
は移民問題等があるからだと私は思います。それにおそらく選挙の投票
日において、それが考えを扇動するかもしれません。でもフランスにおけ
る答えは、とてもクリアです。

インタヴュー:プリュウ・エリック
翻訳：粟野みゆき

Maurice Godelier: l’âGe de l’anthropoloGie/モーリス・ゴドリエ : 文化人類学の時代
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La bibliothèque de Franc-Parler 
フラン・パルレ文庫

映画伝説　ジャン＝ピエール・メル
ヴィル
古山敏幸著
フィルムアート社
本体価格　1800円＋税
ISBN978-4-8459-0940-7

『海の沈黙』、『サムライ』、『影の軍隊』、
『仁義』などの作品を世に送りだし、〈
ヌーヴェル・ヴァ－グの先駆者〉と呼ば
れたジャン＝ピエール・メルヴィル。そ
のクールでストイックな作風は、多く
の映画作家たちから支持されている。
これまで日本では正当に評価されて
はこなかったが、いまだ色褪せること
のない斬新さから、近年ようやく再評
価の機運が高まりつつある。本書は、
映画クリエイター、メルヴィルの全体
像をまとめあげた評論である。全作品
の緻密な読み込みを通じてその魅力
に迫っている。

ロミー　映画に愛された女−女優ロ
ミー・シュナイダーの生涯
佐々木秀一著
本体価格　3000円＋税
ISBN978-4-336-05148-6

二〇世紀最高の女優のひとり、ロミー
・シュナイダーについての書き下ろし
評伝。ロミー・シュナイダーは、一九三
八年に、ナチス・ドイツ併合下のウィ
ーンに生まれる。祖国の混乱とそれ
に呼応するかのような家庭内の問題
をくぐりぬけ、美貌の少女は女優を志
すようになる。そして映画『シシー』で
の華々しい成功から、銀幕の階段を
登りつめていくまで。本書では、激動
の時代背景や先行する評伝等を織り
まぜながら、わずか四十四年の生涯
を駆け抜けた女優の軌跡をつぶさに
たどっていく。巻末に作品リストと略
年表付き。

Ginza Theatre Cinema 03-3535-6000

À partir du 26 décembre
１２月２６日（土）より
Il y a longtemps que je t’aime de Philippe 
Claudel avec Kristin Scott Thomas, Elsa Zyl-
berstein, Serge Hazanavicius; 2008, France, 
Allemagne, 117 mn
「ずっとあなたを愛してる」　２００８年
のベルリン映画祭コンペティション部門の
出品を皮切りに各地の映画祭で絶賛され、
さらに世界的にスマッシュヒットを記録し
た珠玉のドラマ。現代フランスを代表する
小説家のひとり、フィリップ・クローデルの
長編初監督作となる。１５年の刑期を終え
たジュリエットは、年の離れた妹のレアの
家庭に迎え入れられることになった。多く
を語らず、自分の殻に閉じこもる彼女は、
周りと打ち解けようとはしなかった。そん
なあるとき、就職口を探していたジュリエ
ットは、福祉事務所の紹介で面接を受ける
ことになる。しかしそこの面接官から誰を
殺したのかと問いつめられてしまい、とっ
さに６歳になる息子を手にかけたと告白し
てしまうジュリエットだった。だが献身的な
妹や屈託のないレアの娘のプチ・リス、レ
アの同僚のミシェルなどの存在によって、
ジュリエットも少しずつ居場所を見出すよう
になるのだが……。

監督：フィリップ・クローデル
出演：クリスティン・スコット・トーマス、エ
ルザ・ジルベルスタイン、セルジュ・アザナ
ヴィシウス、ロラン・グレヴィル
２００８年／フランス、ドイツ／１１７分

© 2008 UGC YM - UGC IMAGES - FRANCE 3 CINEMA - INTEGRAL FILM

Bunkamura le cinéma 03-3477-9264

Jusqu’au 15 janvier janvier
１月１５日（金）まで
Le cœur et le courage, Béjart Ballet 
Lausanne de Arantxa Aguirre avec Maurice 
Béjart, Gil Roman et les danseurs du Béjart 
Ballet Lausanne; 2009, Espagne, 80 mn
「ベジャール、そしてバレエはつづく」　
２００７年１１月２２日。バレエ界の巨匠
モーリス・ベジャールが亡くなった。生命
がほとばしるようなエネルギーに満ちた
作品を次々と創りあげ、演劇、映画、文学
に至るまで、さまざまなエンタテインメン
トに絶大なる影響を与え続けた巨星であ
る。そんなベジャールが後継者として指
名したのが、芸術監督のジル・ロマンだ
った。彼にとって４０人のバレエ団を率い
るということは、ふたつの大きな困難が待
ち受けていた。ひとつは財源。バレエ団の
本拠地であるローザンヌ市では向こう3年
間の助成金を約束したが、その先が未定
なのだ。そしてもうひとつの困難は、ロマ
ンの振付作品を上演するというベジャー
ルとの約束。常に師匠と比べられるプレ
ッシャーの中で、常に自分との闘いが繰
り広げられるのだ。このドキュメンタリー
では、ベジャールの偉大な功績に触れつ
つも、残されたバレエ団による過酷な挑
戦を描き出している。

監督：アランチャ・アギーレ
出演：ジル・ロマン、モーリス・ベジャー
ル・バレエ団員、ジョルジュ・ドン、ショ
ナ・ミルク
２００９年／スペイン／カラー／８０分

©López-Li Films 2009

Cinéma Switch Ginza 03-3561-0707

Bunkamura le cinéma 03-3477-9264

Shinjuku Musashinokan 03-3354-5670

À partir du 16 janvier
１月１６日（土）より
Coco Chanel et Igor St ravinsk y de 
Jan Kounen avec Anna Mouglalis, Mads 
Mikkelsen, Elena Morozova; 2009, France, 
119 mn
「シャネル＆ストラヴィンスキー」
「ドーベルマン」における激しいバイオレ
ンス描写で一躍注目を集めたヤン・クー
ネン監督が、本作では一転して繊細な感
情を紡ぎ出すラブ・ストーリーを生み出し
た。本作ではシャネル社が全面的に協力
しており、シャネルのミューズであるアナ
・ムグラリスのために衣装やアクセサリー
を提供するほか、パリのカンボン通りに
あるココ・シャネルのアパルトマンの無条
件使用を許可するなど、１９２０年代フラ
ンスの世界を忠実に甦らせた画面にも注
目だ。パリのシャンゼリゼ劇場で上演され
たオペラ「春の祭典」は、その革新性によ
り、当時の観客に受け入れられなかった。
しかし客席にいたシャネルは、ストラヴィ
ンスキーの才能に惚れ込み、彼が仕事に
専念できるように自分が所有する別荘に
家族ともども暮らせるように提案する。い
つしかふたりは秘められた恋に落ちるよ
うになるが、妻のカトリーヌはふたりの異
変に気付いてしまう。

監督：ヤン・クーネン
出演：マッツ・ミケルセン、アナ・ムグラリ
ス、エレーナ・モロゾヴァ、ナターシャ・リ
ンディンガー
２００９／１１９分／カラー

Ebisu Garden Cinéma 03-5420-6161

À partir du 23 janvier
１月２３日（土）より	
Yuki et Nina de Nobuhiro Suwa et Hip-
polyte Girardot avec Noë Sampy, Arielle, 
Moutel, Hippolyte Girardot; 2009, France, 
Japon, 93 mn
「ユキとニナ」　国際的にも評価の高い
日本人監督、諏訪敦彦。そしてジャン＝リ
ュック・ゴダール、アルノー・ディプレシャ
ン、パトリス・ルコントなど世界の巨匠監
督の作品で活躍を続けるフランスの名優
イポジット・ジラルド。国境を越えたふた
つの才能が手を組んだドラマ。ジラルドに
とっては本作が初監督作になる。脚本の
セリフの部分は空白にし、それを役者の
即興で作り上げるという諏訪監督特有の
スタイルは健在。少女たちのピュアで、み
ずみずしい息づかいがリアルに伝わるドラ
マとなっている。9歳の女の子、ユキはフ
ランス人の父親と日本人の母親と一緒に
パリで暮らしているが、ある日、父と別れ
てユキと一緒に日本で暮らそうと母親か
ら言われ、ショックを受ける。そして、ユキ
の親友であるニナとも別れたくない。そこ
でユキの両親の離婚を阻止するための作
戦を実行するが、ふたりの思いはなかな
か伝わらない。そこでふたりは最後の手段
として、家出をすることにするが、森の中
へ迷い込んでしまう。

監督：諏訪敦彦、イポジット・ジラルド
出演：ノエ・サンピ、アリエル・ムーテル、ツ
ユ、イポリット・ジラルド
２００９／フランス、日本／カラー／９３分

Eurospace 03-3461-0211

À partir du 23 janvier
１月２３日（土）より
Spécial Jacques Rozier
特集上映〈ジャック・ロジエのヴァカンス〉

（長編）
Adieu Philippine
「アデュー・フィリピーヌ」
１９６０−６２年／フランス、イタリア／	
１１０分／モノクロ

Du côté d’Orouët「オルエットの方へ」
１９６９−７０年／フランス／１６１分／
カラー

Maine Océan「メ−ヌ・オセアン」
１９８５年／フランス／１３５分／カラー

（短編）
Blue Jeans「ブルー・ジーンズ」
１９５８年／フランス／２２分／モノクロ
Le Parti des choses: Bardot / Godart
「バルド−／ゴダ−ル」
１９６３年／フランス／１０分／モノクロ
Paparazzi「パパラッツィ」
１９６３年／フランス／２０分／モノクロ

Shimotakaido Cinema 03-3288-1008

Du 9 au 15 janvier
１月９日（土）〜１５日（金）
Coco Chanel
「ココ・シャネル」
監督：クリスチャン・デュゲイ
出演：シャーリ−・マクレーン
２００８年／アメリカ、イタリア、フランス／
１３８分

Du 16 au 22 janvier
１月１６日（土）〜２２日（金）
Faubourg 36
「幸せはシャンソニア劇場から」
監督・脚本：クリストフ・バラティエ『コー
ラス』
出演：ジェラ−ル・ジュニョ
２００８年／フランス、チェコ、ドイツ／１
２０分

Du 30 janvier au 5 février
１月３０日（土）〜２月５日（金）
Les enfants du paradis
「天井桟敷の人々」
監督：マルセル・カルネ
脚本・台詞：ジャック・プレヴェ−ル
１９４５年／フランス／１９０分

Waseda Shochiku 03-3200-8968

Du 30 janvier au 5 février
１月３０日（土）〜2月（金）

La jetée de Chris Marker
ラ・ジュテ
監督・脚本　クリス・マルケル
出演：エレーヌ・シャトラン／ジャック・
ルドー

©EUROWIDE FILM PRODUCTION

©A17

©A17
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PROGRAMME DES MANIFESTATIONS CULTURELLES　文化行事プログラム
CHANSON-MUSIQUE （歌・音楽）

27 décembre Kaoru Kashiwagi Récital de piano (Fauré, Debusssy, Ravel…) Suginami Kokaido, Ogikubo 090-4527-4619
１２月２７日　19:30	 柏木薫　「語りピアノリサイタル」　フォーレ、ドビュッシー、ショパン、ラヴェル	 杉並公会堂小ホール、荻窪
6 janvier Atef Halim récital de violon (Debussy, Fauré…) Tokyo Bunka Kaikan, Ueno 03-3392-2955
１月６日　19:00 アテフ・ハリム　ヴァイオリンリサイタル　ドビュッシー、フォーレ、モーツァルト、他 東京文化会館小ホール、上野
6 janvier Ensemble Soirée, voix et bois (Ibert, Françaix, Saint-Saëns…) Tiara Koto, Sumi Yoshi
１月６日　19:00	 木管アンサンブル＆声楽ジョイントコンサート　イベール、フランセ、サン・サンーンス、他	 ティアラこうとう小ホール、住吉	 concert-soiree@mail.goo.ne.jp
10 janvier  Yasuko Hirao Concert de chansons de printemps (Le temps des cerises, L’accordéonniste…) Hôtel Pacific Tokyo, Shinagawa 045-962-4391
１月１０日　14:15 平尾泰子　新春シャンソンショー「春のときめき」　さくらんぼの実る頃、枯葉、アコーディオン弾き、他 ホテルパシフィック東京、ブルーパシフィック、品川
10/11 janvier Ensemble vocal Cappella Josquin des Prez: Missa Hercules dux Ferrariae, Miserere mei Deus, chant grégorien Église catholique de Yugihama, Wadazuka/ église catholique de Meguro, Meguro 0471-40-7225
１月１０日／１１日　16:00	 アンサンブル	カペラ　フェラ−ラのジョスカン　ジョスカン・デ・プレ　ミサ《フェラ−ラ候エルコ−レ》、他	 カトリック由比ガ浜教会／和田塚、聖アンセルモ・カトリック目黒教会、目黒	
21 janvier Yasuco Shimizu Chantons aussi cette année, chansons françaises en japonais  Kibun-ya, Nishi Ogikubo 03-3332-7724
１月２１日　19:00 奇聞屋・清水康子・今年もよろしく〜シャンソンを歌いましょう〜　フランチシャンソン各曲 ライブスペース奇聞屋、西荻窪
23 janvier Jean-Philippe Mercato: orgue et Naoki Nishitani: viole de gambe mini concert (40 mn) entrée libre Sai no Kuni Geijutsu Gekijo, Yono Honmachi 048-858-5506
１月２３日　14:00	 光の庭プロムナ−ド・コンサート　出演：ジャン＝フィリップ・メルカールト（オルガン）＆西谷尚己（ヴィオラ・ダ・ガンバ）　４０分、入場無料	 彩の国さいたま芸術劇場情報プラザ、与野本町
28 janvier Ensemble de chambre Hoshi Couleur (Ravel, Martinu…) Yokohama Minato no Mirai Hall, Minatomirai 045-324-3111
１月２８日　19:00 室内楽アンサンブル☆hoshi　ラヴェル、序奏とアレグロ、マルティヌー、９重楽奏 横浜みなとみらいホール、小ホール、みなとみらい

EXPOSITIONS
Jusqu’au 8 janvier M.Chat/Thoma Vuille acryliques 1ere exposition  japonaise de cet artiste des rues ArtOnion, Shirokane Takanawa 03-5793-8601
１月８日まで	 「M.CHAT/Thoma	VUILLE」展　パリで活躍するアーティスト、トマ・ヴーイュの国内初の本格的展覧会	 アートオニオン、白金高輪	
Jusqu’au 31 janvier No Man’s Land les anciens locaux de l’ambassade de France livrés au artistes avant leur destruction, entrée libre Ambassade de France, Hiroo www.ambafrance-jp.org/nomansland
１月３１日まで NO MAN’S LAND　創造と破壊＠フランス大使館－最初で最後の一般公開 在日フランス大使館、広尾 
Jusqu’au 14 février De Turner à l’impressionnisme - couleur, lumière et nature dans les arts britanniques et français Musée des Beaux-Arts de Fuchu, Higashi Fuchu 03-5777-8600
２月１４日まで	 「ターナーから印象派へ　光の中の自然」展　ウィリアム・ターナー、ギュスターヴ・ロワゾー、カミーユ・ピサロ、他	 府中市美術館、東府中	
Jusqu’au 7 mars Jardins de Bonnard, intérieurs de Matisse, 52 œuvres autour de ces deux artistes Musée des Beaux-Arts Pola, Gora 0460-84-2111
３月７日まで ボナ－ルの庭、マティスの室内　日常という魅惑　ボナ－ル、マティスを中心にコロー、モネ等５７点 箱根ポーラ美術館、強羅  
Du 7 janvier au 14 février Le monde des affiches de films français d’après-guerre des collections du musée Centre national du film du Musée national d’art moderne, Tokyo 03-5777-8600
１月７日−２月１４日	 戦後フランス映画ポスターの世界　東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵《新映像コレクション》より	 東京国立近代美術館フィルムセンター展示室（７階）、東京	
Du 18 au 23 janvier Gokuho Ota huiles: vues de Paris, personnages, et croquis Galerie Soleil, Kyobashi 03-3567-6827
１月１８日－２３日 太田國穂展　油彩　パリの風景画９点、人物画３点、クロッキー　8点、他 ギャルリ－ソレイユ、京橋 
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FRANC-PARLERは映画館・書店・大使館・ 
レコード店・飲食店等で自由にお持ちいただ
ける15000部発行の月刊情報誌です。
（レ）レコード店、（食）レストラン　カフェ、（公）公共
施設等、（本）書店

L I B R O 、 T O W E R  R E C O R D S 、 青 山ブックセンター 
（ABC)のほとんどの店舗

赤坂・四谷・麹町
フランス政府観光局（公）　オーバカナル赤坂店、紀尾井町店 

（食）　フランス商工会議所（公）
青山・原宿・千駄ヶ谷
エールボヤージ　カフェ　マディ（食） 
流水書房（本）　AFJAM
広尾・六本木
ナショナル麻布　流水書房（本）
飯田橋・秋葉原
日仏学院（リーヴ・ゴッシュ）（本）　欧明社（本）　書泉（本）　
ギンレイホール
池袋
ジュンク堂書店（本）　WAVE（レ）　 
シネリーブル池袋　新文芸坐

FRANC-PARLERの主な配布先（約２００ヶ所）／Points de dépôt principaux (environ 200 au total)
   

銀座・有楽町
山野楽器（レ）　ヤマハ（レ）　シャンソニエ鳩ぽっぽ　
プランタン銀座B１F ドゥース・フランス　オーバカナル（食） 
シネスイッチ銀座　銀座テアトルシネマ
渋谷・恵比寿
ロ ゴ ス（ 本 ）　 日 仏 会 館（ 公 ）　 ユ ー ロ ス ペ ー ス 　 
Bunkamuraルシネマ　シネアミューズ　シネセゾン渋谷　 
シアターN渋谷　UPLINK　恵比寿ガーデンシネマ
新宿・初台
ブックファースト　ブックファーストルミネ１　フランス図書（本）
　紀伊國屋書店新宿本店、新宿南店（本）新国立劇場　ジュンク
堂書店（本）　新宿武蔵野館
神保町
三省堂書店（本）　書泉グランデ（本）
高田馬場・早稲田
芳林堂書店（本）　ムトー（レ）　あゆみBooks　早稲田松竹
東京・日本橋
八重洲ブックセンター（本）　丸善（本）　ヴィロン（食）
中野・東中野
明屋書店（本）　ポレポレ東中野
埼玉県
ジュンク堂書店大宮ロフト店（本）　三省堂書店大宮店（本）
神奈川県
高橋書店（本）　有隣堂ルミネ横浜

Nakano, Higashi Nakano
Haruya Shoten, Polé Polé Higashi Nakano

Shibuya, Ebisu
Book1st, Book1st Lumine 1, Logos, MFJ, Euro Space, Bunka-
mura Le Cinéma, Ciné Amuse, Ciné Saison Shibuya, Theater 
N Shibuya, Uplink, Ebisu Garden Cinéma

Shinjuku, Hatsudai
France Tosho, Kinokuniya, Nouveau théâtre national, 
Junkudo, Shinjuku Musashinokan

Takadanobaba, Waseda
Horindo, Disques MUTO, Ayumi Books, Waseda Shochiku,

Tokyo, Nihonbashi
Maruzen, Yaesu Book Center, Viron

Saitama
Junkudo Omiya, Sanseido Omiya

Kanagawa
Takahashi Shoten, Yurindo Lumine

Vous obtiendrez FRANC-PARLER, entre autres, 
aux points de dépôt suivants: 

Tower Records, Wave, Libro
Akasaka, Yotsuya, Kojimachi
Maison de la France, Aux Bacchanales, CCIFJ

Aoyama, Harajuku, Sendagaya
AIR VOYAGES, Café Madu, Ryusui Shobo, AFJAM

Hiroo, Roppongi
National Azabu, Ryusui Shobo

Ikebukuro
Junkudo, WAVE, Ciné Libre Ikebukuro,  
Shin Bungeiza
Iidabashi, Akihabara
Omeisha, Rive gauche, Shosen, Ginrei Hall

Jimbocho
Sanseido, Shosen Grande

Ginza, Yurakucho
Yamano Music, Yamaha Music, Chansonnier Heart Poppo, 
Printemps B1F Douce France, Aux Bacchanales, Ciné Switch 
Ginza , Ginza Théâtre Cinéma

Rédaction du journal: 
Rédacteur en chef: Éric Priou 
Mise en page: Didier Roux

Cinéma: Tomohiro Mibu 
Rédaction: Machiko Chijo, Mayu 
Handa, Karen, Shigehiro Kobayashi, 

Utako Kurihara, Namika Sorenari, 
Hikaru Taga

命を救うために。 
特定非営利活動法人　国境なき医師団日本 
〒162-0045東京都新宿区高田馬場下町１−１早稲田SIAビル３階	
寄付の申し込み・資料請求先	
tel	0120-999-199（9：00〜19：00　土日祝日含む）	
インターネット寄付の受付　www.msf.or.jp/donate/

Nouveau!
Vous trouverz désormais Franc-Parler au Café la famille à Yukishi.　カフェ・ラ・ファミーユ、結城市でも入手できるようになりました！		www.cafelafamille.com

Venez rejoindre la communauté Franc-Parler sur Mixi:
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1877793

フラン・パルレの mixi コミュニティ
読者のみなさんの参加をお待ちしてます。

Tirez les rois avec l’AFJ
在日フランス人協会主催　ガレット・デ・ロワ

En famille, venez déguster les galettes en écoutant le conte musical Pierre et le loup, de Prokofiev
Récitante : Sublime, Ensemble Ritae avec Marguerite France
家族で“ガレット・デ・ロワ”を味わいながら、ナレーターつきの子供のための交響的物語「ピーターと狼」（
プロコフィエフ作）を楽しむ。
ナレーター（フランス語、日本語）：スブリーム、アンサンブルリテー（マルグリット・フランス、コンサート・マスター）

Dimanche 24 janvier de 16h à 18h
１月２４日（日）16:00開演
3500 yens/adulte 2500 yens/enfant
料金：（大人）￥３５００（小人）￥２５００
場所：メルキュールホテル銀座東京、「レシャンソン」
Au bistrot de l'Echanson de l'Hôtel Mercure à Ginza
Tél: 03-3796-0744　http://www.afjam.org

Cent Phrases pour Eventails de Paul Claudel
ポール・クローデルの「百扇帖」
Laurent	Teycheney	clavecin,	Makiko	Hayashima	orgue,
ローラン・テシュネ（チェンバロ）、早島万紀子（オルガン）
Ensemble	Muromachi,	Hiroaki	Takaha:	direction
アンサンブル室町　鷹羽弘晃（指揮）
Créations	de	Edith	Lejet,	Kikuko	Masumoto,	Yasuo	Sueyoshi	etc.
演奏曲目　エディット・ルジェ、増本伎共子、末吉保雄	新作など
Casals	Hall,	le	24	février	2010,	19:00
Tarifs:	4000	yens/	étudiant	2500	yens
２０１０年２月２４日　19:00開演（18:30開場）
日本大学カザルスホール　入場料　一般４０００円/学生２５００円
E-mail:	art-performance@docomo.ne.jp		tel:	090-7632-5653
En	français:	03-3795-8596
http://musique-art-vie.seesaa.net/	
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EXPOSITIONS/SPECTACLES
L’éventail de Marie Laurencin
マリー・ローランサンの扇

ピング、グレー、淡いブルーを基調としたパステルカラーを用いて妖精のような少
女たちを描いた画家、マリー・ローランサン（１８８３－１９５６）。彼女はまた、
自ら詩も書き、多くの詩人と交流した。友人たちが彼女に捧げるため出版した詩
集のタイトルが「扇」であることからもわかるように、「扇」という言葉は、色彩と詩
情の融合した彼女の作品世界を象徴している。本展では、青春時代から円熟期
までの彼女の歩みを、代表的な油彩画に加え、それぞれの時代に描かれた自画
像、挿画本などによってたどっている。人生と共に変化していく彼女の絵画を、特
に色彩の変遷に注目しつつ振り返る展示を通じて、まさに扇に例えられるような
優雅で繊細、魅惑に満ちた作品の魅力を再発見できる。
Musée commémoratif des Beaux-Arts Kawamura du 26 janvier au 28 mars
Fermé: les lundis (ouvert le 22 mars), le 23 mars
川村記念美術館
１月２６日〜３月２８日
開館時間：午前９時３０分〜午後５時（入館は４時３０分まで）
休館日：月曜日、３／２３火曜日、（３／２２月・祝は開館）
料金：一般1100円　学生・６５歳以上900円　小中学生・高校生500円
お問合せ：0120-498-130

Les frères Rojanski Récital de violon et alto
「レ・フレール・ロジャンスキー」
ロジャンスキー兄弟による、ヴァイオリンとヴィオラのデュオの魅力が味わえるコ
ンサート。兄のアレクシー・ロジャンスキーは、パリ・オペラ座のヴィオラ・ソリスト
として活躍している。２００５年には、日本とフランスの調和を願って、日本人作
曲家の作・編曲による美しい日本のメロディを、ヴィオラとピアノで表現した「ラ・
リュンヌ　月」を発表。特に「荒城の月」は絶賛されるなど、ヴィオリストとしてオリ
ジナリティ溢れる活動を行っている。今回は、末弟ボーリス・ロジャンスキーの魅
力的なヴァイオリンとのデュオのほか、実力派ピアニストである菊地裕介ともコ
ラボレーションして、美しいレパートリーを聴かせてくれる。

プログラム：・ヘンデル／パッサカリア／サラバンド
・サンサーンス／序奏とロンド・カプリチオーソ　その他
Sai no Kuni Saitama Geijutsu Gekijo le 6 janvier
彩の国さいたま芸術劇場　音楽ホール
１月６日（水）　19:00開演
料金：3500円（全席自由）
お問合せ：小さな翼　048-649-2284

Marie Laurencin, La Vie au château, 1925; Musée Marie Laurencin ©ADAGP, Paris & SPDA, Tokyo, 2009

Du nouveau pour les enfants franco-japonais séparés de leur parent français
日本とフランスの間で引き裂かれる子供

Au Japon, à la suite d’un divorce, les enfants sont pour la plu-
part confiés à l’un des parents, en général la mère, et l’autre 
parent perd tous ses droits sur eux. Par ailleurs, actuellement 
35 cas d’enlèvement du fait du parent japonais qui concernent 
des enfants français ont été recensés et dans la mesure où le 
droit de visite n’est pas reconnu, ces derniers sont coupés de 
tout contact.

Au niveau des ministères français et japonais des Affaires 
étrangères, un premier pas officiel a été fait le mardi 1er 
décembre 2009 avec la réunion d’un Comité de consultation 
franco-japonais sur l’enfant au centre d’un conflit parental 
qui devrait permettre une coopération concrète en termes 
d’échange d’informations sur les enfants et la transmission de 
courriers familiaux. L’objectif du côté français est d’amener le 
Japon à signer la convention de La Haye sur les déplacements 
illicites d’enfants.

　去る１１月３０日、１２月１日、「子の親権問題
に係る日仏連絡協議会」の第一回会合が外務省内で
開かれた。この会合は日本人とフランス人との両親
の離婚の際に生じる子供の親権問題について日仏外
交当局間での話し合いを目的としたものである。協
議会が開かれた背景には、両国間の夫婦の離婚にお
いて生じる深刻な問題がある。
　それは国際結婚により国外に居住していた両親が離
婚または不仲になった場合に、片親が子供を日本に連
れ帰ってしまうというケースである。このようなケー
スは現在、日本とフランスとの間に３５件ほど発生し
ており、この場合、子供は、フランス人側の親と面会
の可能性が制限され、自身で自分の祖国であるフラン
スに戻ることも困難となっている。
　原因のひとつとして、日本と仏間における法制度
上の違いがあげられる。
　例えば、日本は、「国際的な子の奪取に関するハ
ーグ条約」に調印していないが、仏側は調印をして
いる。この国際条約自体は多くの国々が調印してい
る法律であり、法律そのものは、仮に不当な形で連
れ去られた子供がある場合、これを祖国に帰国させ
ることを定めたものである。
　また、日仏両国における親権についての制度の相
違も問題となっている。
　今回はこうした法制度の問題を中心とした、日仏間
での情報交換を主体とし、問題の早期解決ヘ向けた支
援のあり方について協議が進められたものである。
　しかし個々の問題は、法制度上の差異にとどまらな
い可能性もある。「連れ去られた」子供が両親双方か
ら養育上適切な扱いをうけていたかどうかの確認が必
要なのはいうまでもない。そうしたさまざまなケース
を視野に入れた上で、子供の未来にとってどのような
活路がみいだせるのかが問われている。

http://sos-parents-japan.org
http://france-japon.net/forumjapon/
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〒169-0075 
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428 Takadanobaba Daikanplaza 
1-31-8 Takadanobaba, Shinjuku-ku 169-0075
Tél:  03-5272-3440
E-mail: ecole-fl@ee.main.jp

授業料（月謝制） 　入学金 10,000円（学生5,000円）

★プリヴェ（個人レッスン）　
  ２４,０００円　１時間×４回／月
（学生の１８時までのレッスンにつき20,000円）

★Duo（2名）
  １６,０００円　１時間×４回／月

★セミプリヴェ（２〜４名）
  １３,０００円　１時間×４回／月

★Étudier avec Franc-Parler（２〜４名）
フラン・パルレが著名人にインタヴューをした時の録
音CDを使用し学びます。
 16,000円　1時間×4回／月

☆　無料体験ミニレッスン（要予約）
☆　日本語を話すフランス人講師 

À bientôt!

・JR山手線
・東西線
・西武新宿線

高田馬場駅から

徒歩３分！

仏検準備クラス（２〜４名）
入学金なし

面接が苦手、ひとりで勉強するのはちょっと...
というあなたの為の短期集中クラスです。
　受講料：24,000円　1時間30分×4回
※1時間30分、3時間、4時間30分、長期クラ

スもございます。

 

En famille

En Provence

プロヴァンスでホームステイ
日本滞在歴１８年、日本語が話せるホストマザーから 

フランス語を学ぼう！

観光+フランス語レッスン

 

お申し込み：École FL Tél: 03-5272-3440

スブリームのクラス・ド・シャンソン
En chanson avec Sublime et son orgue
手回しオルゴールの演奏で歌いましょう！

「スプリームのクラス・ド・シャンソン」
１２０分レッスン　月に１回　［1月18日（月）、20時〜］
定員５名〜１５名　月謝　５０００円　
※但し３カ月間連続受講に限る　教材費込　入会金なし
場所：Solfran北参道駅から徒歩２分
発声＆フランス語の歌い方
(フランス語を話せなくても大丈夫！)

主催：	 エコール　エフ　エル
		 	 ソルフラン国際音楽教室


