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Julie Lopes-Curval: Mères et filles

ジュリー＝ロペス・クルヴァル：隠された日記 〜母たち、娘たち〜

© 2009 Sombrero Films - France 3 Cinema - Filmo

Maternité, relation mère-fille, place de la femme…Catherine Deneuve, Marina
Hands et Marie -Josée Croze apportent leurs talents d’actrices dans « Mères et
filles » et développent ces thèmes sous la direction bienveillante de la réalisatrice
Julie Lopes-Curval.

母性、母娘の関係、女性の地位…カトリーヌ・ドヌーヴ、マリナ・ハ
ンズ、そしてマリー＝ジョゼ・クローズが、ジュリー＝ロペス・クル
ヴァル監督の穏やかな指導の下に、それぞれの女優としての才能をこ
の作品『隠された日記 〜母たち、娘たち〜』で発揮し、これらのテー
マを掘り下げている。

Franc-Parler: Vous êtes passée par le cours Florent. En quelques mots,
qu’est-ce que ça vous a apporté dans votre vie de scénariste-réalisatrice?
Julie Lopes-Curval: En fait près le bac, j’avais à la fois l’envie de faire du théâtre
et je faisais de la photo. Et le cours Florent, oui, j’avais envie de jouer donc
c’était une très bonne expérience mais très vite à l’intérieur du cours, ce qui
m’a intéressée, c’est de faire de la mise en scène. Donc, j’ai mis en scène des
pièces et c’est là où j’ai trouvé beaucoup plus de plaisir à diriger les gens. Et
en fait, ce que je trouve intéressant dans les cours aussi, c’est qu’on découvre
beaucoup de théâtre, on lit beaucoup de pièces, on découvre la dramaturgie,
c’est très riche pour tout ça et après je pense que cette expérience me permet,
quand j’écris, quand je dirige les acteurs, je pense que c’est une expérience
qui me sert encore aujourd’hui.

フラン・パルレ：あなたはクール・フロラン（フランスの名門演劇学
校）に通われたそうですね。その経験があなたの脚本家、監督として
の人生にもたらしたものは何か、簡単にお話いただけますか？
ジュリー＝ロペス・クルヴァル：そうですね、バカロレア（大学入学資
格試験）が近づいて来た時、私は演劇もやってみたくなったのです。
私はすでに写真をやっていました。そしてもちろん、私は演じたいと
いう気持ちがありましたから、クール・フロランはとても良い経験で
した。でも早くから私は、授業の一環で演出をすることに興味を引か
れていました。だから私は色々な劇作品を演出し、そこで私は人々を
指導することに喜びを感じたのです。それに実際、授業では沢山の演
劇作品に出会い、沢山の脚本を読み、劇作法を知り、このような分野
に関して、とても豊かでした。ここでの経験は、後に私が脚本を書い
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Julie Lopes-Curval: Mères et filles
sujet extrêmement vaste et extrêmement lourd, on
va dire. Donc, de ce point de départ, j’ai construit,
avec la scénariste parce qu’en fait, je travaille avec
quelqu’un avec qui on construit l’histoire et après,
moi, j’écris toute seule, une histoire de famille parce
que j’avais envie d’un récit intimiste pour parler de
quelque chose de plus général. Et voilà, le point de
départ, c’est ça.
FP: En France, avec certaines affaires, on parle
beaucoup du rejet de l’enfant par la mère, ce qui
est en partie un des sujets du film.
JL-C: Forcément, interroger la maternité dans un
sujet sur les femmes, ça va de soi puisqu’elles ont été
mises dans ce rôle toujours d’être des bonnes mères.
Ce qui fait la grande différence entre un homme et
une femme, c’est quand même que la femme porte
l’enfant et tout ça. Donc, oui, c’est un bon moyen de
parler de ça et c’est vrai aussi qu’il y avait une volonté
de raconter des mères qui soient pas exemplaires
parce que je ne pense pas qu’il y ait des mères exemplaires. Il y a des bonnes mères, ça oui mais je veux
dire, il faut arrêter l’image de la mère de Martine,
vous savez, le personnage des livres illustrés. Ce sont
des mères aimantes malgré tout. Elles sont peut-être
maladroites et peut-être elles sont douloureuses mais
elles sont aimantes, je pense. Le personnage joué par
Catherine Deneuve est une mère un peu amputée de
Photo: Franc-Parler
sa capacité à être tendre mais ça ne l’empêche pas
d’aimer sa fille. C’est ça qui est compliqué pour la fille et pour la mère, c’est
de recréer le fil qui va peut-être les mener l’une vers l’autre.

FP: À propos de la direction des acteurs, êtes-vous quelqu’un
d’autoritaire? Comment ça se passe ?
JL-C: Je ne suis absolument pas autoritaire, (rires). Je n’aime pas du tout ce qui
peut être autoritaire. Je ne sais pas, c’est très différent d’un acteur à l’autre, en
fait le travail qu’on fait avec eux. Comme c’est des rencontres entre des gens,
c’est des relations humaines avant tout, donc on essaie de se comprendre et
de savoir comment travailler ensemble. Donc, à chaque acteur sa manière et
moi j’ai ma ligne mais je suis très sensible aux personnalités des uns et des
autres.

FP: J’en viens au lieu. La mer, pour vous c’est…
JL-C: Une constante ? Non pas une constante, c’est un lieu, c’est un paysage
que j’aime. J’ai de la famille en Normandie, c’est un paysage assez familier,
pour moi le bord de mer. Et surtout, pour moi, c’est des paysages intemporels.
Dans une histoire comme ça où on voit se succéder deux générations, en
l’occurrence deux époques, ça inscrit les personnages dans la durée de leurs
vies, et le paysage dans la durée éternelle. Donc, nous, on est des espèces de
gens qui passons comme ça et on se succède dans un paysage qui est immuable. Voilà, il y a ça aussi dans le bord de mer que j’aime beaucoup.

FP: Vous avez affaire à trois actrices, chacune avec son tempérament, son
vécu, son histoire familiale aussi. Est-ce que vous avez discuté avec elles,
avez-vous tenu compte de leurs remarques ?
JL-C: Oui, en fait, c’est un sujet qui crée une intimité tout de suite avec les
gens avec qui on travaille. Donc, on ne peut pas éviter, ce n’est pas un film
policier où on dit:— tu vas préparer ton pistolet, on va faire la scène etc. On
n’est que dans l’intime, que dans le ressenti. C’est que des choses vraiment très
profondes qui même dans le travail avec les acteurs, ça passe par des relations
de confiance, des relations humaines.

FP: La cuisine est-elle toujours le lieu de la femme, de la soumission?
JL-C: La liberté des uns et des autres, c’est quelque chose de fondamental.
On est sorti en tous les cas de ces revendications absolues de dire: « Pas de
maman en cuisine ! ». La cuisine, c’est un lieu convivial, c’est la bouche, c’est
symbolique, c’est là qu’on se parle. C’est un lieu super une cuisine qui a pu être
quelque chose comme une prison, pas une prison, c’est un grand mot mais
un enfermement. Mais je ne condamne pas la cuisine en général. Il y a toute
une imagerie autour de ça qui m’a toujours fascinée. C’était l’imagerie de la
femme dans sa cuisine qui sourit, qui est pimpante, qui est heureuse. Il y avait
un magazine qui s’appelait Les arts ménagers qui fonctionnait avec un salon
tous les ans et il y a des représentations toujours avec les enfants heureux,
la maman heureuse, tout le monde heureux dans la cuisine. Et derrière tout
ça, il y avait, je suis certaine, beaucoup de femmes très heureuses dans cette
cuisine mais il y en avait beaucoup de très malheureuses aussi.
Propos recueillis: Éric Priou
Traduction: Miyuki Awano

FP : Le choix de Marina Hands ? Est-ce que le fait qu’elle aussi soit passée
par le cours Florent a influé ou c’est un hasard?
JL-C: (Rires) Il y a beaucoup de gens qui sont passés par le cours Florent.
Non, Marina Hands, c’est un choix, surtout une envie de travailler avec cette
actrice que je trouve remarquable, que j’avais découverte au théâtre et qui
m’avait vraiment tellement impressionnée. Puis ensuite dans Lady Chatterley
et d’autres films. Je croyais beaucoup à la filiation entre Catherine Deneuve.
C’est surtout une actrice avec qui j’avais envie de travailler, qui a une puissance
émotionnelle, qui a une maîtrise, une intensité, une drôlerie.
FP: Vous avez monté entièrement le scénario du film « Mères et filles »
sans passer par un scénario déjà existant. Vous avez tout créé. Donc, le
point de départ ?
JL-C: Le point de départ, c’était une envie de raconter un peu l’évolution
récente des femmes en France dans les 50 dernières années. Donc, c’est un

Mères et filles
Ginza Theatre Cinéma				

03-3535-6000

À partir d’octobre
www.cinemabox.com/

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/

Franc-Parler, Septembre 10, N°141

•

オーディオ/ビデオ/コンピュータ/情報通信/デジタルカメラ/家電
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

•

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

ジュリー＝ロペス・クルヴァル：隠された日記 〜母たち、娘たち〜
大変に重いテーマだ、と言えるでしょう。それで、こ
こを出発点として、私はシナリオライターと共に物語
の構成を考え、実際、私は他の人と仕事をしている
ので、その後は私が一人で、ある家族の物語を書いた
のです。なぜなら、より一般的なことを語る為に身近
な家庭内の話を書きたかったからです。そういうわけ
で、きっかけは、それだったのです。
FP : フランスでは、色々な事件で、母親による子供
の拒絶がかなり話題になっていますが、それもこの作
品のテーマの一部ですよね。
JL-C: 当然、女性に関するテーマにおいて、母性につ
いて問いただすことは、いうまでもないですね。なぜ
なら女性たちは常に良い母であるという役目をさせら
れていたからです。男性と女性との大きな違いは、と
もかくも女性は子供を身ごもる、とかそれにまつわる
全てです。だから、そうですね、母性を話題にするこ
とは良い方法ですし、模範的でない母親を描きたいと
いう意図があったことも事実です。私は模範的な母親
は居ないと思っているからです。良い母親は存在する
とは思いますが、でも皆さんがご存知の絵本『マルテ
ィーヌ』に登場する母親のイメージは断たなければな
© 2009 Sombrero Films - France 3 Cinema - Filmo らない、と私は言いたいのです。（模範的でない）彼
たり、役者さんたちを指導したりする時に、今もなお、役に立ってい 女達はそれでも優しい母親なのです。彼女達はおそらく不器用で、苦
る経験だと思っています。
しんでいるかもしれませんが、情は深いと私は思います。カトリーヌ
・ドヌーヴが演じた人物は、優しくする能力に少し欠けている母親で
FP : 役者さんたちを指導する時、あなたは独裁的になりますか？
すが、その点は娘を愛することの障害にはなりません。娘と母との難
それはどんな感じで進んでいくのでしょうか？
JL-C: 私は全く独裁的ではありません（笑）。独裁的なことは一切好 しいところは、絆を再構築することなのです。それがおそらくお互い
きではないのです。何と言ったらいいか分かりませんが、（対応は） を近づけてくれるかもしれないのです。
役者さんそれぞれによってとても違います。実際に彼らと一緒にする FP : 作品の舞台となる場所についてお聞きします。海はあなたにと
仕事においては。それは人と人との出会いですし、何よりも人間関係 って…
なので、お互いに理解し合い、どのように一緒に仕事をしていけばよ JL-C: お決まり？それはお決まりの場所ではなく、私が好きな場所、
いのかを知ろうとしています。従って、それぞれの役者さんの流儀が 風景なのです。私はノルマンディーの出身で、その風景は、かなり親し
あり、私は自分の方針がありますが、いずれの方の個性にも、私はと みのあるところです。私にとって海辺は。特に、私にとって、それは時
ても気を遣います。
を超えた風景です。２世代、２つの時代にまたがるこのような作品の場
FP : あなたは３人の女優さんたちと関わられましたが、それぞれの 合は、登場人物をそれぞれの人生の長さの中にとどめますが、風景は永
方の性格や、経験、それに家庭の歴史がありますね。あなたは彼女達 遠の時の中です。従って、私達はそのようにして通り過ぎる人間とい
う者で、変わる事の無い風景の中で受け継がれていくのです。このよ
と話し合って、彼女達の意見も尊重されましたか？
JL-C: そうしました。実際、それは一緒に仕事をする人々と直ぐに親し うに、私が好きな海辺においても、そういう展開があるのです。
い関係を築く話題です。だから避けることは出来ませんし、刑事ものの FP : 台所は今も女性の場所、服従の場所でしょうか？
映画ではないので、そこで「ピストルを準備して。いまからその場面を JL-C: お互いの自由は基本的なものです。今はとにかく『台所にママ
撮るから」等とは言えません。この作品では内面、心の感じるところし は居ないわよ！』という絶対的な（自由を）要求した時代は終わった
かないわけです。それは本当にとても深いことばかりで、役者さんたち と思います。台所は、打ち解ける場所であり、（食べ物を取り入れる）
との仕事においても、信頼関係や人間関係から入っていくのです。
口であり、シンボルであり、そこで会話が弾むのです。台所は素晴ら
FP : マリナ・ハンズを選んだのは？彼女もまたクール・フロランに学 しい場所で、牢獄のようになったこともあり、牢獄ではないけれど、
んだことと関係がありますか、それともそれは偶然なのでしょうか？ 誇張した言い方だと閉塞空間です。でも私はいつも台所を非難するつ
JL-C: （笑）クール・フロランに学んだ人は沢山いらっしゃいます もりはありません。台所関連には、それをイメージする色々な画像が
あり、私はいつも引きつけられていました。それは台所で微笑む、優
よ。だから
雅で、幸せそうな女性の画像でした。毎年、見本市とタイアップして
それは違います。マリナ・ハンズは、指名したのです。特に、私がす いる « Les arts ménagers (家庭用品) »という雑誌がありましたが、そこ
ばらしいと思うこの女優さんと仕事をしたい、という気持ちがありま には常に、幸せそうな子供達、幸せそうな母親、みんなが台所で幸せそ
した。私は彼女を劇場で見いだし、本当に印象が強かったのです。そ うにしているイメージ画像が掲載されていました。その背景には、沢山
れから『レディ・チャタレイ』や他の映画作品でも。私はカトリーヌ のとても幸せな女性たちが台所に居たと思いますが、沢山のとても不幸
・ドヌーヴと（役柄上、）親子関係になることをかなり考慮しました。 な女性たちもまた、そこに居たということは確かだと思います。
ハンズは特に私が仕事をしたかった女優さんで、感情表現の力があり、
インタビュー：エリック・プリュウ
抑えた演技が出来、勢い、滑稽さも兼ね備えている方なのです。
翻訳：粟野みゆき
FP : あなたはこの『隠された日記 〜母たち、娘たち〜』の脚本を、全
て手がけられましたね。既存の脚本に依らずに。あなたが全てを作られ
隠された日記〜母たち、娘たち〜
たのですね。では、きっかけは、どんなことだったのでしょうか？
銀座テアトルシネマ 		
(０３−３５３５−６０００)
JL-C: きっかけは、この50年間におけるフランスの女性たちの変化
１０月より
を少し表現したいという気持ちでした。従って、これはとても広く、
www.cinemabox.com/

ポーラ美術館の招待券プレゼント！

5 paires d’entrées à gagner!
pour l’exposition
Henri Rousseau Sous les cieux de Paris au Musée des Beaux-Arts Pola
Tirage au sort réservé aux abonnés de la lettre d’info de Franc-Parler
Envoyer un courriel (inscription automatique) à
franc-parler@ee.main.jp
Objet: Rousseau + nom et prénom dans le message
Les gagnants seront avisés par courriel.
Prévoir une enveloppe timbrée à son adresse.

「アンリ・ルソー：パリの空の下で ルソーとその仲間
たち」展の招待券を、抽選で5組１０名様にプレゼント
します！ご希望の方は、９月１５日までにfranc-parler@
ee.main.jpまでご応募ください。当選者には後日メールで
ご連絡します※。なお、
「フラン・パルレ」
メールングリスト
に登録された方を対象としていますので、
まだ未登録の方
は自動的に登録となります。
※招待券の送付には、住所を明記した返信用封筒
（切手貼
付）のご用意をお願いしております。

Avant le 15 septembre

Henri Rousseau, Vue de la Tour Eiffel et du Trocadéro, 1896-1898, huile
sur toile, 49, 7 x 65, 5 cm, Musée Pola



Franc-Parler, Septembre 10, N°141

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）
10 septembre 15:00, 19:30
９月１０日 15:00、19:30
Du 17 au 20 septembre
９月１７〜２０日
18 septembre 16:30
９月１８日 16:30
18 septembre
９月１８日16:00
19 septembre 14:00
９月１９日 14:00
23 septembre 14:00
９月２３日 14:00
24 septembre
９月２４日 18:30
25 septembre 14:00
９月２５日 14:00
26 septembre 14:00
９月２６日 14:00
1er octobre
１０月１日 19:00
6 octobre
１０月６日 19:00

Yasuji Ohagi Journée de la guitare (Mompou, Lecoq

Hakuju Hall, Yoyogi Hachiman
03-5478-8867
Hakuju Hall、代々木八幡
0570-06-9960
Momo Kodama, Anne Queffélec, Claire-Marie Le Guay, Jean-Claude Pennetier... Le journal musical de Paris
Tokyo Opéra City, Hatsudai
ル・ジュルナル・ド・パリ“パリ印象主義時代の音楽日記”(1864−1922)ルネ・マルタンプロデュース、ジャン＝クロード・ペヌティエ出演 東京オペラシティコンサートホール、
初台 http://journal-paris.com/
Chœur philharmonique de Suginami Requiem de Fauré
Suginami Kokaido, Ogikubo
sugikonmail@yahoo.co.jp
杉並混声合唱団記念演奏会 創立４０周年を記念してフォーレのレクイエムを演奏 指揮：小林光雄
杉並公会堂大ホール、荻窪
Jutan-za Poulenc project, Les mamelles de Tirésias de Poulenc en français et japonais
The station studio Hatagaya, Hatagaya
03-5875-8306
コンサート
「ティレジアスの乳房」抜粋（原語と日本語による） 伊藤晴（sop）
、後藤万有美（m.s）他
THE STATION STUDIO HATAGAYA、幡ヶ谷 nayac@mc.point.ne.jp
Mihoko Misao récital de harpe (H Busser, M Tournier, A Jolivet, G Fauré...)
Kanagawa Kenritsu Hall, Kannai
03-5428-0571
操美穂子ハープリサイタル 横浜から響く珠玉の音楽会 H.ビュッセール:演奏会用小品Op.32、G.フォーレ:即興曲Op.84、他
神奈川県民ホール小ホール、関内
http://www.duojapan.com
Aska Iino série récital de piano Le parfum de futur vol.8 (Murail, Boulez, Jolas...)
Tokyo Opéra City, Hatsudai
047-454-9860
Aska Iinoピアノリサイタルシリーズ メシアンとその影響 O.メシアン「幼子イエズスに注ぐ20のまなざし」XIII.ノエル、他
東京オペラシティリサイタルホール、初台
http://n-music.jp/
Hiromi Ura en concert chanson française en japonais
Sogetsu Hall, Aoyama Itchome
03-6760-6473
浦ひろみコンサート シャンソンの数々を日本語で歌う
草月ホール、青山一丁目
Kiyo Wada récital de piano L’esprit suédois sur l’image française (Stenhammar, Debussy, Ravel)
Tokyo Opéra City, Hatsudai
042-369-4466
スウェ−デンの心象とフランスの映像〜ステーンハンマル、
そして同時代のフランスの作曲家のピアノ音楽〜 出演：和田記代 ラヴェル、
他 東京オペラシティリサイタルホール、初台
stenhammar@mbi.nifty.com
Naoko Matsuoka Récital de piano (Rameau, Ravel, Moussorgsky)
Tsuda hall, Sendagaya
03-3300-1632
松岡直子ピアノリサイタル ラモー:鳥のさえずり、一つ目の巨人、
ラヴェル:ソナチネ、
ラ・ヴァルス、他
津田ホール、千駄ヶ谷
Masako Hayashi (sortie du conservatoire de Tours) Récital de piano (Fauré, Ravel, Poulenc, Debussy)
Ginza Oji Hall, Ginza
03-3995-5221
林眞砂子ピアノリサイタル フォーレ:3つの無言歌op.17、
ラヴェル:シャブリエ風に、
プ−ランク:メランコリー、他 銀座王子ホール、銀座
zele@iris.ocn.ne.jp
Yukiko Takahiro Récital de flûte (P Gaubert, A Jolivet, J-M Damase...)
Ginza Oji Hall, Ginza
080-1326-5839
高広幸子フルートリサイタル 風の行方Vol.7 ゴーベール:ファンタジー、
ジョリヴェ:リノスの歌、他
銀座王子ホール、銀座

Jusqu’au 13 septembre
９月１３日まで
Jusqu’au 26 septembre
９月２６日まで
Jusqu’au 3 octobre
１０月３日まで
Jusqu’au 11 octobre
１０月１１日まで
Jusqu’au 11 octobre
１０月１１日まで
Du 11 septembre au 14 novembre
９月１１日〜１１月１４日
Du 17 septembre au 23 novembre
９月１７日〜１１月２３日

Exposition Man Ray Non concerné mais pas indifférent photos et dessins

Kokuritsu Shin Bijutsukan, Roppongi
03-5777-8600
国立新美術館、六本木
htpp://www.man-ray.com
Beauté rustique-gravures populaires de France Exposition d’une quarantaine de gravures d’artistes français anonymes
Musée international de la gravure de la ville de Machida, Machida
042-726-2771
素朴な美—フランスの民衆版画 名もない職人らが作り続けてきた、素朴で大胆な線や色彩が味わえる４０作品を紹介
町田市立国際版画美術館、町田 http://www.city.machida.tokyo.jp/shisetsu/cul/cul01hanga/index.html
Peintures belges de 1880 à 1940 De Ensor à Magritte
Tokyo Opéra City Gallery, Hatsudai
03-5353-0756
アントワープ王立美術館コレクション展 19世紀末〜20世紀中頃までのベルギー絵画を紹介。
日本初公開作品多数 東京オペラシティアートギャラリー、
初台 http://www.operacity.jp/ag
Chefs d’oeuvre du Kunstmuseum de Winterthur (Sisley, Picasso, Léger, Kandinsky...)
Setagaya Bijutsukan, Yoga
03-3415-6011
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、
ピカソ等、
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
http://www.setagayaartmuseum.or.jp/
Marc Chagall et l’avant-garde russe dans les collections du Centre Pompidou
Tokyo Geidai Daigaku Bijutsukan, Ueno
03-5777-8600
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 シャガール、
初期から晩年までの代表作約70点 東京藝術大学大学美術館、上野
http://marc-chagall.jp/
Chefs-d’œuvre de la Galleria Uffizi (Vigée-Lebrun, Denis, Chagall, Foujita...)
Musée mémorial Seiji Togo des Beaux-Arts Sompo-Japan, Shinjuku
03-5777-8600
ウフィツィ美術館自画像コレクションー巨匠たちの
「秘めた素顔」
１６６４—２０１０ 約６０名の素顔を日本初公開 損保ジャパン東郷青児美術館、新宿 http://www.sompo-japan.co.jp/museum/
Les présents de Barbizon œuvres de Corot, Millet, Richet, et de peintres de Musashino
Musée des Beaux-Arts de Fuchu, Higashi Fuchu
03-5777-8600
バルビゾンからの贈りもの ミレー、
コロー等のバルビゾン派と、
小山正太郎、
浅井忠らの交流と展開を国内外の名品で巡る、
開館１０周年記念展 府中市美術館、
府中
www.city.fuchu.tokyo.jp/art

Du 1er au 5 septembre
９月１日〜５日
11 septembre
９月１１日 15:00
Du 16 septembre au 6 octobre
９月１６日〜１０月６日
Du 21 au 23 septembre
９月２１〜２３日
Du 24 au 26 septembre
９月２４日〜２６日
Du 29 septembre au 10 octobre
９月２９日〜１０月１０日
Du 6 au 11 octobre
１０月６日〜１１日

Troupe Kaze Le roi se meurt de Ionesco mise en scène de Petru Vutcarau, en japonais

Komaba Agora Gekijo, Komaba Todaimae
こまばアゴラ劇場、駒場東大前
George, Lecture dramatique pour le 200e anniversaire de la naissance de Chopin, en japonais, Shinya Kiyotsuka: piano
Za-Koenji 2, Koenji
ピアノと物語 ジョルジュ、
ショパン生誕200年記念 竹下景子、真那胡敬二、清塚信也(ピアニスト) 名曲と送るドラマ・リーディング 座・高円寺、
高円寺
Renniku Koubo Atelier Les bonnes de Jean Genet représentation en japonais
Renniku Koubo Atelier, Kashiwa
錬肉工房公演 女中たち 作:ジャン・ジュネ、演出:岡本章、訳:渡邊守章 前衛劇の名作に新たな演出手法で挑んだ舞台
錬肉工房アトリエ、柏
Engeki Shudan Caramel box Cyrano de Bergerac, en japonais
Hayuza Gekijo, Ginza
シラノ・ド・ベルジュラック 演劇集団キャラメルボックス
俳優座劇場、銀座
Panic Theater Clark Gable et Marguerite de Isabelle de Toledo représentation en japonais
Geki Shogekijo, Shimo Kitazawa
パニック・シアター公演 海外新作シリーズVol.22 私だけのクラーク・ゲ−ブル イザベルド・トレド最新作！世界初演
「劇」小劇場、下北沢

8 septembre 18:00
９月８日 18:00

Roger Chartier (Collège de France) Le passé au présent. Histoire, mémoire, fiction entrée libre sur réservation
現在形の過去 歴史・記憶・フィクション 講演者：ロジェ・シェルチエ
（コレージュ・ド・フランス） 同時通訳付き

第７１回ギターの日—音楽巡礼の旅〜デビューから今にいたる

出演：大萩康司

ブローウェル、ル・コック、モンポウ、他

EXPOSITIONS
マン・レイ展—知られざる創作の秘密 写真のほか絵画、
デッサンおよび所持品など モダンアートの先駆者としてのマン・レイに光をあてる

THÉÂTRE-DANSE
Le théâtre du gros mécano et Basta Ltd La librairie de J-M Bastien comédie romantique pour jeune public en japonais

Repertory Theatre Kaze, Higashi Nakano
レパートリ−シアターKAZE、東中野
Théâtre Fonte, Izumi Chuo

ブックショップ 古い本屋を舞台にした、芸術都市ケベックで生まれたロマンティック・コメディ。劇団グロ・メカノ（ケベック）とバスタInc.（東京）の共同製作

横浜市泉区民文化センターテアトルフォンテホール、
いずみ中央 http://www.basta.co.jp/thebookshop/

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

Seinendan Sables＆Soldats de Oriza Hirata, versions japonaise et française

青年団国際演劇交流プロジェクト 砂と兵隊/Sables＆Soldats 作・演出:平田オリザ フランスで上演された仏語版と日本語版の2本立て

03-3363-3261
045-805-4000
03-3469-9107
http://www.seinendan.org
03-3223-7500
http://za-koenji.jp/
04-7163-9263
http://www.renniku.com
03-5342-0220
03-3466-0020

CONFÉRENCES
Maison franco-japonaise, Ebisu
日仏会館1階ホール、恵比寿

03-5421-7641
contact@mfj.gr.jp

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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LES FILMS À L’AFFICHE 映画
Iwanami Hall

03-3262-5252

Jusqu’au 8 octobre
１０月８日（金）まで
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：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

Eurospace

03-3461-0211

À partir de début octobre
１０月上旬より
Koyamaru L’hiver et le printemps, documentaire de Jean-Michel Alberola; 2009,
france, Japon, 88 mn, N/B
「小屋丸」 世界でも有数の豪雪地であ
る越後妻有では、世界のアーティスト、文
化人、研究者、都市のサポーターと住民が
恊働し、
「大地の芸術祭 越後妻有アートト
リエンナーレ」が開催されてきた。アルベ
ローラ監督はパリ在住の著名な現代美術
作家で、2003年の越後妻有アートトリエ
ンナーレで十日町市小屋丸集落に世界最
小の美術館「リトル・ユートピアンハウス」
を制作した。小屋丸に、昔はどこにでもあ
った理想の共同体（ユートピア）を見いだ
したアルベローラ監督は、消えかけている
その姿を残し、この時代を生きる道標とし
て映画の製作を決意した。映画の舞台と
なる小屋丸は、十日町市の山奥にあり、美
しい棚田と豪雪で知られている。先祖から
の土地を耕す3軒と、小屋丸に惚れ込んだ
ブルガリアとブラジルから来た国際的な
音楽一家、合計4軒13人が暮らすこの集落
に密着し、厳しい冬でも日々の生活を楽し
み、春の訪れを待ちわびる人々の姿を静
かに見守る。
監督：ジャン＝ミッシェル・アルベローラ
出演：小屋丸の住民の皆さん、柳昇、ボイ
コ・ストイアノフ、ジフカ・アンドレーヴァ・
ストイコヴァ
２００９／フランス・日本／８８分／モノクロ

Bunkamura Le cinéma

Image Forum

03-3477-9264

Jusqu’au 10 septembre
９月１０日（金）まで
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」
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

©2008-SBS FILMS-MEDUSA FILM

À partir d’octobre
１０月より
Chéri d’après Colette de Stephen Frears avec
Michelle Pfeiffer, Rupert Friend; 2009, Angleterre, France, Allemagne, 90 mn, en anglais
「わたしの可愛い人—シェリ」 ２０世紀
最高の女性作家と呼ばれるコレットの「シェ
リ」を原作に、４０億円の巨額の製作費を投
じた豪華な女性映画。舞台はベルエポック
の時代、１９０６年のパリ。４０代後半を迎
えたココット（高級娼婦）のレアは、その類
いまれなる美貌や、文化的教養を持つだけ
でなく、資産運用にも長けているなど、名う
てのセレブとして、誇り高く生きてきた。そん
なあるとき、レアのゴシップ好きな友人で元
同業者のマダム・ブルーの一人息子のシェリ
と出会う。１９歳にして、すでに女遊びに飽
きてしまっているという放蕩ぶりを問題児
であるシェリを、レアの愛のレッスンでまっ
とうな男にしようという魂胆から、二人の
仲を取り持つマダム・ブルー。いつものよう
に数週間で終わる恋として終わらせるはず
だったレアも、不覚なことに６年間も一緒
にいることに。そんなとき、シェリに結婚話
が持ち上がり、レアはこの恋が一生のもの
だと気づいてしまう。

Ebisu Garden Cinema
À partir du 4 septembre
９月４日（土）より

監督：ルイ・マル
出演：ジャンヌ・モロー、モーリス・ロネ、ジ
ョルジュ・プージュリー、リノ・ヴァンチェラ
１９５７／９２分／モノクロ

Cinema Square Tokyu

03-5420-6161

03-3202-1189

À partir du 18 septembre
９月１８日（土）より
Micmacs à tire-larigot de Jean-Pierre Jeunet avec Dany Boon, Nicolas Marié, Jean-Pierre
Marielle ;2009, France, 105 mn
「ミックマック」 世界中で大ヒットを記
録した「アメリ」のジャン＝ピエール・ジュネ
監督の最新作。ファンタジックでシュールな
「ミックマック」
（イタズラ）が楽しい独自の
ジュネワールドが楽しめる作品だ。ある日、
発砲事件に巻き込まれてしまったビデオレン
タル店で働くバジルは、何とか一命を取り
留めたものの、頭の中に流れ弾が残ったま
ま生きていく羽目になる。仕事や家など、す
べてを失った彼に温かい手を差し伸べてく
れたのは、廃品を回収してはユニークなも
のに改造することを生業としているひと癖
もふた癖もある7人のスペシャリストたち。
彼らと暮らし始めたバジルは、次第に擬似
家族のように打ち解け、なじんでいく。そん
なとき、彼は自分の頭の中に埋め込まれた
銃弾を作った企業と、かつて自分の父の命
を奪った地雷の製造元である企業を発見
する。バジルと仲間たちは非暴力主義を貫
きながらも、死の商人たちを懲らしめる大
作戦をスタートさせる。
監督：ジャン＝ピエール・ジュネ
出演：ダニー・ブーン、アンドレ・デュソリ
エ、ニコラ・マリエ、ジャン＝ピエール・マ
リエル
２００９／１０５分／カラー

© 1958 Nouvelles Editions de Film

Shimotakaido Cinéma

03-3328-1008

Du 4 au 17 septembre
Le concert
９月４日（土）〜１７日（金）
オーケストラ
監督・脚本：ラデュ・ミへイレアニュ
出演：アレクセイ・グシュコブ、メラニー・
ロラン
２００９年/フランス/１２４分

監督：スティーヴン・フリアーズ
出演：ミシェル・ファイファー、ルパート・フ
レンド、キャシー・ベイツ、フェリシテ
ィ・ジョーンズ、イーベン・ヤイレ、フランシ
ス・トメルティ、アニタ・パレンバーグ
２００９／イギリス・フランス・ドイツ／９０
分／カラー

Du 16 au 18 septembre
Belle toujours
９月１６日（木）〜１８日（土）
夜顔
監督：マノエル・ド・オリヴェイラ
出演：ミシェル・ピコリ
２００６年/ポルトガル・フランス/７０分
Du 9 au 15 octobre
Le père de mes enfants
１０月９（土）〜１５日（金）
あの夏の子供たち
監督・脚本：ミア・ハンセ＝ラブ
出演：キアラ・カゼッリ、ルイ＝ド−・ド・
ランクザン
２００９年/フランス/１１０分

© TIGGY FILMS LIMITED & UK FILM COUNCIL 2009

Le Theatre Ginza

03-5766-0114

À partir de fin octobre
１０月下旬より
Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle
avec Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Lino Ventura, 1957, France,92 mn, N/B, nouvelle copie
「死刑台のエレベーター」 ヌーヴェル・
ヴァーグの巨匠ルイ・マルのデビュー作に
して、ヌーヴェルヴァーグの幕開けとなっ
た先駆的作品。２５歳という若さで作り上
げられた本作は、その洗練された完成度
の高さから絶賛の声を多数集めた。そして
モダンジャズの帝王・マイルス・デイビスが
映像を観ながら即興で作り上げた演奏は、
奇跡の名演として後世に語り継がれてい
る。社長夫人フロランスと不倫関係にあっ
たジュリアンは、情事の果てに、社長を自
殺に見せかけて殺すことを画策し、実行に
移す。それはまさに完全犯罪となるはずだ
った。しかし、証拠隠滅のため再び犯行現
場に戻ったジュリアンは、途中のエレベー
ター内に閉じこめられてしまう。閉鎖空間
の恐怖と焦燥感に見舞われる男。愛人に
対する信頼と懐疑心が交錯しながら、行く
当てもなく街を彷徨う女。そしてそのころ、
ジュリアンの車を盗んだ若いカップルが予
期せぬ殺人を犯してしまう……。

03-3535-6000

À partir d’octobre
１０月より
Mères et filles de Julie Lopes-Curval avec
Catherine Deneuve, Marina Hands, Marie-Josée
Croze; 2009, France, Canada, 104 mn
「隠された日記 母たち、娘たち」
監督：ジュリー・ロペス＝クルヴァル
出演：カトリーヌ・ドヌーヴ、
マリナ・ハンズ
２００９年/フランス、カナダ/１０４分
＊監督インタビュー本誌巻頭にて掲載 ぜ
ひご覧下さい

Du 30 octobre au 5 novembre
Sœur Dominique
１０月３０日（土）〜１１月５日（金）
シスタースマイル ドミニクの歌
監督・脚本：ステイン・コニンクス
出演：セシル・ド・フランス
２００９年/フランス/１２４分
Waseda Shochiku

03-3200-8968

Du 16 au 22 octobre
Vengeance
１０月16日（土）〜２２日（金）
「冷たい雨に撃て、約束の銃弾を」
監督：ジョニー・トー
出演：ジョニー・アリディ、シルヴィー・テス
テュー、アンソニー・ウォン
２００９年/香港・フランス/１０８分
© 2009 Sombrero Films - France 3 Cinema - Filmo
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À partir d’octobre
１０月より
Le petit Nicolas d’après l’œuvre de Goscinny
et Sempé de Laurent Tirard avec François-Xavier Demaison, Michel Duchaussoy, Anémone;
2009, France, 91 mn
「プチ・ニコラ」
監督：ローラン・ティラール
出演：マキシム・ゴダール、ヴァレリー・ル
メルシエ、カド・メラッド、サンドリーヌ・
キベルラン
２００９年/フランス/９１分

© 2009 Fidélité Films - IMAV Éditions - Wild Bunch - M6 Films
- Mandarin Films - Scope Pictures - Fidélité Studios

Kadokawa Cinema Shinjuku 03-5361-7878
Du 4 septembre au 8 octobre
Le Grand Bleu (version longue)
９月４日（土）〜１０月８日（金）
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
Du 4 au 24 septembre
Atlantis
９月４日（土）〜９月２４日（金）
アトランティス
監督：リュック・ベッソン
音楽：エリック・セラ
１９９１年/フランス/８０分
Du 25 septembre au 8 octobre
Subway
９月２５日（土）〜１０月８日（金）
サブウェイ
監督：リュック・べッソン
出演：イザベル・アジャーニ、クリストフ・ラ
ンベ−ル、ジャン・レノ
１９８４年/フランス/１０２分
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EXPOSITIONS/SPECTACLES
Henri Rousseau Sous les cieux de Paris
アンリ・ルソー パリの空の下で ルソーとその仲間たち

Emmanuel Pahud et Christian Rivet en duo
エマニュエル・パユ＆クリスティアン・リヴェ デュオリサイタル

16 peintures de Rousseau et des œuvres de Picasso, Braque, Gauguin…provenant de collections japonaises
19世紀を生きた画家アンリ・ルソー。
同時代の印象派の画家とは異質なルソーの
絵画は、
観る者を惹き付ける独特な魅力がある。
月光の中の猛獣、
鬱蒼とした熱帯
林。ルソーの絵画と聞いてジャングルを思い浮かべる人も多いだろう。
しかし、フランスに生まれたルソーは、パリ万博で建設されたエッフェル塔
や新世紀の到来を告げる飛行機等、目まぐるしく変化する世紀末の様子も多
く描き残している。本展では画家歿後100年を記念し、ポーラ美術館が所蔵
するルソー作品に加え国内選りすぐりの作品計16点を展観。また、ルソーを
評価し敬愛した20世紀の前衛芸術家ピカソ、ブラック、ルソーの系譜をひく
素朴派ボーシャン、ボテロ、ルソーを偉大な世紀芸術家と讃えた日本人西洋
画家岡鹿之助の作品も合わせて紹介される。
Musée des Beaux-Arts Pola du 11 septembre au 13 mars 2011
ポーラ美術館
９月１１日
（土）〜２０１１年３月１３日
（日）
9:00〜17:00（入館は16:30まで）
入館料：一般1800円 65歳以上1600円 大学・高校生1300円
学生700円
お問合せ：ポーラ美術館 0460-84-2111

Flûte et guitare pour un concert classique (Bach, Bartók…) et latino-américain Villa-Lobos,
Piazzolla)
＜パユとリヴェが紡ぐ至福の音楽＞
日本の主要な音楽大学には、長い間クラシック・ギター専攻が設置されてこなか
ったので、
この楽器を演奏するための教養の幅を想像しにくい。
「リュート」がバロ
ックの中心的楽器だったことを考えると、
とても不自然な扱いだ。
今回、世界トップのフルート奏者エマニュエル・パユ（ベルリン・フィル首席ソロ
奏者）
と共に来日するギター奏者クリスティアン・リヴェは、
パリ国立高等音楽院に
てギターと室内楽の両方でプルミエ・プリ
（一等賞）
を獲得し、
様式分析や指揮法を
もこなして
「演奏家国家資格」
を取得した秀才。
パユをして
「彼との共演は精神的な
充実感が得られる」
と言わしめ、絶大な信頼関係で結ばれている。
おなじみピアソラの《タンゴの歴史》から、J.ノヴァークの《春の舞曲》
まで、二人
の名匠が音の綾織を紡ぎだす。
Sai no Kuni Saitama Geijutsu Gekijo le 24 octobre
彩の国さいたま芸術劇場 音楽ホール
１０月２４日
（日） 15:00
料金：一般正面席6000円＊バルコニー席、学生席完売
お問い合わせ：彩の国さいたま芸術劇場 0570-064-939

中学・小

Henri Rousseau, Vue de la Tour Eiffel et du Trocadéro, 1896-1898, huile sur toile, 49, 7 x 65, 5 cm, Musée Pola

Peeping Tom: 32, rue Vandenbranden
ピーピング・トム
『ヴァンデンブランデン通り３２番地』

35e anniversaire du Théâtre Guy Foissy

ギィ・フォワシィ・シアター３５周年記念＋シアター X(カイ)提携公演

Spectacle de danse-théâtre sur le thème du choix de l’individu dans la société. Mise en scène Loin du Golfe, Poèmes, L’homme sur le parapet du pont…(en japonais) et L’auditoire joué
de Gabriela Carrizo et Franck Chartier
en français par la compagnie nantaise Par ci par là.
人里離れた雪深い山奥にあるヴァンデンブランデン通り。
そこには、孤独を求めて 「ギィ・フォワシィ・シアター」はフランスのブラックユーモア作家ギィ・フォワシィ
都会を離れた人々によって作り出された逆説的なコミュニティーがある。
誰もが決 の作品を上演するために谷正雄によって設立された。
フォワシィ自身、その時「頭
して打ち明けることのない秘密を抱えている、
その閉ざされた共同体を支配する がおかしいのではないか」
と思い、
「どうせ長続きはしない気まぐれだろう」
と思
暗黙の了解とは？現実を逃れてきた彼らを待ち受ける新たな現実とは・・？
ったそうだ。
それが今年35周年を迎える。記念公演で上演されるのは『派遣の女』
世界が注目するピーピング・トムは、
ダンサー、俳優、歌手などジャンルや年齢も 『橋の上の男』
『湾岸から遠く離れて』の三作品。
フランスから、作家本人と、パリ
様々なパフォーマ−によって構成されるベルギー発のカンパニー。今村昌平監 シー・パ−ラ劇団を招聘しての日仏競演の他、詩の朗読、
ピアノ、
ヴァイオリン、
ウ
督の『楢山節考』から最初のインスピレーションを得たという本作は、“妄想”と“現 ッドベースの演奏や、ギィ・フォワシィ・演劇コンクールの優秀作品の上演、前夜
実”、“欲望”と“孤独”、“生”と“死”をめぐる幾重もの問いかけに溢れ、
またあらゆるタ 祭や、
クリスティアン・イラスト展などイベントも併催。
ブーを覆すスキャンダルに満ちたステージとなっている。
Theatre X (prononcer kaï) du 24 octobre au 3 novembre
Setagaya Public Theatre du 23 au 25 octobre
シアターX(カイ)
世田谷パブリックシアター
１０月２４日
（日）〜１１月３日
（水・祝）
１０月２３日
（土）
、２５日
（月）19:30〜 ２４日
（日）18:00〜
料金：前売4000円 当日4200円 学生3000円 通し券9000円
料金：一般5000円 ペアチケット9000円 高校生以下は一般料金の半額
お問合せ：ギィ・フォワシィ・シアター 03-3981-3097 gytanima@t.toshima.ne.jp
お問合せ：世田谷パブリックシアターチケットセンター 03-5432-1515
http://setagaya-pt.jp/

Photo: Herman Sorgeloos
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Les haikus du concours de traduction Franc-Parler, 2
「フラン・パルレ翻訳コンクール」入賞作品 №２

La bibliothèque de Franc-Parler／フラン・パルレ文庫
夜［新版］
エリ・ヴィーゼル著
村上光彦訳
La nuit de Elie Wiesel
みすず書房
本体価格 2800円＋税
ISBN978-4-622-07524-0

ナチス・ドイツによる強制収容所の
実態を描いた、エリ・ヴィーゼルに
よる自伝的小説。トランシルヴァ
ニアの小さな町に住む１５歳の少
年は、ドイツ軍に捕らえられ、ア
ウシュビッツヘと送られる。強制
収容所での選別、幼児の焼却、公
開処刑、極寒の中での死の行進な
ど、想像を絶する体験は、神を信仰
する敬虔な少年を神への反抗者にま
で変えてしまう。一人の少年の信仰
心をも打ち砕く絶対的な悪に、読む
者は戦慄させられる。本書は、忘れ
てはならない記憶を未来のために語
るという、著者の使命感に貫かれた
証言である。

哲学コント集成

上

ヴォルテール著
植田祐次訳
Recueil de contes philosophiques en prose, I de Voltaire
国文社
本体価格 3600円＋税
ISBN978-4-7720-0530-2

Franc-Parler publie 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

フランス啓蒙思想の巨匠、ヴォルテ
ール。あらゆる分野で活躍した彼
にとって、哲学コントはとりわけ重
要な位置を占める。規範に囚われな
い哲学コントの世界では、自身の諧
謔的な性格を表現することができる
ばかりか、思うままに新境地を開く
こともできる。それゆえ哲学コント
は、自己を語ることを嫌ったヴォル
テールの内面を垣間見せてくれる貴
重なジャンルなのである。また、そ
れぞれの作品は、どれも奇抜な着想
にもとづき、意表を突く技法が用い
られ、作者の円熟した技量が遺憾な
く発揮されたものとなっている。

俳句翻訳コンクール入賞作品の第2弾をお届けします。
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）
」
を訳
した個々の作品からは、入賞者それぞれの個性もうかがうことができます。書
道家市原聴妙さんの書とともにお楽しみ下さい！

1
enroulés
une feuille à la machine
les enfants à mes jambes
Traduction en japonais: Junko Asakura

2
vitrine de poissonnerie
suspendu aux nuages
un canard mort
Traduction en japonais: Reiko Maizuru

3
brouillard
que le temps de suivre
la ligne jaune de la route
Traduction en japonais: Yoriko Takahashi

1

2

3
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A L F I（ ア ル フィ）をご 存じで す か？
仏検1級合格者の会（Association des Lauréats du Futsuken Ikkyu、
略称ALFI「アルフィ」）は、仏検1級合格者を対象とするAPEF公認の団
体です。
「1級ホルダー同士での交流の推進を」
という思いの下に、
これ
までの合格者の中から有志が集い、APEF事務局の協力を得て準備が
進められた結果、2006年7月に正式に発足しました。2010年7月現在
の会員数は100名余りです。
まだ歴史の浅い団体ですが、１）政治経済、文学をはじめとする幅広い
テーマを扱った講演会・勉強会、２）
フランス語関連の仕事情報の共有、
３）会員同士やフランコフォン
（フランス語話者）
との懇親会の3つの分
野を柱として、
フランス語とフランス語圏に関する様々な活動を展開し
ております。
これまでに、
フランス語での講演会、懇親会、会員向けの勉
強会、他の日仏関連団体情報やフランス語関連の仕事情報提供等を
実施しており、恒例になりつつあるAFJ（在日フランス人協会）
との共催
観劇会は好評を博しています。今後も様々な日仏関連団体との交流を
積極的に行う予定です。

Conférence en français

日本におけるフランス語コミュニティを推進したい、
そして、
日本におけ
るフランス語のプレザンスを高めたいという思いは、Philippe Faure駐
日フランス大使及び在日フランス大使館からも賛同をいただいており
ます。
仏検１級合格に終わらず、
さらなるフランス語力の向上を望む方々、
また
フランス語を軸に新たな出会い、新しい世界を開拓していきたいとお考
えの方々の活動の場となるように努めてまいりたいと思っております。
仏検受験を検討されている学習者の方々も是非、１級に挑戦していた
だき、
合格された暁には一緒に活動していきましょう。お待ちいたしておりま
す。
＊ お問い合わせ先：ALFI事務局 info@alfi-japon.com
＊ ALFIホームページ：http://www.alfi-japon.com
Sortie

〒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

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）
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：19,500円
1時間30分×4回

★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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