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Cécile Corbel: La voix de la harpe celtique

セシル・コルベル：ケルティック・ハープの音色

ケルティック・ハープ奏者セシル・コルベルはスタジオ・ジブリを虜にする
事が出来た。ジブリ最新作『借りぐらしのアリエッティ』の主題歌と音楽を
書いて、演奏するように頼まれたのだ。私たちはオリジナルサウンドトラッ
クを完成させた彼女に東京でインタビューした。

La harpiste celtique Cécile Corbel a su séduire le Studio Ghibli qui lui a demandé
d’écrire et de réaliser la chanson principale et les musiques de son dernier dessin
animé ‘Karigurashi no Arrietty’. Nous l’avons interviewée à Tokyo alors qu’elle
finalisait la bande-son originale.

フラン・パルレ：あなたはギターからハープに転向されたのですね…
セシル・コルベル：私は子供のころ、ギターを習うことを選んだのです。９
歳か10歳でした。何故なら一つ楽器を選んでやってみたかったからです。そ
れに家には、音楽が溢れていましたから、音楽を学ぶことはとても自然なこ
とでした。だから私はギターとハープを選びました。ハープの方はもう少し
後の思春期に出会って、まさに一目惚れしたのです。そして私はハープを習
う為にギターをやめたのです。経緯としては実にシンプルなものでした。

Franc-Parler: Vous êtes venue à la harpe par la guitare…
Cécile Corbel: Lorsque j’étais enfant, j’avais choisi d’apprendre la guitare, j’avais
9 ou 10 ans, parce que j’avais envie de choisir un instrument et qu’à la maison,
il y avait beaucoup de musique. C’était assez normal d’apprendre la musique,
donc, j’avais choisi la guitare et la harpe, je l’ai découverte un peu plus tard à
l’adolescence avec un vrai coup de foudre et donc, j’ai lâché la guitare pour
la harpe. C’est tout simple en fait comme histoire.

FP：ケルティック・ハープは少し特殊な楽器ですよね…
CC：特殊、というのは、おそらくそこまで知られていないからだと思いま
す。でもブルターニュではギターと同じ位、ありふれた楽器なのです。こ
の楽器は音楽学校では良く教えられている楽器で、手ごろで、とっつきやす
く、先生もかなり居ます。私がこの楽器を習い始めた頃にも、この楽器選択
は、とても平凡なものでした。今日では、さらにポピュラーになり、より流
行になってきました。この楽器はフランスの他の地域にも広まり始めていま
す。この楽器はかなり不思議で、神秘的な楽器であり続けています。確かに
全ての国や地域にあるわけではないので、少し特殊なのです。

FP: C’est un instrument un peu particulier, la harpe celtique…
CB: Particulier, peut-être parce qu’il n’est pas si connu que ça mais en Bretagne,
c’est un instrument aussi banal que la guitare. C’est un instrument qui est très
enseigné dans les écoles de musique, très abordable, très accessible, il y a pas
mal de profs. Même quand, moi, j’ai commencé à apprendre, c’était assez banal
comme choix d’instrument. Aujourd’hui, c’est encore plus populaire, encore
plus à la mode. Ça commence même à essaimer ailleurs en France. C’est un
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Cécile Corbel: La voix de la harpe celtique
Et donc, j’avais la chance d’incarner Anne et du coup,
j’ai découvert son histoire qui est un parcours assez
incroyable pour une femme de son époque. Elle a
été reine de France deux fois et elle a fait beaucoup,
je pense, pour la culture en son temps. C’était une
super aventure, ce spectacle, très enrichissant au
niveau personnel aussi pour moi.
FP: Vous dites mélange des cultures puisqu’il y
avait d’autres artistes. Vous-même, vous chantez
en plusieurs langues…
CB: Je chante en plusieurs langues parceque c’est
venu assez naturellement. Il n’y a pas de démarche
pensée mais j’aime beaucoup les langues et leurs
sonorités et comme je fonctionne aux coups de
cœur…Dès qu’il y a une chanson qui me plaît, que
ce soit en turc ou en anglais, j’essaie de voir ce que ça
peut donner sur la harpe et de m’approprier la chanson à la voix en respectant le plus possible la langue
d’origine même si je ne la parle pas dans la vie de
tous les jours. Mais donc, oui, je chante en français, en
anglais, en breton, un peu, en gaëlique et puis parfois
des incursions dans d’autres mondes sonores: le turc,
l’hébreu et puis récemment, le japonais.

instrument qui reste assez magique, assez mystérieux et c’est vrai qu’il n’est pas
présent dans tous les pays, dans toutes les régions, donc il est un peu à part.

FP: On y arrive, puisque nous sommes au Japon. Comment se fait-il que
vous vous soyez mise au japonais?
CB: C’est grâce à une très jolie aventure que je vis en ce moment avec les
studios Ghibli qui ont choisi ma musique pour le futur film qu’ils font en ce
moment: Karigurashi no Arrietty. Je travaille sur cette musique depuis un bon
moment déjà et j’écris les chansons en anglais mais on s’est tous dit que ce
serait quand même quelque chose de vraiment sympa de chanter au moins
une des chansons en japonais. Donc, il y a eu cette chanson d’Arrietty qui a
été adaptée en japonais et que je chante du mieux que je peux en japonais. Et
puis moi, depuis quelques mois avec ce nouveau projet qui m‘arrive, je me suis
dit qu’il fallait quand même essayer d’apprendre un minimum la langue de ce
pays qui va m’accueillir pendant plusieurs semaines. Donc, je suis débutante
en japonais en ce moment.

FP: Quelle différence par rapport aux harpes de concert classiques?
CB: C’est essentiellement une différence de taille, beaucoup moins de cordes,
moins d’octaves. Elle est plus petite donc, elle est moins puissante. Et l’autre
différence qui est plus technique, c’est que c’est un instrument diatonique.
C’est-à-dire qu’il est enfermé dans une seule tonalité, si on veut changer la
tonalité, il faut régler des leviers à la main sur chaque corde alors que la grande
harpe de concert plus puissante, plus sonore, plus riche puisqu’elle a plus de
cordes, elle. Elle a des pédales en bas qui permettent de passer dans toutes
les tonalités en permanence. C’est un instrument chromatique. Du coup, le
répertoire sur les deux instruments en est différent.
FP: Pour votre répertoire, vous puisez beaucoup dans la veine celtique…
CB: C’est ma source d’inspiration principale. De par son nom, mon instrument
est assez adapté à tout le répertoire irlandais, breton, écossais. Et moi, j’ai
grandi en Bretagne donc c’est une musique qui me parle au cœur mais j’essaie
vraiment de prendre ça comme une source d’inspiration pour ma musique
personnelle. En fait, j’essaie de me nourrir à la source, à la tradition mais de
faire une musique qui m’appartient, qui est bel et bien du vingt-et-unième
siècle mais qui a des couleurs celtiques.

FP: L’album ‘Karigurashi’ a été fait en concertation avec le Studio Ghibli,
j’imagine. Vous avez fait les paroles en fonction des scènes? Comment ça
s’est passé?
CB: C’est un travail en équipe. Déjà le scénario que j’ai reçu bien en amont, des
dessins pour essayer de visualiser un peu les décors, les personnages. Et puis
des poèmes, des courts textes pour situer des ambiances ou des sentiments
qu’il fallait essayer de rendre en musique. Donc, tout s’est passé beaucoup
avec l’écrit en fait.

FP: Est-ce qu’il y a quelque chose en particulier qui vous tient à cœur
comme source d’inspiration?
CB: C’est assez riche, assez infini, les sources d’inspiration. Il y a d’abord tout
un répertoire de musiques et de chants traditionnels, donc des mélodies qui
sont très très inspirantes, des façons de structurer les mélodies et les danses.
Ça, c’est une matière assez intéressante et puis dans tout l’imaginaire breton,
il y a effectivement des contes, des légendes, des mythologies très très riches
et qui, moi, me nourrissent au quotidien. Je lis beaucoup, j’essaie de tendre
l’oreille dès qu’il y a une histoire reliée à un lieu ou à un paysage.

FP: C’est un secret dur à garder puisque vous avez été très sollicitée par
les journalistes pour savoir un peu en avant-première de quoi ça parlait…
CB: C’est toujours un peu secret tout ça puisque le film n’est pas sorti et nous
on travaille déjà depuis plusieurs mois dessus. Donc, il y avait cet aspect qui
est assez amusant parfois et parfois assez lourd à porter mais là, plus la date
de sortie du film arrive au Japon, plus on va pouvoir être libres de parler de
ces moments merveilleux qui ont été la création et les rencontres avec les
gens de Ghibli.

FP: Ou à un personnage puisque vous avez été Anne de Bretagne…
CB: Voilà, il y a aussi cet aspect. La Bretagne est assez riche de personnages
historiques hauts en couleurs et parmi eux, Anne de Bretagne qui est une
femme extraordinaire. Donc, j’ai participé à un spectacle récemment qui retraçait sa vie. Il y avait tout un tas d’artistes bretons et pas que bretons d’ailleurs.

Propos recueillis: Éric Priou
Traduction: Miyuki Awano

英語から仏語への技術翻訳
Didier ROUX（ディディエ・ルー）

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/
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製品/エレクトロニクス/印刷機/自動車/石油化学製品エンジニア
リング/その他
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翻訳と同時にDTP
（PageMaker/InDesign/FrameMaker）
も可能。

•

TRADOS/TRANSIT使用可能。
Tel: 0475-70-1707
Fax: 0475-70-1708



E-mail: tradroux@juno.ocn.ne.jp
URL: http://www8.ocn.ne.jp/~tradroux

セシル・コルベル：ケルティック・ハープの音色
CC：インスピレーションの源は、十分に豊かで無限です。まず伝統的な歌曲
や音楽のレパートリーがあります。だからメロディーはとても良いヒントに
なります。メロディーやダンスを構成するやり方も。それはかなり興味深い
素材です。それからブルターニュのあらゆるフィクションには、実際、とて
も豊かな物語、伝説、神話があり、私は日常的に影響を受けています。私は
かなり読書をしますし、ある場所や風景と結びついた物語があると知るや、
耳を傾けようとしているのです。
FP：またはある人物と結びついた場合ですね。なぜならあなたは『アンヌ
・ド・ブルターニュ』だったのですから…
CC：そうなのです、その側面もありました。ブルターニュは個性豊かな歴
史上の人物を多く輩出しています。その中に非凡な女性アンヌ・ド・ブル
ターニュがいました。だから私は最近、彼女の生涯をなぞった舞台に参加
したのです。そこには多くのブルターニュ出身のアーチストが参加してい
ました。ブルターニュ出身以外の人も居ましたが。そして私はアンヌを演じ
る機会に恵まれました。それで私は彼女の生涯を知ることになったのです。
それは当時の女性としてはかなり信じられない経歴でした。彼女は二度フラ
ンスの女王になり、当時の文化の為にとても尽くした、と私は思います。そ
れは素晴らしい経験でした。この舞台は私にとっても、個人的にとても実り
多い経験となりました。
FP：あなたは文化の混ざり合いと仰ってますね。他の出身のアーチストも
そこに居たのですから。ご自身でも、複数の言語で歌っていらっしゃいま
すね…
CC：私は複数の言語で歌いますが、それはごく自然にそうなったのです。考
えた末の行動ではなく、私は言葉やその響きがとても好きですし、それに私
は心打たれたままに動くので…気に入った歌があるとすぐに、それがトルコ
語であれ、英語であれ、それがハープでどのように表現できるか、そしてそ
の歌を、ハープの響きとどのように適合させるか、試しています。原語を出
来る限り尊重しながら、その言葉を日常的に話していなくても。だから、そ
う、私はフランス語、英語、ブルトン語でも少し、ゲール語でも歌います。
時には他の音の世界に飛び込んでみることもあります：トルコ語、ヘブライ
語、そして最近では日本語にも。
FP：もうそこに飛び込まれていますね。日本にいらっしゃるのですから。あ
なたが日本語に取り組まれたのはどのようなきっかけなのですか？
CC：それは現在私が経験しているスタジオ・ジブリとの素晴らしい冒険の
おかげなのです。彼らは現在制作中の新しい作品『借りぐらしのアリエッテ
ィ』に私の音楽を選んでくれたのです。私はすでにこの音楽についてかなり
の時間を費やしています。私は英語で歌を書いているのですが、みんなが、
少なくても一曲くらいは日本語で歌ったらすごくいいかもしれない、と言っ
たので、この日本語の歌詞がついたアリエッティの歌が出来て、私はそれを
出来る限りの日本語で歌っているのです。それから私は、数ヶ月前に関わる
ことになったこの新しいプロジェクトを通じて、最低限、この国の言葉を学
ぼうと努めなければならないと思いました。私を何週間も受け入れてくれる
のですから。だから私は現在、日本語の初心者なのです。

FP : 普通よくコンサートで使われる（グランド）ハープとはどこが違うの
ですか？
CC：何よりも大きさの違いがあります。弦も大分少ないですし、オクターブ
も少ないです。ケルティック・ハープは小さいので、音もそれほど大きくな
いです。その他、より技術的な違いでは、この楽器はダイアトニック（全音
階的）な楽器だということです。つまり弦の配列を全音階に限定した楽器で
す。半音に変えたければ、それぞれの弦の上に付いているレバーを手で調整
する必要があります。それに対して、コンサート仕様のグランドハープは、
より大きな音で、より反響が良く、音が厚いのです。何故ならこちらは、弦
の本数が多いからです。脚部にはペダルが付いていて、常時あらゆる弦を半
音に変えることが出来るのです。これはクロマチック（半音階を含む12の音
階を配列した）楽器です。
当然、これら二つの楽器のレパートリーは異なって来ます。

FP：『借りぐらし』のアルバムはスタジオ・ジブリとの協議の上で作られた
と想像出来るのですが。あなたはそれぞれのシーンに合わせて歌詞を作られ
たのですか？どのように作られていったのですか？
CC：それはチームでの仕事でした。かなり前から私はそのシナリオと絵コン
テを渡されました。背景や登場人物を少し視覚化出来るようにということで
した。それから音楽に反映して欲しい状況や感情を見極めるポエムや短いテ
キストも渡されました。だから全ては実際には文字でのやり取りでした。
FP：その秘密を守るのは大変ですね。一般公開に先だってジャーナリスト達
に今度の作品はどういうものか少し教えてくれと懇願されたでしょう…
CC：そういったことは常に秘密めいていますね。作品は公開されていないで
すし、私達は既に数ヶ月前からそれに取り組んでいるのですから。だからこ
の状況は時にはかなり楽しめますし、時にはけっこう重いです。でも日本で
の公開日が近づいてくるほどに、ジブリの人たちとの出会いと制作の素晴ら
しいひとときについて自由に話せるようになると思います。

FP：あなたのレパートリーでは、ケルトの流れを沢山取り入れています
ね…
CC：それは私の主なインスピレーションの源なのです。私のケルティック・
ハープは、その名の通り、アイルランド、ブルターニュ、スコットランドの
レパートリーに良く合うのです。そして私はブルターニュで育ったので、そ
れは私の心に語りかける音楽なのです。私はそれを正に私の個人的な音楽の
為のインスピレーションの源にしようとしているのです。実際、私は、その
源、伝統に浸りながら、私だけの音楽を、正真正銘の21世紀の音楽でありな
がらケルト色のある音楽を、作ろうとしているのです。

インタビュー：エリック・プリウ
日本語訳： 粟野みゆき

FP：インスピレーションの源として、あなたが心に留めている何か特別な
ものがありますか？

セシール・コルベルのCDをプレゼント！

6 CD de Cécile Corbel à gagner!

Attribution par tirage au sort, gratuit. 1 CD (Songbook ou
「フラン・パルレ」のメーリングリストに登録された方
Songbook 2) par gagnant
の中から、抽選で6名の方に
『Song Book1』
（2006）
『
Modalités: inscription par courriel (franc-parler@ee.main.
Song Book vol.2』
（2008）のいずれか一枚をプレゼ
jp) sur la liste de diffusion de Franc-Parler en précisant ses
ントします！CDご希望の方は８月１６日
（月）
までに、
noms et prénoms réels et en indiquant:
franc-parler@ee.main.jpまでお名前を明記のうえメー
1) Je demande mon inscription à la liste de diffusion Franc-Parler.
ルしてください。当選された方には折り返しご連絡した
2) CD Cécile Corbel
後、CDを発送します。
Date limite: le lundi 16 août 2010
「フラン・パルレ」
メーリングリストでは、誌面掲載ま
Franc-Parler contactera directement les 6 gagnants pour leur
えの文化情報をいち早くお届けしていく予定です（不
demander l’adresse à laquelle envoyer le CD.
La liste de diffusion de Franc-Parler, entièrement gratuite, vous tiendra informé à l’avance 定期）。通常の登録は上記期日以降も行っています。皆様のご参加をお待ちし
ています！
des événements francophones et francophiles.
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変更される場合がありますので電話でお確かめ下さい。チケットお申し込みにあたっては、
「フラン・パルレで見たのですが」の一言をどうぞお忘れなく。

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS CULTURELLES 文化行事プログラム
CHANSON-MUSIQUE（歌・音楽）
3 juillet
７月３日 14:00
4 juillet
７月４日 14:00
4 juillet
７月４日 14:00
8 juillet
７月８日 19:00
11 juillet
７月１１日 15:00
14 juillet
7月１４日 19:00
14 juillet
７月１４日 18:30
17 juillet
７月１７日 15:00
19 juillet
７月１９日 16:00
20 juillet
７月２０日 19:30
24 juillet
７月２４日 16:00
24 juillet
７月２４日 17:30
28 juillet
７月２８日 19:00

Concert de cithare de Damien Harada Le son du Mont Saint Michel chants grégoriens, Tokyo Opéra City, Hatsudai
モンサンミッシェルの響き ダミアン原田シタ−コンサート グレゴリオ聖歌・キリエ、J・ベルティエ・祈りの道他
Emmanuel Neveu récital de clarinette (Cahuzac, Poulenc, Debussy...)
エマニュエル・ヌヴー クラリネットリサイタル カユザック、
ドビュッシー、他
Duo Ykeda: piano (Patrick Zygmanowsky, Tamayo Ikeda) Prélude: parler de George Sand et Chopin
デュオYKEDA

告白のプレリュード ジョルジュ・サンド、ショパンを語る

ショパン生誕200年

03-5353-0160
東京オペラシティ近江楽堂、初台
Tokuo Bunka Kaikan, Ueno
東京文化会館小ホール、上野
Yokohama-shi Iwama Shimin Plaza, Tennocho

その生涯を語りと代表作をピアノ連弾で奏でる

子犬のワルツ他

Géza Hosszu-Legocky récital de violon (Debussy, Ravel, Franck)
ゲザ・ホッス＝レゴツキ ヴァイオリンリサイタル ピアノ：リリー・マイスキー ドビュッシー、
ラヴェル、他
Kayoko Matsuo: soprano Vent vert Chants d’Auvergne de Canteloube

Hamarikyu Asahi Hall, Tsukiji
浜離宮朝日ホール、築地
Setagaya Bijutsukan (auditorium), Yoga
松尾香世子（イリス）Vent Vert〜オーヴェルニュの風に寄せて〜 花々で飾られたステージ上でのソプラノコンサート カントルーブ 世田谷美術館講堂、
用賀
Concert de l’orchestre symphonique Yomiuri Nippon Sylvain Cambreling: direction (Fauré, Debussy, Messiaen, Dutilleux)
Suntory Hall, Akasaka

03-5570-7477
045-337-0011
横浜市岩間市民プラザ、天王町
03-3235-3777

読売日本交響楽団第495回定期演奏会 フォーレ：ペレアスとメリザンド、
ドビュッシー：ピアノと管弦楽のための幻想曲他、指揮：シルヴァン・カンブルラン

Le nouveau 14 juillet 2010 invités: Yves Duteil, Yumiko Samejima chanson française en français et japonais
ヌーヴォ−巴里祭2010 スペシャルゲスト：イヴ・デュティユ、
ゲスト：鮫島有美子、司会：ピエール・ジル&クララ
Rhymes concert en famille Akiko Toda: chant, Dimitri Dobbelaere: piano, Satsuki: piano classique, jazz, chanson
リム・イン・ワンダーランド パリに住む親子ユニット、
リムの日本公演 クラリネット、
ピアノ、歌など
Ensemble vocal Cappella Salve servis chant grégorien (Nicolas Gombert, Jean Lhéritier, Pierre Moulu...)

Bunkamura Orchard Hall, Shibuya
Bunkamuraオーチャードホール、渋谷
Karura Hall, Kyodo
カルラホール、経堂
Église catholique de Meguro, Meguro
ヴォ−カル・アンサンブル カペラ定期公演 サルヴェの祈り グレゴリオ聖歌、ニコラ・コンベール他 音楽監督による解説あり
聖アンセルモ・カトリック目黒教会、目黒
Chanson renaissance Vermeulen et Michel Glasko: accordéon, la chanson française Rive gauche actuelle
STB 139 Sweet Basil, Roppongi
Chanson Renaissance Live〜ヴェルムーラン＆ミッシェル・グラスコ〜 ピアノ弾き語りシャンソン歌手ヴェルムーランの来日公演
STB１３９スィートベイジル、六本木
Atelier d’opéra Nanjo Toshiaki Guillaume Tell de Rossini Première au Japon, en français
Tsuda Hall, Sendagaya
南條年章オペラ研究室 ロッシーニ ギョーム・テル(ウィリアム・テル) オリジナル・フランス語による日本初演奏 日本語字幕付
Rika Abe: soprano, Kageyuki Ichikawa, Fumiko Obara: piano Le dialogue des arts (Berlioz, Chopin, Duparc...)
Tsukuba Ars Hall, Tsukuba
映像と音楽のコラボレーション
「芸術の対話」
19世紀の音楽、
絵画、
詩、
芸術が互いに影響しながら発展した様を表す企画展 ショパン：雨だれ他 つくばアルスホール、
つくば
Motoko Oya: ondes Martenot La renaissance des ondes Martenot (Messiaen, Murail, Harada...)
Tokyo Opéra City, Hatsudai
大矢素子オンド・マルトノリサイタル オリヴィエ・メシアン:未刊の音楽帖オンド・マルトノとピアノのための他 東京オペラシティリサイタルホール、初台

irislive@rainbow.nifty.jp
03-3562-1550
サントリーホール、赤坂
03-3498-9999
carolkana@msn.com
04-7140-7225
052-733-0085
042-573-8143
津田ホール、千駄ヶ谷
029-856-4311
03-5353-9999

EXPOSITIONS
Jusqu’au 25 juillet
７月２５日まで
Jusqu’au 25 juillet
７月２５日まで
Jusqu’au 25 juillet
７月２５日まで
Jusqu’au 25 juillet
７月２５日まで
Jusqu’au 16 août
８月１６日まで
Du 2 au 11juillet
７月２日〜７月１１日
Du 3 juillet au 11 octobre
７月３日〜１０月１１
Du 7 août au 11 octobre
８月７日〜１０月１１日

Manet et le Paris moderne des collections du Musée d’Orsay
「マネとモダン・パリ」 三菱一号館美術館開館記念展Ⅰ マネの油彩、
素描、
版画とパリ変貌の様子をあわせて巡る
Aimez-vous l’impressionnisme? œuvres de Monet, Renoir, Sisley, Degas…des collections du musée
「印象派はお好きですか？」 日本人が印象派・ポスト印象派に出会って１００年。
同館のコレクションを展示
Félix Thiollet (1842-1914) La redécouverte d’un photographe français du tournant du siècle environ 170 photos

Mitsubishi Ichigokan Museum, Yurakucho
三菱一号館美術館、有楽町
Musée des Beaux-Arts Bridgestone, Kyobashi
ブリヂストン美術館、京橋
Setagaya Bijutsukan, Yoga
フェリックス・ティオリエ写真展 蘇る19世紀ピクトリアリズム 貴重な世界初カラー写真他ヴィンテージプリント約170点 世田谷美術館、
用賀
Chefs d’œuvre du Kunstmuseum de Winterthur (Sisley, Picasso, Léger, Kandinsky...)
Musée des Beaux-Arts d’Utsunomiya, Utsunomiya
ザ・コレクション・ヴィンタートゥール ゴッホ モネ ルノワール ピカソ スイス ヴィンタートゥール美術館から日本初公開作品全90点
宇都宮美術館、宇都宮
Post-impressionnisme, 115 chefs-d’œuvre de la collection du Musée d’Orsay (Seurat, Van Gogh, Gauguin, Rousseau, Vuillard…)
Shin Kokuritsu Bijutsukan, Roppongi
オルセ−美術館展２０１０「ポスト印象派」 モネ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、ルソー…空前絶後の傑作絵画１１５点
国立新美術館、六本木
Cedric Bregnard I grow photographies de graines, fleurs, arbres en gros plan
Spiral Hall, Omotesando
セドリック・ブレナール展「iGrow」生命と自然をテーマに注目のスイス人写真家セドリック・ブレナールによる日本初個展
スパイラルホール、表参道
Marc Chagall et l’avant-garde russe dans les collections du Centre Pompidou
Tokyo Geidai Daigaku Bijutsukan, Ueno
シャガール-ロシア・アヴァンギャルドとの出会い 交錯する夢と前衛 フランスポンピド−センターから選りすぐりのシャガール作品約70点 東京藝術大、
学美術館、上野
Chefs d’œuvre du Kunstmuseum de Winterthur (Sisley, Picasso, Léger, Kandinsky...)
Setagaya Bijutsukan, Yoga
ザ・コレクション・ヴィンタートゥール ゴッホ モネ ルノワール ピカソ スイス ヴィンタートゥール美術館から日本初公開作品全90点 世田谷美術館、
用賀

Du 15 au 21 juillet

Musical original Le Petit Prince d’après St Exupéry Mari Amano: mise en scène, en japonais
オリジナルミュージカル「星の王子さま」 好評につき再演決定！作・演出：天野まり 作曲：竹田えり
Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand, en japonais

03-5777-8600
03-5777-8600
03-3415-6001
028-643-0100
03-5777-8600
03-3498-1171
03-5777-8600
03-3415-6011

THÉÂTRE-DANSE
7月１５〜２１日 14:00、19:00

16 juillet
７月１６日 19:00
Du 23 au 25 juillet
７月２３〜２５日

Du 1er au 5 septembre
９月１日〜５日

Shinjuku Space 107, Shinjuku
新宿スペース１０７、新宿
Shinjuku Kokuritsu Gekijo, Hatsudai
シラノ・ド・ベルジュラック 原作:エドモン・ロスタン、
演出:鈴木忠志 フランスの原作、
イタリアのオペラ、
日本の演出、
異文化様式を総合した舞台 新国立劇場、
初台
Troupe la tente noire lecture en japonais de la pièce Le dieu du carnage de Yasmina Reza
Theatre Iwato, Iidabashi
ヤスミナ・レザ作「殺戮の神」 劇団黒テントが贈る同時代リーディングシアター
シアターイワト３階、飯田橋
Troupe Kaze Le roi se meurt de Ionesco mise en scène de Petru Vutcarau, en japonais
Repertory Theatre Kaze, Higashi Nakano
東京演劇集団風 瀕死の王さま 世界的劇作家ウジェーヌ・イヨネスコの代表作にKAZEとウジェーヌ・イヨネスコ劇場の共同製作で挑んだ舞台 レパートリ−シアターKAZE、
東中野

03-5600-5787
03-3445-8011
03-5225-3634
03-3363-3261

CONFÉRENCES
10, 11 juillet
７月１０日、１１日 9:00

Symposium franco-japonais Vers une société de convivialité avancée
日仏シンポジウムよりよい共生が可能な社会を目指して 講師：アラン・カイエ(パリ第10大学)、
丸山真人(東京大学)他 日仏同時通訳付き

Maison franco-japonaise, Ebisu
日仏会館 ホール、恵比寿

フランス、プロヴァンスでホームステイ
南仏カンヌの高台にある素敵なお家で、
ホームステイをしてみませんか？
ホームステイ＋フランス語／ホームステイのみ
日本滞在歴１８年、日本語が話せるベテラン女性講師がやさしく、
アットホームにフランス語をお教えします。
レッスン時間、内容は自由にお決め頂けます。

お問合せ
エコール・エフエル

Tel: 03-5272-3440
http://ecole-fl.main.jp
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03-5424-1141

予定は変更されることがあります。
ご了承下さい。Sous réserve de changement

LES FILMS À L’AFFICHE 映画

  
Bunkamura Le cinéma

03-3477-9264

Jusqu’au 16 juillet
7月１６日（金）まで
Kichijoji Baus Theatre

Eurospace

03-5420-6161

Jusqu’au 16 juillet
7月１６日（金）まで
0422-22-3555

À partir du 31 juillet
7月３１日（土）より
Le concert de Radu Mihaieleanu avec Alexei
Guskov, Dmitry Nazarov, Mélanie Laurent, Miou
Miou; 2009, France, 124 mn
「オーケストラ！」 逆境を笑 顔で乗り
越える人たちの姿をユーモラスに描き出
し、本国で大ヒットを記録した感動作。ソ
連時代のプレジネフ政権によって、ボリシ
ョイ交響楽団の多くのユダヤ人が排斥さ
れるという事件が起きるが、彼らをかばっ
た指揮者のアンドレイは、名声の絶頂 期
で解雇。人生のすべてだった音楽を奪わ
れて以来30年、劇場清掃員として抜け殻
のように暮らしていた。そんなあるとき、
彼は支配人の部屋で1枚のファックスを見
つける。それは、2週間後のLAフィル公演
が中止となったために、代役としてパリの
シャトレ座に出演して欲しいという趣旨の
ボリショイ交響楽団に対する依頼書だっ
た。それを見たアンドレイはとっさに荒唐
無稽な計画を思いつく。クビになった仲間
の楽団員を呼び集め、偽の楽団員としてパ
リの一流劇場に乗り込もうというのだ…。
チャイコフスキーやモーツァルトなどが流
れる、圧倒的な迫力のコンサートシーンに
も注目したい。
監督：ラデュ・ミヘイレアニュ
出演：アレクセイ・グシュコブ、ドミトリー・
ナザロフ、メラニー・ロラン、ミュウ＝ミュウ
２００９年／カラー／１２４分

Bunkamura Le cinéma

Ebisu Garden Cinéma

03-3477-9264

À partir du 17 juillet
７月１７日（土）より
Le grand alibi de Pascal Bonitzer avec MiouMiou, Lambert Wilson, Valeria Bruni Tedeschi,
Pierre Arditi; 2008, France, 93 mn
「華麗なるアリバイ」 ミステリーの女
王、アガサ・クリスティーが１９４６年に
出版した小説「ホロー荘の殺人」を映画
化 。フランスの男女の複 雑な心 理と、華
麗なる愛のかけひきを描いて、推理小説
としてだけでなく、恋愛小説としても高く
評価されてきた。舞台は、のどかで美しい
風景が広がるフランスの小さな村、ヴェト
ゥイユの大邸宅。バカンスで集まった９人
の男女は妙な緊張感に包まれていた。原
因は、精神 分析医のピエールにある。パ
ーティに集まった女たちは、過去の火 遊
びの相手、現在の愛人、かつて本気で愛
した過去の恋人、そして関係が冷え切っ
た妻だったからだ。愛と嫉 妬、憎しみと
哀しみといったあらゆる感情が入り混じ
った参 加 者たちだったが、プール サイド
での、一 発の銃声によって状況は一変し
てしまう。ピエール が 殺されたのだ 。残
された８人全員にアリバイがあったが、し
かしそれと同時に殺人の動機も抱いてい
た。果たして事件の真相は？
監督：パスカル・ボニゼール
出演：ミュウ＝ミュウ、ランペール・ウィルソ
ン、ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ
２００７年／９３分／カラー

Kichijoji Baus Theatre

0422-22-3555

À partir du 31 juillet
7月３１日（土）より
Le père de mes enfants de Mia Hansen-Løve
avec Chiara Caselli, Louis-Do de Lencquesaing,
Dominique Frot; 2009, France, 110 mn
「あの夏の子供たち」 ２００９年度のカン
ヌ映画祭の≪ある視点部門≫に出品され、
審査員特別賞を受賞した珠玉のドラマ。ミ
ア・ハンセン＝ラブ監督の初長編映画をプ
ロデュースするはずだった映画プロデュー
サー、アンベール・バルザンの自殺という、
監督自身の実体験から生まれた本作。映画
の随所に追憶の想いを漂わせながらも、決
して感傷に走ることなく、言葉にならない
感情を描き出している。画面にはまぶしい
パリの陽光が差し込み、光が溢れる情景
の中に、父を喪失した悲しみを健気に乗り
越えようとする、母と３人の娘たちの再出発
への道を描き出している。映画プロデューサ
ーとして精力的に働いてきた父グレゴワール
は、家に帰れば家族を愛する魅力的な人だ
った。しかし不況の波の中、彼の手がけた作
品が不振に終わり、多額の負債が蓄積。自
ら命を絶ってしまう。残された家族は、それ
ぞれの絶望の中で心を寄せ合いながらも
再生を図ろうとするが……。
監督：ミア・ハンセン＝ラブ
出演：キアラ・カゼッリ、ルイ・ドー・ド・ラン
クザン、アリス・ド・ランクザン
2009年／カラー／１１０分

Ciné Switch Ginza

03-3561-0707

監督：ペドロ・コスタ
出演：ジャンヌ・バリバール、ロドルフ・ビ
ュルジュ、エルヴェ・ルース、アルノー・デ
ィテリアン
２００９／ポルトガル、フランス／モノク
ロ／１０３分

Iwanami Hall

À partir du 3 juillet
７月３日（土）より
Sœur Sourire de Stijn Coninx avec Cécile de
France, Sandrine Blancke, Marie Kremer, Jan
Decleir; 2009, France , Belgique, 124 mn
「シスタースマイル ドミニクの歌」
１９６０年代初め、全世界で３００万枚を売
り上げ、全米ビルボードナンバー１を記録
したヒット曲「ドミニク」。日本でもザ・ピー
ナッツ、ペギー葉山などがカバーをするな
ど、多くの人々を魅了したこの曲のオリジナ
ルを歌っていたのは、ベルギーのドミニコ
教会のシスターだった。ベルギー・ブリュッ
セル近郊に住むジャニーヌは、自分の存在
意義と心の安息を求めるため、修道院に入
ることにする。しかし修道女になるために
は６年間の修行が必要となり、厳しい規律
になじめないジャニーヌは反発しては問題
を起こしてばかりだった。しかし、次第に
彼女の行動的で素直な性格がまわりに認
められるようになり、ギターを弾くことが許
されるようになる。そこで聖ドミニコを讃え
る曲「ドミニク」を作ったところ、前代未聞
の大ヒット！ 自由に歌うことを求めて彼
女は修道院を去る決心をするのだが、そこ
には厳しい現実が…。

03-3461-0211

À partir du 31 juillet
７月３１日（土）より
Ne change rien de Pedro Costa avec
Jeanne Balibar, Rodolphe Burger; Portugal,
France, NB, 103 mn
「何も変えてはならない」 アルノー・デ
プレシャン、オリヴィエ・アサイヤス、ジャッ
ク・リヴェットなど、フランスの作家主義
的な映画監督のミューズとして欠かせな
い存在であるフランス人女優、ジャンヌ・
バリバールの歌手活動を記録した音楽ド
キュメンタリー。「ヴァンダの部屋」「コロ
ッサル・ユース」で知られるポルトガル映
画界の鬼才、ペドロ・コスタ監督が、友情
と敬 愛を込めてカメラで記 録している。
この奇跡のコラボレーションに、２００９
年のカンヌ国際映画祭を始めとして、世界
各地の映画祭で好評を博している。カメラ
は、彼女のライブリハーサルやアルバムレ
コーディング、コンサートや歌のレッスンな
どにじっくりと密着している。ペドロ・コス
タ監督が５年に渡って撮影したというだけ
あって、その舞台もフランスのサンマリー
・オーミン村の屋根裏部屋から東 京のカ
フェまで幅広い。モノクロで彩られた美し
くも力強い映像が胸に迫る。

03-3262-5252

À partir du 7 août
８月７日（土）より
Séraphine de Martin Provost avec Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent;
2008, France, Belgique, Allemagne, 126 mn,
français et allemand
「セラフィーヌの庭」 ２００９年セザー
ル賞作品賞を始め、主要７部門を受賞し
た感動作。アンリ・ルソーらと共に素朴派
と呼ばれた女性画家セラフィーヌ・ルイの
生涯を描き出している。舞台は１９１２年、
フランスはパリ郊外のサンリス。家政婦の
セラフィーヌは、人目を避けて過ごす中年
の女性だったが、食べることもままならな
い生活を送っていた。天命に従って絵を描
くことだけが彼女の生きるすべてだった。
彼女は植物などを材料とした手作りの絵
の具で、花や植物の幻想的な絵を描き続
ける日々を送っていた。そんなある時、ピ
カソやブラックをいち早く評価したドイツ
人画商のウーデが、彼女の絵を見いだし、
セラフィーヌを支援すると宣言。絵を描く
ことに専念できる喜びに浸るセラフィーヌ
は、個展を開くことを夢見て、次々と魅惑
的な作品を生みだしていく。しかし、第一
次世界大戦が勃発し、ウーデはフランスを
離れることを余儀なくされる……。

監督：ステイン・コニンクス
出演：セシル・ド・フランス、サンドリーヌ・
ブランク、
マリー・クレメール、ジョー・デス
ール、ヤン・デクレール、クリス・ロメ
２００９／フランス、ベルギー／１２４分／
カラー

監督：マルタン・プロヴォスト
出演：ヨランド・モロー、ウルリッヒ・トゥク
ール、アンヌ・ベネント、ニコ・ログナー
２００８／フランス、ベルギー、ドイツ／
カラー／１２６分

Waseda Shochiku

03-3200-8968

Du 3 au 9 juillet
７月3日（土）〜９日（金）
Clean・クリーン
監督：オリヴィエ・アサイヤス
出演：マギー・チャン、ニック・ノルティ、ベアト
リス・ダル
２００４年/フランス、イギリス、カナダ
フランス語/英語/広東語/111分
L’heure d’été・夏時間の庭
監督：オリヴィエ・アサイヤス
出演：ジュリエット・ビノシュ、シャルル・ベルリン
グ、ジェレミ−・レニエ
２００８年フランス/フランス語
１２０分/PG１２

National Film Center

03-5777-8600

フィルムコレクションに見るNFCの４０年
3 juillet, 5 août
７月３日（土）、８月５日（木）
La légende de Polichinelle・お伽の森
監督：アルベール・カペラニ
出演：マックス・ランデー
１９０７年/フランス/１０分/無声/染調色・彩色
Miracle des fleurs・花の奇蹟
監督：ルネ・ルプランス
出演：スターシャ・ナピエルコフスカ、ドロド−二嬢
１９１２年/フランス/１３分/無声/彩色
4 juillet, 11 août
７月４日（日）、８月１１日（木）
Le Japon de Meiji・明治の日本
撮影：コンンスタン・ジルレ、ガブリエル・ヴェ−ル
１８９７年〜１８９９年/フランス/７３分/無声/白黒
10 juillet, 17 août
７月１０日、８月１７日（火）
Les frères corses・コルシカの兄弟
監督：アンドレ・アントワーヌ
出演：アンリ・クロース、ロミュアルド・ジュベール
１９１５年/フランス/５５分/無声/染色
日本語字幕なし（英語インタータイトル）
2 juillet, 8 août
７月２日（金）、８月８日（日）
À la conquête du pôle・極地征服
監督：ジョルジュ・メリエス
出演：ジョルジュ・メリエス、フェルナンド・アルバニー
１９１２年/フランス/８分/無声/染色
日本語字幕なし（英語インタータイトル）
9 juillet, 28 août
７月９日（金）、８月２８日（土）
Max et son chien Dick・マックスと犬
監督：マックス・ランデー
出演：マックス・ランデー、ジェーン・ルヌアール
１９１１年/フランス/９分/無声/染色
Max en convalescence・マックスの快癒
監督：マックス・ランデー
出演：マックス・ランデー、
マックス・ランデーの家族
１９１１年/フランス/１０分/無声/染色
Gardiens de phare・燈台守
監督：ジャン・グレミヨン
出演：ジェニカ・アタナジウ、ガブリエル・フォンタン
１９２９年/フランス/８２分/無声/染色
4 août
８月４日（水）
Zigomar・ジゴマ
監督：ヴィクトラン・ジャッセ
出演：アレクサンドロ・アルキリエール、アン
ドレ・リアベル
１９１１年/フランス/５３分/無声/染色
7 août
８月７日（土）
Atlantide・女郎蜘蛛
監督：ジャック・フェデー
出演：スターシャ・ナピエルコフスカ、ジャン
・アンジェロ
１９２１年/フランス/１７０分/無声/染調色
＊日本語字幕なし（英語インタータイトル）
７月１０日
（土）Kanagawa Kenmin Hall 045-662-5901
７月１６日
（金）Saitama Kaikan

048-829-2471

７月３１日
（土）Ginza Blossom Hall
03-3542-8585
Carmen ・カルメン
監督・脚本：フランチェスコ・ロージ
出演：ブラシド・ドミンゴ、ジュリア・ミゲネス・
ジョンソン
１９８４年/フランス/フランス語/１４６分/カラー

Kadokawa Cinema Shinjuku 03-5361-7878
À partir du 7 août
８月７日（土）より
Le Grand Bleu (version longue)
グラン・ブルー完全版
監督：リュック・ベッソン
出演：ロザンナ・アークェット、ジャン・レノ
１９８８年/フランス・イタリア/１６８分（デジタル・
レストア・ヴァ−ジョン）/カラー

Shimotakaido Cinéma

03-3328-1008

Du 10 au 16 juillet

Le silence de la mer
７月１０日（土）〜７月１６日（金）
「海の沈黙」 監督：ジャン＝ピエール・メルヴィル
出演：ハワード・ヴェルノン、二コル・ステファーヌ、
ジャン＝マリー・ロバン
１９４７年／モノクロ／８６分

Du 2 au 13 août

©2008-SBS FILMS-MEDUSA FILM

Un Condamné à mort s’est échappé
８月２日（月）〜８月１３日（金）
「抵 抗 死 刑囚の手記より」監 督：ロベール・
ブレッソン
出演：フランソワ・ルテリエ、シャルル・ル・クラン
シュ、モーリス・ベブアロック、ローラン・モノー

© 2009 PARADIS FILMS - LES FILMS DE LA PASSERELLE
- EYEWORKS FILM & TV DRAMA - KUNST & KINO
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EXPOSITIONS/SPECTACLES
IGrow セドリック・ブレナール展
Une autre approche de la nature avec des photographies de graines, fleurs, arbres en gros plan
par Cedric Bregnard basé à Lausanne.
スイスを拠点に活動する注目の若手写真家、セドリック・ブレナール。
ブレナールの作品は私たちの身近にある植物が被写体となる。
巨大に引き伸ばされた植物のつぼみや種子。
これらは、生命の神秘を問い続け
る写真家のまなざしを通して、私たちを新たな視界の世界へと誘う。身近に存在
しながらも、私たちがこれまで知る事のできなかった植物の側面を観たとき、私
たちは何を感じるだろう。
自然の造形美なのだろうか、生命の圧倒的なエネルギ
ーなのだろうか。
本展は地球上に存在するふたつの大きな力、
「自然」
と
「人間」がテーマとなる。本
展のタイトル
《iGrow》
には、
どこまでも発達していくテクノロジーと
「I grow
（育つ）
」
常に次の状態に移り変わろうとする、
自然の性質が表されている。
Spiral Garden du 2 au 11 juillet, entrée libre
スパイラルガーデン（スパイラル１F）
７月２日
（金）〜１１日
（日）
11:00~20:00
入場無料
お問合せ：スパイラル 03-3498-1171

La damnation de Faust de Berlioz
ファウストの劫罰
En français, sous la direction de Michel Plasson, chorégraphie de Sakiko Oshima.
かつてフランス10フラン紙幣に描かれていたベルリオーズ
（1803-1969）
の
『ファ
ウストの劫罰』は、
オーケストラに声楽陣と合唱が加わる大作。
とりわけこの7月に
開催される東京二期会の公演は、一般的なコンサート形式でなくオペラ形式とい
う意欲的なものだ。
悪魔メフィストフェレスとの契約によって青年に戻ったファウスト博士とマルグ
リートとの愛の物語。マルグリート役を林美智子(15日・17日)と林正子（16日・
18日）が務める。
演出・振付にあたる大島早紀子は、2000年にNYタイムズ「ダンス・オブ・ザ・イヤ
ー」に選ばれ、二期会とのR.シュトラウス
《ダフネ》
でのコラボ（2007年）は文字通
り大絶賛だった。独自の空間感覚で彩られるファウストの愛・野心・希望・苦悩を、
ミシェル・プラッソンの指揮で聴こう。
Tokyo Bunka Kaikan du 15 au 18 juillet
東京文化会館大ホール
７月１５日
（木）19:00開演
７月１６日
（金）〜１８日
（日）14:00開演
料金：S席18000円 A席14000円 B席10000円
学生2000円
お問合せ： 03-3496-1831

C席7000円

D席5000円

© Cedric Bregnard

Guillaume Tell de Rossini
南條年章オペラ研究室
ロッシーニ ギョ−ム・テル（ウィルアム・テル）

“Le dieu du carnage”
ヤスミナ・レザ 殺戮の神
Lecture en japonais de la pièce Le dieu du carnage de Yasmina Reza
子供の喧嘩に親が出るのは一昔前までは蔑むべきことだった。現代では親どころ
か、
教育委員会、
果ては警察まで出てきてしまう。
子供たち同士では仲直りが難しく
なくなった昨今だが、
持てる知識を総動員して相手を打ち負かそうとする大人の議
論よりは幾分かマシだろう。加害児童、被害児童の親同士の会話は最初こそ寛容
な態度で始まるが、次第にお互いの夫婦の不仲が浮き彫りになるにつれ、険悪で
悪意に満ちたものとなる。
それに輪を掛けるのが加害児童の父親である弁護士の
携帯電話に引っ切り無しに掛かってくる仕事の電話と、被害児童の母親が持ち出
す「世界平和の論理」
である。身近な出来事に全力を傾注できない「グローバリズ
ム」の時代の混乱を冷笑と皮肉の味付けで料理した戯曲のリーディング公演。

Créé en 1829 à l’Opéra de Paris sur un livret d’Étienne de Jouy. Première au Japon, en
français.
【日本初《ギヨーム・テル》仏語全曲演奏】
作曲家ジョアキーノ・ロッシーニ（1792-1868）はイタリア出身だが、主要作品を
生み出した1824〜1835年は、パリに住んでフランスの聴衆向けの作曲活動に
いそしみ、小説家スタンダールによって
「ナポレオンは死んだが、別の男が現れ
た」
とまで言われたフランス魂の持ち主だ。
代表作『ギヨーム・テル』
（1829）
の主人公は、14世紀初頭にスイス中央部のウー
リに住んだとされる伝説の英雄。
テノールパートの高音のためにキャスティング条
件が厳しく、
オペラ全編上演が少ない中、今公演は、
ピアノ伴奏ながらわが国で初
めての仏語全曲演奏となる。
バリトンの坂本伸司
（テル）
が活躍し、
ソプラノの小林厚子
（王女マティルド）
とテノ
ールの青柳明（アルノール）が恋模様を綴る冒険ファンタジーの開幕も間近だ。
Tsuda Hall le 24 juillet
津田ホール
７月２４日
（土）
16:00開演
全席自由５０００円
お問合せ：オペラ研究室 042-573-8143
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Theatre Iwato du 23 au 25 juillet
シアターイワト３階
７月２３日
（金）〜２５日
（日）
15:00、19:00開演
料金：1000円
お問合せ：黒テント 03-5225-3634
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Les haikus du concours de traduction Franc-Parler
「フラン・パルレ翻訳コンクール」入賞作品

Le roi se meurt de Ionesco
『瀕死の王さま』
Mise en scène de Petru Vutcarau et joué en japonais.
ルーマニアに生まれフランスに亡命した世界的劇作家ウジェーヌ・イヨネスコ
の代表作『瀕死の王さま』
を、風がウジェーヌ・イヨネスコ劇場との共同製作で上
演する。
一人の老衰した王さまが、
ある日
「あと１時間半で亡くなる」
との死の宣告を受け
る。
厳然たる支配者であり死地に赴くことなど微塵も認めない王さまの混乱の悲喜
劇が繰り広げられる———。
近代の断絶された人間関係の中でさまよう魂、
うめき
ようのない叫びを発する現代人の姿を浮かび上がらせる。
演出は、
イヨネスコを実演し尽くしたウジェーヌ・イヨネスコ劇場芸術監督ペトル
・ヴトカレウ自身による。
イヨネスコ劇場は、2003年ビエンナーレＫＡＺＥ国際
演劇祭で招聘。以後『ハムレット』
『ピカソの女たち〜オルが』
『ジャンヌ・ダルク』
などで共同製作している。
Repertory Theatre Kaze du 1er au 5 septembre
レパートリーシアターＫＡＺＥ
9月1日
（水）〜5日
（日）平日19:00、土日14:00開演
当日4000円 前売3800円 学生3300円（全席自由）
お問い合わせ：東京演劇集団 風03−3363-3261（代）

Franc-Parler publiera dans chaque numéro des traductions en japonais des haïkus du
recueil Pelures d’oranges du Québécois André Duhaime (voir Franc-Parler no 86). Toutes
les calligraphies sont des œuvres de madame Chomiyo Ichihara.
２００５年、
フランパルレはカナダ・ケベック州の俳人アンドレ・デュエム氏の
俳句集「Pelures d’oranges（オレンジの皮）
」の翻訳を、
コンクールとして広く募
集しました。
沢山の応募のなかから決まった入賞作品は、書道家の市原聴妙さ
んの書によって息を吹き込まれ、生き生きとした作品に仕上がっています。
フラ
ンス語で詠まれた俳句が日本語に訳され、
さらに書道家の手によって完成され
た秀作をどうぞお楽しみ下さい。
（№８６ほか参照）

1
sur les vitres
des traces de nez et de doigts
regardent encore la pluie
Traduction en japonais: Yoshiko Nakada

2
l’auto
et les bicyclettes
sous les feuilles
Traduction en japonais: Toshiko Nourikian

3
une autre fois
les manteaux de printemps
vont à une sœur cadette
Traduction en japonais: Takako Ishikawa

1

2

3
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R emis e d es pa lmes académiques à Miy uki Awano, tr aductr ice à Fr anc-Par ler
粟 野 み ゆ きさん「 教 育 功 労 勲 章 シュバリエ 」受 章
Miyuki Awano, qui traduit des articles pour
Franc-Parler  depuis longtemps, et présidente de l’Association des Lauréats du Futsuken
Ikkyu (ALFI), a été nommée Chevalier dans
l’ordre des palmes académiques.
La cérémonie de la remise de la décoration s’est tenue le mercredi 16 juin, à
l’ambassade de France du Japon. Après
avoir présenté en détail sa carrière et ses
contributions jusqu’ici, M. Alexis Lamek,
conseiller culturel de l’ambassade de France
au Japon, lui a remis la décoration. Ensuite.
on est passé à la soirée qui a commencé
par les paroles de M. Hisanori Isomura,
président de l’association franco-japonaise
Tendances et médias (TMF). De nombreuses
associations amies y ont assisté.
Les palmes académiques ont été créées par
Napoléon Ier en 1808, et elles ont pris leur physionomie actuelle en 1955.
C’est le ministère de l’Éducation nationale français qui les décerne. Elles sont
accordées à certains membres du milieu éducatif, et également aux personnes
contribuant activement à l’expansion de la culture française dans le monde.
Pour elle, comme M. Lamek l’a expliqué, ils ont fortement estimé parmi autres
le fait qu’elle avait fait bien des efforts dans les échanges franco-japonais,
à travers des traductions et services de relation avec des groupes japonais
au sein de plusieurs associations françaises et japonaises, et également les
diverses activités que l’’ALFI a organisées. Et ils sont arrivés à lui remettre
cette distinction.
L’ALFI, qui a été créée sur la proposition de l’Association pour la Promotion
de l’Enseignement du Francais au Japon (APEF), au début, n’avait pas beaucoup de liens avec des associations franco-japonaises. Grâce aux activités
de Miyuki Awano, des relations d’amitié avec d’autres se sont étendues. On
s’attend à ce qu’elle fasse autant ou même plus pour accroître les échanges
franco-japonais.
(Junko Terasaki, membre de l’ALFI)

フラン・パルレの翻訳を長年担当し、仏検1級合格者の会
（ALFI）
で2009年度より
会長を務めている粟野みゆきさんが、
「教育功労勲章シュバリエ」
を受章しました。
6月16日
（水）
、
フランス大使館において、
「教育功労勲章シュバリエ」
の叙勲式が開
催されました。
アレクシー・ラメック在日フランス大使館文化参事官によって、
粟野さ
んの経歴や、
これまでの功績が詳しく紹介された後、叙勲式が行われました。
その
後、
日仏メディア交流協会(TMF)会長の磯村尚徳氏の乾杯のご挨拶でお祝いのパ
ーティーが始まりました。
多くの友好団体の皆様も参加くださいました。
この教育功労勲章は、1808年にナポレオンによって制定されたもので、1955年
に現在の形となり、
フランス文部省より授与されます。
教育に携わる方、
フランス文
化の普及に貢献された方が対象とされています。
粟野さんは、
ラメック氏が説明さ
れたように、
日仏の諸団体での翻訳・日本団体との交渉、ALFIでの様々な日仏関
係の催しの開催、等を通じて、
日仏交流に努めてきたことが高く評価され、
この度
の叙勲となりました。
  フランス語教育振興協会
（APEF）
のご提案により設立したALFIですが、
当初は、
フ
ランス関係の諸団体との交流は限られたものでした。
粟野さんの活動により、
友好関
係が広がりました。
今後も、
日仏交流における益々の活躍が期待されます。
（文責: ALFI会員 寺崎順子）

〒169-0075
新宿区高田馬場1-31-8-428
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）

・JR山手線

★プリヴェ（個人レッスン）

・東西線

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

・西武新宿線
高田馬場駅から

１時間×４回／月

徒歩３分！

★セミプリヴェ（２〜４名）
１３,０００円

１時間×４回／月

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。

★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

HPがリニューアルしました！アクセスを待ちします．

http://ecole-fl.main.jp
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