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Léa Fehner Réalisatrice de Qu’un seul tienne et les autres suivront

誌

レア・フェネール、｢愛について、ある土曜日の面会室｣の女性映画監督

Pour son premier long métrage, Qu’un seul tienne et les autres suivront, Léa
Fehner a récolté une pluie de récompenses: Prix Louis Delluc du premier film,
Prix Michel d’Ornano pour ne citer qu’eux.
Son film est un cri, un appel à tenir face aux difficultés de la vie et souligne le
courage pour retrouver sa dignité, celui des proches de personnes incarcérées
qui se rendent au parloir des prisons.

初めての長編映画｢愛について、ある土曜日の面会室｣で、レア・フェネー
ルは、数多くの賞を手に入れた。ルイ・デリュック新人監督賞、ミッシェ
ル・ドルナノ賞と挙げれば枚挙にいとまがない。
彼女の映画は、過酷な人生に立ち向かう人々のあげる叫び、訴えであり、
己の尊厳を取り戻すための勇気、刑務所の面会室に会いに行く、受刑者
の親族達の勇気に照明を当てる。

Franc-Parler: Vous venez d’une famille du spectacle, vous auriez pu plutôt
aller dans cette branche-là?
Léa Fehner: Oui et non parce que je viens d’une famille de théâtre itinérant, donc
de théâtre sous le chapiteau. Du théâtre sur la route avec des caravanes, avec
les enfants, avec la famille, la vie intime en même temps que le spectacle, etc.
Et la compagnie de mes parents était pleine de gens qui parlaient très fort, qui
prenaient toute la place et je pense que ça a été ma manière à moi de trouver un
temps ma place, de faire un pas de côté de ce monde-là. Peut-être que j’étais plus
discrète, plus réfléchie, moins extérieure. Et en même temps, peut-être que aussi
j’avais peur d’un monde comme ça qui va s’affronter aussi directement avec le
public, qui va parader dans les rues parfois désertes des villes avec des costumes.
Voilà, peut-être que c’était quelque chose qui m’effrayait un peu. Donc, je me suis
détournée un temps pour pouvoir justement commencer à trouver ma manière
de parler à l’autre de l’autre, de proposer des histoires. Et en ce moment, j’y reviens
puisque mon prochain film sera dans ce monde-là.

フラン・パルレ：貴女は演劇一家のご出身でいらっしゃいますね。むしろ
そちらの方面に進むことも出来たのではないでしょうか？
レア・フェネール：そうだとも、そうでないとも言えます。私は移動劇、大
テントの下で演じる劇団の出身なのです。キャラバン隊を組み、子供達
や、一族を引き連れて街道で演じる劇団で、芝居と実生活が同居して
いました。両親の率いる一座には、大声で喋り、目立ちたがりの人達が
沢山いましたので、ある時自分の居場所を発見し、あの世界から遠ざか
ったことは、私の流儀に叶ったことだったと思っています。多分、私は地
味で、内省的で、それほど社交的ではなかったのでしょう。それと、あ
のような世界、観衆とじかに対峙し、町の中の、時には人気の無い通り
を、芝居の衣装を身に着けてねり歩く世界が怖くもあったのでしょう。
私はそのようなことに、多少の恐怖感をもっていたのだと思います。そ
こで、一時、方向転換をして、人の話を誰かに語るという私の流儀、種
々な物語を紡ぎだすという私流のやり方がまさに見つけられたのです。
でも今は、再びあの世界に戻っています。次の映画ではあの芝居の世
界を取り上げますから。

FP: En sortant d’une école de cinéma, proposer un film, un long métrage, ça
n’a pas dû être facile…
LF: Pour la première expérience, ce n’était pas si dur que ça. Évidemment, j’ai

ＦＰ：映画学校を卒業したばかりで、映画、それも長編映画を企画する
ことは、簡単なことでは無かったでしょう。。。。。

1

Franc-Parler, Novembre 2012, N°154

Léa Fehner Réalisatrice de Qu’un seul tienne et les autres suivront
coup d’hommes et de femmes que je n’aurais pas rencontrés ailleurs. Beaucoup
d’histoires, beaucoup de gens qui soudain s’épanchaient ou au contraire se
taisaient. Des tempéraments très différents et souvent très forts puisque c’étaient
tous des hommes et des femmes, qui avaient quelqu’un à l’intérieur de la prison.
Qui tenaient avec cette absence, qui aimaient malgré ces murs, malgré cette
espèce d’enfermement qu’ils pouvaient ressentir à l’extérieur. Au bout d’un moment, j’ai eu envie de parler de ça, de les mettre en lumière, ces destins.
FP: Vous avez filmé à l’intérieur?
LF: Je n’ai pas tourné à Fleury-Mérogis parce que finalement, j’ai décidé de tourner
à Marseille pour tout un tas de raisons. Pour être face à une ville peut-être plus
immédiatement populaire, une ville où les classes sociales réellement se mélangent même dans le centre-ville. Une ville de passage, une ville de voyage où des
origines très diverses peuvent se rencontrer. Une ville qu’il me plaisait aussi de
filmer surtout en hiver avec sa lumière particulière. Donc, j’ai fait des repérages
aux Baumettes qui me paraissait trop centrale par rapport au film qui parlait au
contraire de ces prisons qu’on éloigne, loin de la vision, loin des villes etc. J’ai
finalement tourné à Tarascon, une prison entres Arles et Tarascon, un grand
centre de détention au milieu d’une déchetterie, d’un abattoir et d’une usine de
cellulose. Au ban de tout et au milieu des déchets où finalement, je suis tombée
sur un directeur de prison, puisque l’ambiance des prisons tient beaucoup à la
personnalité de leur directeur, assez ouvert à cette idée, très intéressé par l’idée
justement qu’un film prenne l’axe principal que les familles ne rentrent jamais
plus loin que le parloir dans la prison, montre ça, le parloir. Ce qui finalement est
assez peu montré au cinéma. Bien sûr, dans le cinéma américain, mais c’est un
autre genre, c’est pas les mêmes parloirs d’ailleurs. Après, très sincèrement, je ne
me souviens plus si
on avait mis dans les versions qu’on lui avait fait lire, l’évasion. Et il est possible
que non. Il est possible que nous n’ayons pas mis l’évasion dans la version
d’écriture parce que ça, à mon avis, peut-être que ça aurait bloqué au niveau de
l’administration pénitentiaire. Donc, on a tourné à l’intérieur. C’était assez drôle, on
était filmés par une équipe de vidéastes de la prison, de prisonniers qui filmaient
ce qu’il se passait à l’intérieur de la prison. C’était très fort, très puissant de filmer làbas. C’est comme si tout d’un coup, on en parle, on en parle et toute l’équipe se tait
parce que tout d’un coup, elle le vit, elle le traverse. Je me suis retrouvée aussi avec
toute une équipe de figurants pour figurer les autres personnes dans les parloirs
dont beaucoup en fait connaissaient déjà ce milieu carcéral par des hasards et par
des circonstances. Et il y a eu quelque chose qui s’est passé pour cette dernière
personne, qui était très fort entre la fiction, l’investissement d’autant plus grand
des comédiens qui étaient dans les lieux réels. Les murs nous racontaient ce que
les gens avaient traversé: les enfants qui s’ennuyaient et qui dessinaient ou qui
au contraire dessinaient parce qu’ils n’arrivaient pas à parler à leur père ou qu’ils
n’arrivaient à transmettre ce qu’ils voulaient à leur mère. Tout un tas de petites
choses qui nous faisaient transpirer des histoires qui s’étaient passées et puis en
même temps ces figurants qui tout d’un coup ont réalisé des scènes que certains
parfois avaient traversées. Une espèce d’explosion comme ça de fiction et de vie
mélangées qui nous a beaucoup apporté pour toutes ces scènes.

eu un très petit budget, puisque c’est un sujet qui est dur, parce que c’est un
premier film, ce n’est pas immédiatement sexy. Parce que c’est aussi et c’est un
choix volontaire, des acteurs aux visages, parfois un peu connus dans le métier,
mais quand même des visages nouveaux. Pas des visages qui rapportent de
l’argent en tout cas ou qui rassurent les financiers, plutôt des paris, même si c’est
tous des comédiens très compétents. Néanmoins à la sortie de l’école, j’avais
quand même un scénario abouti, fini et le système de production français est à
la recherche, peut-être malheureusement d’ailleurs, surtout de scénarios. Et c’est
sur les scénarios que les films se financent, comme mon scénario était abouti,
on a eu un an de recherche de financement et puis on a pu trouver.
FP: C’est un travail de longue haleine…
LF: Oui mais un an de recherche de financement, c’est très bien. C’est un travail
de longue haleine de faire un film. Je mets un certain temps à écrire les scénarios,
donc ça ne se fait pas en deux ans, mais plutôt sur une période de quatre ans si
je prends l’écriture, la recherche de financement, le tournage et puis la sortie du
film. Maintenant, chacun son rythme et c’est suffisamment imposant comme
travail pour prendre le temps de pouvoir vivre.
FP: Vous avez écrit tout le scénario sur l’univers carcéral. Qu’est-ce qui
vous a poussée à choisir ce milieu?
LF: C’était après deux expériences. L’expérience d’une image, très tôt, alors que
j’étais adolescente et que mon collège se trouvait aux alentours d’une prison à
Toulouse. On essayait avec toute une bande de copains à chaque fois d’escalader
les arbres à côté, de monter dans une espèce de maison blanche abandonnée
pour essayer de voir ce qu’il y avait à l’intérieur. C’était une espèce de jeu qu’on
avait dans la bande de copains que j’avais et un jour justement alors qu’on était
montés dans cette maison blanche par le toit de laquelle nous arrivions à voir
l’intérieur de la prison, nous avons surpris une femme de prisonnier se servant
de cette maison comme promontoire pour faire ce qu’on appelle un parloir
sauvage. C’est-à-dire crier, parler avec son homme qui était de l’autre côté des
barreaux. Parler de leur vie intime, de leur enfant, lui montrer des exercices de
gymnastique, mais raconter aussi son amour comme ça au milieu de tout le
monde avec les cris qui pouvaient descendre jusqu’à la rue. Cette image-là,
moi, m’a beaucoup marquée. C’est quelque chose souterrain que j’ai mis de
côté pendant longtemps. Mais après un concours de circonstances, quand j’ai
commencé à être étudiante, je me suis retrouvée à vouloir m’engager dans
différentes choses de militantisme et à m’engager dans une association qui
s’occupait des proches de prisonniers à Fleury-Mérogis. Avec le temps que me
permettaient les études, j’ai fait ça pendant deux ou trois ans…

FP: Votre titre reste énigmatique.
LF:Le titre japonais aborde quelque chose qui pour moi est central dans le film,
c’est parler d’histoires d’amour. Le français, c’était vraiment l’idée d’avoir une
phrase de résistance, comme une exergue du film. Faire un film sur des gens
qui essaient de tenir debout et comme dans un jeu de dominos à l’inverse,
parce que l’un et l’autre arrivent à se tenir droits, les autres comme ça peuvent
aussi se relever, relever la tête, continuer à affronter leur destin. Mais c’est un peu
énigmatique, je l’avoue.
Propos recueillis: Éric Priou
Traduction: Yashio Inoue
Présentation et date de sortie du film Qu’un seul tienne et les autres suivront en
page cinéma

FP: Ça vous a ouvert des portes quand même…
LF: je ne sais pas si ça m’a ouvert des portes, mais ça m’a fait rencontrer beau-
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レア・フェネール、｢愛について、ある土曜日の面会室｣の女性映画監督
運命に照明を当ててみたいと思うようになりました。
ＦＰ：貴女は刑務所の内部を撮影されたのですか？
ＬＥ：フロリ・メロジスの刑務所では撮影しませんでした。結局は、色々
な理由で、
マルセイユの町で撮影することに決めたからです。貧しい人々
がひしめきあって住んでいる町、中心地に於いても様々な社会階層が入
り交じっている町、種々雑多な国籍の者が行きかっている、通過地であ
り、旅行者の多い町と向き合っているという設定です。また、とりわけ冬
場に、私がその独特の陽光を使って撮影することを好んだ町でした。そ
こで、
マルセイユのボメット地区のロケハンを行いましたが、映画の設定
に比べて、その場所は私には余りにも中心地に近すぎると思えました。映
画では、刑務所は人家から離れて、視界から遠ざけられ、街々から距離
があると語られているからです。最終的には、アルルとタラスコンの間に
ある、タラスコンの刑務所で撮影を行いました。廃棄物場や屠殺場やセ
ルロース工場のど真ん中にある大きな刑務所でした。全てから見捨てら
れ、廃棄物に囲まれていましたが、そこでついに、ある刑務所長さんに
めぐり合ったのです。刑務所の雰囲気には、その所長さんの人柄がよく
表れるものですが、その方は、映画が主軸にすえる考え方、即ち、家族
達は決して刑務所の面会室から更に奥には入らない、しかし、面会室を
映すという考え方にかなり理解と興味を示されました。今までの映画で
は殆ど見せなかったことです。もちろん、アメリカ映画の中では違います
が、
でもジャンルもスタイルも同一のものではありません。後日になって、
本当のところ、刑務所長さんに読んでもらった台本のなかに脱走という
ことを入れたかどうかよく思い出さないのです。多分入れなかったので
はないかと思います。その脚本の中に脱走のことを言及したら、多分刑
務所の受付の段階で断られていたと思います。という次第で、刑務所の
中に入って撮影したのです。面白かったことに、私たちは、刑務所の受刑
者によるビデオ撮影隊に撮影されていました。彼らは刑務所の中の出来
事をフィルムに収めていました。そこで撮影するということは、インパクト
があって効果的でした。あれこれとおしゃべりをしていた撮影チームは、
いざそれを突然目のあたりにし、体験して、寡黙になってしまいました。
私は、面会室で他者を演じる脇役たちと気持ちを共有していました。脇
役の中には、偶然の出来事からか或いは何らかの事情があって、刑務所
の環境をすでに知っている人が多くいましたから。そして、フィクション
の中ではとても演じるのが難しかった、あの最後の場面を演じた人物
に生じたこと、それは、俳優達が、実際にその場所で演じただけに一層
見事な演技力を発揮できたということです。面会室の壁は、そこを訪れ
た人々が体験したことを私達に物語っていました。子供達は、退屈して
壁に絵を描いたのか、そうではなくて、お父さんに話しが出来ない、お
母さんに言いたいことが伝えられないので壁に絵を描いたのか？ こ
ういった沢山の小さな事柄が、そこで起こった様々な物語を我々に如
実に語っていました。それと同時に、あの脇役の人達は、中には嘗て自
ら体験した者もいて、それらの場面を一気に真に迫った演技で見せてく
れました。この様に、フィクションと実人生とが入り混じって一種の爆発
が生じ、これらの撮影場面全てに素晴らしい結果をもたらしました。

ＬＥ：初めての体験としては、それほど難しくはありませんでした。もち
ろん、極く少ない予算しか集まりませんでした。堅いテーマですし、初
めての監督映画ですから、直ちに人をひきつけるものではありませんで
した。それにまた、俳優の顔の選択にこだわったからです。、俳優達は、
多少その業界で顔を知られている者もいますが、殆どが新人です。要す
るに、お金の稼げる、出資者を安心させる顔ではないということ。全員と
ても優秀な俳優さんですが、これはむしろ賭けをするようなものでした。
けれども、映画学校を卒業した時には、私はシナリオは書き上げ完成し
ていました。一方、フランスの映画製作業界が求めているのは、残念なこ
とながら、特にシナリオなのです。そして、映画が出資されるのはシナリ
オに対してなのです。私のシナリオはすでに完成していましたから、資金
調達のために一年費やして、なんとかこぎつけました。
ＦＰ：根気の要る仕事ですね。。。
ＬＥ：そうです。でも一年で資金調達ができたことはいいほうですよ。映
画を一つ作るということは根気の要る仕事です。私はシナリオを書くのに
かなりの時間を割きましたから、二年で完成とはいきませんでした。シナ
リオ執筆、制作費調達、撮影、映画の封切までの期間を入れると、むし
ろ四年の歳月を要しました。今や、監督それぞれのリズムがありますが、
自分の生活時間も加えると、映画製作は相当時間がかかる仕事です。
ＦＰ：貴女は刑務所の世界についてシナリオ全てを書かれましたが、こ
の分野にかりたてられた動機は何ですか？
ＬＥ：それは二つの体験から来ています。一つはずっと以前の視覚的体
験です。思春期の頃のことで、私の通っていた中学校がトウールーズのあ
る刑務所の近くにあったのです。仲間と徒党を組んで、近くの木によじ登
っては、無人となった白い家のようなものの中に入り、中に何があるのか
窺がいました。私が仲間達とやっていたことは一種の遊びでしたが、ある
日、そこからうまく刑務所の内側が見える、その白い家の屋根ずたいにこ
の家に入った時、私達は一人の受刑者の妻に出くわしたのです。岬にあ
るような高台に立つこの家を、彼女は無認可面会室とでもいうものにみ
たてて利用していたのでした。格子の向こうにいる夫に叫び、語りかけ
ていたのです。私生活や子供について語り、体操をして見せ、とりわけ
男に対する愛の気持ちを、皆が見ている中で、下の通りまで聞こえるほ
どの叫び声で語っていたのです。この光景は私の心に深く焼きつき、封
印したまま、長い間ひそかにしまっておきました。また、大学生になった
時、色々な事情から、様々な社会活動に身を投じたいとの思いがつのり、
フロリ・メロジスの受刑者の近親者の世話をするある協会に参加しまし
た。勉学が許す限り、その活動を２，３年続けました。

ＦＰ：貴女の映画のタイトル（フランス語タイトル：“Qu’un seul tienne
et les autres suivront”「たった一人でも頑張って！ そうしたら、他の
人たちも頑張れるから」）は難解ですね。
ＬＥ：日本語のタイトルは、映画の核心を貫くものをとりあげたのだと思
います。幾つかの愛の物話を語っているからです。フランス語は、映画の
プロローグ同様、｢立ち向かう｣ということを意味するタイトルにしたいと
思いました。まっすぐ立っていようとする人達、そうでなければドミノゲ
ームのようになって崩れ落ちてしまう人達についての映画を作りたいと
いう思いがありました。お互いに真っ直ぐ立っているから、他の人もまた
そんな風に真っ直ぐ立ち、頭を真っ直ぐ挙げ、運命にどこまでも立ち向
かい続けることが出来るのです。でも少々難解なことは認めますわ。

ＦＰ：でも、そこから貴女に新しい道が開けたということでは？
ＬＥ：道が開けたかどうかわかりませんが、男女を問わず、他所では決し
てお目にかかれないような沢山の人々にお会いする機会を得ました。沢
山の話、突然心の中を打ち明けたり、逆に黙りこむ多くの人達。気性は様
々ですが、たいていの場合、それは非常に激しい。何といっても、彼らは
皆身内の誰かが刑務所に入っている人達ですから。その不在にじっと耐
え、あの壁、外にいても強く感じるあの幽閉感にもかかわらず、受刑者を
愛し続けた人達なのです。ある時から、私はそのことを語りたい、彼らの

インタビュー：エリック・プリユウ
翻訳：井上八汐
「愛について、ある土曜日の面会室」については、映画欄をご覧下さ
い。

南仏プロヴァンスでホームステイ 南フランス・カンヌにある 素敵なお家に ホームステイしませんか
日本滞在経験のあるフランス人のホストマザーとご家族が、
みなさんを温かくお迎えします。
フランス語の習得はもちろん、
フランスの生活、文化に触れる事の出来る
貴重な体験になるはずです。

フランス語のレッスンも受けられます！
ホームステイだけではなく、
滞在目的に応じてフランス語のレッスンも、
ステイ先で受ける事が出来ます。
レッスン内容や時間は、
ご自由に決めて頂けます。

詳細はÉcole FLホームページをご覧下さい。http://ecole-fl.com
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-31-8 高田馬場ダイカンプラザ428
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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
Shinjuku Musashinokan

03-3354-5670

http://shinjuku.musashino-k.jp/
Jusqu’à mi-novembre
１１月中旬まで
Intouchables d’Éric Tolenado et Olivier Nakache avec François
Cluzet, Omar Sy; 2011, France, 113 mn
「最強のふたり」 インテリでシニカルな全身不随の大
富豪と、粗野でお調子者のスラム出身の黒人青年。出会う
はずのないふたりの奇跡の友情を描きだし、ヨーロッパ各
国で驚異の大ヒットを記録。笑い転げるうちに、いつしか
涙がこぼれ落ち、生きるパワーをもたらしくてくれる感動
作となっている。不採用の証明書３枚で支給される失業
保険を目当てに介護士の面接にやってきたスラム出身の
黒人青年ドリス。「不採用のサインをくれ」と切り出す場
違いな青年に興味を持った富豪のフィリップは、彼を介護
士として採用することに。下品な下ネタや危険なブラックジ
ョークを繰り出すマイペースなドリスに対して、フィリップ
も負けじとシニカルなユーモアや深い教養でやり返す。こ
れまで生きてきた環境があまりにも違う二人だったが、傲
慢で気難しいフィリップも「彼は私に同情していない。そこ
がいいんだ」と語るようになり、ふたりの友情はどんどん深
まっていくのだが…。
監督：エリック・トレダノ、オリヴィエ・ナカシュ 出演：フ
ランソワ・クリュゼ、オマール・シー、アンヌ・ル・ニ、オド
レイ・フルーロ、クロティルド・モレ
2011年／カラー／113分
http://saikyo-2.gaga.ne.jp

Cine Switch Ginza

03-3561-0707

http://www.cineswitch.com
À partir du 3 novembre
１１月３日（土）より
Et si on vivait tous ensemble de Stéphane Robelin avec
Jane Fonda, Géraldine Chaplin, Daniel Brühl; 2011, France, 96 mn
「みんなで一緒に暮らしたら」 ２度のアカデミー賞に輝く
大女優ジェーン・フォンダの４０年ぶりのフランス映画出演作
となった本作は、ロカルノ国際映画祭で絶賛の拍手を浴び、
フランス・ドイツで１００万人を動員した感動作。
「人生の終
わりをどう迎えるか」。そんな問いかけを自らに問い始めた平
均年齢７５歳の５人の男女。彼らは昔から誕生日を一緒に祝
ってきた友人同士だった。そんなある日、ひとり暮らしのクロ
ードが、デート中に発作のために倒れてしまったことで、彼の
息子に強制的に老人ホームに入れられてしまう、という事件
が発生する。そんなクロードの窮地を救うため、独立心旺
盛なジャンヌたちは５人で共同生活を始めよう、というアイ
ディアを思いつく。しかし仲間とともに一つ屋根の下に暮ら
していく彼らが直面することは、何もかもが初体験だった…
。ロブラン監督の実体験を元に描かれた本作。美しくもせつ
ないラストに温かな友情が優しく包まれる。
監督：ステファン・ロブラン 出演：ジェーン・フォンダ、ジェ
ラルディン・チャップリン、ダニエル・ブリュール、ピエール・
リシャール、クロード・リッシュ、ギー・ベド
2011年／フランス・ドイツ／96分
http://www.cetera.co.jp/minna

Human Trust Cinéma Yurakucho 03-6259-8608
http://www.ttcg.jp
Shinjuku Musashinokan

03-3354-5670

http://shinjuku.musashino-k.jp/
À partir du 10 novembre
１１月１０日（土）より
Poulet aux prunes de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud
avec Mathieu Amalric, Golshiftek Farahani, Maria de Medeiros,
Chiara Mastroianni; 2011, France, Allemagne, Belgique, 92
mn, PG 12
「チキンとプラム〜あるバイオリン弾き、最後の夢〜」
14歳で故国イランを追われ、ヨーロッパで激動の青春
を送ってきた半生を描いた「ペルセポリス」で注目を集め
たマルジャン・サトラピの監督第２作。本作主人公の天才
音楽家ナセル・アリは、大切なバイオリンを壊されてしま
い、失意の中にいた。死を決意した彼はベッドに横たわり
ながら、これまでの人生を振り返っていた。師匠に叱られ
続けていた若き修業時代。本物の音を見つけ、世界中を
演奏旅行で飛び回っていた時代。不本意に始まった愛の
ない結婚。何よりも誰よりも大切な母の死。大好きなソフ
ィア・ローレン、大好物のチキンのプラム煮。そして最後に
浮かび上がってきたのは、叶うことがなかった若き日の忘
れられぬ恋だった。そして８日目、バイオリン弾きは、人
生の幕を閉じる。走馬灯のように駆けめぐった彼の人生は、
リアルとファンタジーが行き来する追憶の旅でもあった。
監督：マルジャン・サトラピ、ヴァンサン・パロノー 出演：
マチュー・アマルリック、
マリア・デ・メディロス、イザベラ・
ロッセリーニ
2011年／フランス・ドイツ・ベルギー／92分／PG12

© 2011 SPLENDIDO / GAUMONT / TF1 FILMS PRODUCTION / TEN FILMS / CHAOCORP

©LES PRODUCTIONS CINEMATOGRAPHIQUES DE LA BUTTE MONTMARTRE/
ROMMEL FILMS/ MANNY FILMS/ STUDIO 37/ HOME RUN PICTURES

© Copyright 2011Celluloid Dreams Productions - TheManipulators –
uFilm Studio 37 - Le Pacte – Arte France Cinéma – ZDF/ Arte - Lorette
Productions– Film(s)

Iwanami Hall

À partir du 15 décembre

Shinjuku Musashinokan

03-3354-5670

１２月１５日（土）より

Ginza Théatre Cinéma

03-3535-6000

Qu’un seul tienne et les autres suivront de Léa Fehner

À partir du 22 décembre
１２月２２日（土）より
Comme un chef de Daniel Cohen avec Jean Reno, Michaël
Youn, Raphaëlle Agogué, Julien Boisselier; 2012, France, 85 mn
「シェフ！〜三ツ星レストランの舞台裏へようこそ〜」
高級三ツ星レストランを舞台にした笑いあり、涙ありのコ
メディー作品。相当の食通である俳優のジャン・レノがベ
テランシェフのアレクサンドルを好演している。パリ有数
の超高級三ツ星フレンチレストラン「カルゴ・ラガルド」は
20年間店の三ツ星を守り抜いてきたベテランシェフ・アレ
クサンドルのスランプによって大ピンチに陥っていた。次
の品評会で星を一つでも失えば店の運命は終わってしまう
にもかかわらず、新メニューがひらめかない。そんな折に出
会ったのが、天才的な舌を持つペンキ塗り職人のジャッキ
ー・ボノ。彼は天才的な舌を持っているにも関わらず、生意
気な性格のせいで数多のレストランをクビになった若手シ
ェフだったのだ。そして彼らのもとに老人ホームの厨房で働
いていた素人シェフたちも加わり、この問題だらけのシェフ
軍団がレストランを守ろうと立ち上がるのだが。
監督：ダニエル・コーエン 出演：ジャン・レノ、ミカエ
ル・ユーン

03-3262-5252

http://www.iwanami-hall.com
À partir du 15 décembre
１２月１５日（土）より
Le premier homme de Gianni Amelio avec Jacques Gamblin,
Catherine Sola, Maya Sansa, Denis Podalydès; France, Italie,
Algérie, 105 mn
「最初の人間」 「異邦人」などで知られるノーベル文学
賞作家アルベール・カミュ。彼は46歳の時に交通事故によ
ってこの世を去ったが、その際にカバンから発見されたの
が執筆中だった小説「最初の人間」。この未完の小説はそ
の後、世界35か国で出版され、大きな反響を呼ぶことにな
る。2013年は彼の生誕100周年にあたり、それを記念して
この未完の小説を映画化したのが本作である。舞台は1957
年の夏。フランスに住む作家のコルムリは、生まれ育った土
地アルジェリアを訪れる。この地は独立紛争の真っ最中で
あったが、年老いた母は息子の帰郷を喜んだ。故郷の景色
に触れるうちに、コルムリの心にかつての少年の日々のこと
が去来してくる。戦死した父の代わりに懸命に働いて自分を
育ててくれた母のこと。文学の道に誘ってくれた恩師。アル
ジェリア人の同級生。懐かしき日々を思い返すと同時に、当
時とはかけ離れてしまった現在を目の当たりにしてしまう。
監督：ジャンニ・アメリオ 出演：ジャック・ガンブラン、カト
リーヌ・ソラ、
マヤ・サンサ
2011年／フランス・イタリア・アルジェリア／105分
www.zaziefilms.com/ningen

avec Farida Rahouadj, Reda Kateb, Pauline Étienne, Marc Barbé;
2009, France, 120 mn
「愛について、ある土曜日の面会室」

28歳の新星・レ

ア・フェネール監督のデビュー作。刑務所の面会人のボラ
ンティア活動を３年間務めた監督が、自らの経験から着想
を得た脚本、巧みな会話などをもとに、美しくも重厚な物
語に仕立て上げた。舞台はフランス・マルセイユ。初恋の
人アレクサンドルが逮捕されるも、未成年であるゆえに面
会が叶わずに想いをつのらせる少女ロール。仕事も人間関
係もうまくいっていないところに、多額の報酬と引き換えで
自分とうり二つの受刑者と入れ替わって獄中に入ることを要
求されるステファン。殺された息子の死の真相を探るために
フランスに渡り、加害者の姉のセリーヌと交流を深めていく
ゾラ。彼らは、同じ町に暮らしているが、お互いの顔を知ら
ない。そんなある土曜日の朝、３人はそれぞれの悲しみや
痛みを受け入れ、それぞれの愛する人たちのために、そし
て自らの運命を切り開くために刑務所の面会室に向かう。
監督：レア・フェネール 出演：ファリダ・ラウアッジ、レダ・
カテブ、ポーリン・エチエンヌ
2009年／フランス／120分

2012年／フランス／85分
http://chef.gaga.ne.jp

http://www.bitters.co.jp/ainituite/

©2012 GAUMONT - TF1 FILMS PRODUCTION - A CONTRACORRIENTE FILMS
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LES FILMS À L’AFFICHE 映画
Shin Bungeiza

03-3971-9422

shimotakaido Cinéma

www.shin-bungeiza.com
Du 23 au 28 novembre Rétrospective François Truffaut
2 films par séance
１１月２３日（金）〜２８日（水）
＜世界の映画作家 vol.134 フランソワ・トリュフォー＞
二本立て
Les 23 et 24 nov ２３日（金）、２４日（土）
Les mistons「あこがれ」1957年／短編
Les quatre cents coups「大人は判ってくれない」1959年
Day for Night「アメリカの夜」1973年
Le 25 ２５日（日）
Les deux Anglaises et le continent「恋のエチュー
ド」1971年
Jules et Jim「突然炎のごとく」1961年
Le 26 ２６日（月）
Baisers volés「夜霧の恋人たち」1968年
La peau douce「柔らかい肌」1964年
Le 27 ２７日（火）
Tirez sur le pianiste「ピアニストを撃て」1960年
Le dernier métro「終電車」1980年
Le 28 ２８日（水）
La femme d’à côté「隣の女」1981年
Vivement dimanche！「日曜日が待ち遠しい！」1983年

Iidabashi Ginrei Hall

03-3269-3852

http://www.ginreihall.com
二本立て
Du 10 au 23 novembre
１１月１０日（土）〜２３日（金）
Le gamin au vélo「少年と自転車」
監督：ジャン＝ピエール、リュック・ダルデンヌ
ベルギー・フランス・イタリア／87分

2011年／

03-3328-1008

http://www.shimotakaidocinema.com
１１月3日（土）〜９日（金） 11:15
Monsieur Lazhar「ぼくたちのムッシュ・ラザール」
１１月５日（月）〜１０日（土） 21:10
La frontière de l’aube「愛の残像」
１１月１２日（月）〜１７日（土）21:10 ※17日は21:20
Un été brûlant「灼熱の肌」
１１月１７日（土）〜２３日（金） 11:00、13:10
Les neiges du Kilimandjaro「キリマンジャロの雪」
１１月１７日（土）〜２３日（金） 15:55、18:30
Crazy Horse「クレイジーホース・パリ 夜の宝石たち」
１２月１日（土）〜７日（金） 16:35 二本立て
Le voyage extraordinaire「メリエスの素晴らしき映画
魔術」
Le voyage dans la lune「月世界旅行＜カラー復元版＞」
１２月１日（土）〜７日（金） 18:35
Lacombe Lucien「ルシアンの青春」
１２月８日（土）〜１４日（金） 10:35
Une vie de ballets「バレエに生きる〜パリ・オペラ座の
ふたり」
Waseda Shochiku

03-3200-8968

http://www.wasedashochiku.co.jp/
二本立て
１１月１０日（土）〜１６日（金）
La vie de bohème「ラヴィ・ド・ボエーム」
監督：アキ・カウリスマキ 出演：マッティ・ペロンパー、ア
ンドレ・ウィルム、ジャン＝ピエール・レオー
1992年／100分
Le Havre「ル・アーヴルの靴みがき」
監督：アキ・カウリスマキ 出演：アンドレ・ウィルム、カテ
ィ・オウティネン、ジャン＝ピエール・ダルッサン
2011年／93分
１２月８日（土）〜１４日（金）
Tournée「さすらいの女神（ディーバ）たち」
監督：マチュー・アマルリック 出演：マチュー・アマルリッ
ク、ミミ・ル・ムー、キトゥン・オン・ザ・キーズ
2010年／111分／Ｒ15＋
Crazy horse「クレイジーホース・パリ 夜の宝石たち」
監督：フレデリック・ワイズマン 出演：フィリップ・ドゥク
フレ、アンドレ・ダイセンバーグ、クレイジーホースダンサー
2011年／134分／Ｒ15＋
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Human Trust cinema Yurakucho 03-6259-8608
http;//www.ttcg.jp
Du 24 novembre au 7 décembre
１１月２４日（土）〜１２月７日（金）
ジェラール・フィリップ生誕90年
デジタルリマスター版特別映画祭
Gérard Philipe rétrospective du 90e anniversaire de
sa naissance
1922年に生まれ、1959年に36歳の若さで没したジェラ
ール・フィリップ。半世紀以上たった現在もフランス映画の
星として多くのファンを持つ彼の出演作がデジタルリマス
ターで鮮明に蘇る。
11月24日（土）、12月2日（日）、4日（火）、6日（木）
Le rouge et le noir「赤と黒」
監督：クロード・オータン＝ララ 共演：ダニエル・ダリ
ューほか
1954年／フランス／193分
11月25日（日）、12月1日（土）、3日（月）、5日（水）、7
日（金）
La chartreuse de Parme「パルムの僧院」
監督：クリスチャン・ジャック 共演：マリア・カザレスほか
1947年／フランス／173分
１１月２６日（月）、２８日（水）、３０日（金）
La beauté du diable「悪魔の美しさ」
監督：ルネ・クレール 共演：ミシェル・シモンほか
1950年／フランス／96分
１１月２６日（月）〜１１月３０日（金）
Les belles de nuit「夜ごとの美女」
監督：ルネ・クレール 共演：マルティーヌ・キャロルほか
1952年／フランス／86分
１１月２７日（火）、２９日（木）
Le joueur「勝負師」
監督：クロード・オータン＝ララ 共演：リゼロッテ・プル
ファーほか
1958年／フランス、イタリア／102分
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EXPOSITIONS/SPECTACLES
Keico Wakabayashi Quelle voix!
若林圭子リサイタル vol.10 Quelle voix!（どんな声で）

Le malade imaginaire de Molière
音楽付きコメディ 病は気から
La célèbre comédie de Molière, jouée en japonais; chants en français avec
l’orchestre baroque Les Boréades.
バロック喜劇オペラが現代に花咲く
フランス宮廷の2大巨星──喜劇作家モリエールと作曲家シャルパンティエの
『
病は気から』は、
モリエール自身が生涯不満に感じていた薬の副作用による害を
諷刺した抱腹絶倒のバロック・オペラだ。女中トワネットが医師ピュルゴンの財産
家ぶりを評して曰く
「そりゃ、
よっぽど沢山の人が死んだんでございましょうね」。
その他、娘に玉の輿結婚をさせて財産を得ようとする親など、現代にも通じる
諷刺の世界を、今公演では、気鋭の戯曲作家・ノゾエ征爾の潤色によりコンパク
トに彩り、マチルド・エティエンヌや野々下由香里（ともにソプラノ）やゴンザレス
＝トロ
（テノール）等が歌う。寺神戸亮（Vn）率いるバロック専門オーケストラ
「レ・
ボレアード」が演奏する。

Pour son dixième concert au Hakuhinkan, Keico Wakabayashi interprétera
en japonais ses propres traductions des chansons de Léo Ferré, la passion
de toute une vie.
シャンソン歌手、若林圭子のリサイタル。若林圭子は戦後シャンソンの鬼才、
レ
オ・フィレの作品に創作的な日本語訳をつけ唄う
「レオ・フィレを唄う」の歌唱・創
作訳詞を高く評価され、
フランス、イタリアに数回招聘され、公演しているほか、
オリジナル曲、作詞にも力を入れ、民族音楽、子守唄なども唄うといった幅広い
活動を行っている。2003年より毎年秋、銀座博品館劇場企画によるリサイタル
を継続中。CDも
「博品館ライブ」、
「時は優しい魔法をかける」、
「エレジー」など
８枚リリースしている。
今回１０回目となる博品館劇場でのリサイタルでは、
「芸術家の暮らし」や「黄金
時代」など、
ライフワークであるレオ・フィレの作品を始め、
オリジナル曲も含めた
全１９曲を唄う。
彼女の深い歌声をじっくり聴くことのできる、大人の舞台となっている。

Hokutopia Sakura Hall (Kita-ku, Oji) les 23 et 25 novembre
北とぴあ さくらホール（北区王子）
１１月２３日
（金・祝）
、２５日
（日）14:00開演
全席指定 一般 S席 6000円 A席 4000円 学生（25歳以下）S席 3000円 A
席 2000円
お問合せ：
（公財）北区文化振興財団 03-5390-1221
http://www.kitabunka.or.jp

Hakuhinkan, Ginza le 13 novembre
博品館劇場
11月13日
（火）19:00開演
全席指定 5000円
お問合せ：03-3571-1003
http://www.artool.com/keico

5 paires d’invitations à gagner par séance!
Détails ci-dessous.
各日ともに5組10名様をご招待！
詳しくは同ページ下記を御覧下さい。

Ryo Terakado, Les boréades

Mathilde Étienne

インストゥルメンタルバンド Funca（ファンカ）
3rdアルバム
『La Funca de Paris』11月28日発売

原野典子リサイタル№21
ピアノ：原野典子 客演：須江太郎
Mozart:モーツァルト
「幻想曲」
Debussy:ドビュッシー「ベルガマスク組曲」ほか
Le samedi 8 décembre à 14h et 17h
12月8日
（土）14時／17時開演
MUSICASA à Yoyogi Uehara
代々木上原ムジカーザ
Billets / チケット
（全席自由）￥2000
Renseignements / お問合せ
7086bqbm@jcom.home.ne.jp
http;//pianonoriko.blog.fc2.com/

TVや舞台等に楽曲提供している寺田テツオを中心とした9人構成の
インストゥルメンタルバンド Funca。
3rdアルバムのテーマは「フレンチ」。
ファンカ流の明るく楽しいアレン
ジが新鮮なフレンチポップカパーアルバム。
「無造作紳士」
や
「あなたの
とりこ」
、
オリジナル２曲を含む、全8曲を収録。
定価：￥2,000
（税込み）
発売元：㈲アジョンス・ドゥ・
原生林 www.genseirin.com

フランス語で歌うシャンソン
フランス語の歌詞を理解し、正しい発音でシャンソンを歌ってみませんか？
日時： 月２回 第２・４木曜日 １４時〜１５時
受講料：月謝制 7000円 入学金：10000円（学生5000円）
定員：２〜５名

『La Funca de Paris』発売を
記念し、
極上紅茶
「シェドゥー
ブル」
をCDアルバムとセット
で5名様にプレゼント！

詳細はHPで！！

詳しくは、同ページ下記をご
覧下さい。

http://ecole-fl.com

École FL: 03-5272-3440

Jeux gratuits réservés aux abonnés à Franc-Parler info

プレゼント応募方法

Modalités: Pour chaque jeu, envoyer un courriel à franc-parler@ee.main.jp avec pour
objet le mot indiqué entre parenthèses et ses nom et prénom dans la partie message.
Un tirage au sort départage les gagnants.

件名にキーワード、メッセージ欄にお名前（ローマ字、日本語）とご住所、郵便番号を明
記の上、ご応募下さい。締め切りは11月15日（月）です。①に応募頂く方は希望日もご記
入下さい。

① Le malade imaginaire de Molière, (Le malade imaginaire) et préciser la date souhaitée
② CD La Funca de Paris et thé Chef-d’œuvre, (La Funca)

① 「音楽付きコメディ 病は気から」 キーワード：Le malade imaginaire
② 「CD『La Funca de Paris』と紅茶『シェドゥーブル』のセット」キーワード：La Funca

Date limite de participation: le lundi 15 novembre

応募先 franc-parler@ee.main.jp

Les gagnants seront avisés par courriel.
Il est possible de participer à tous les tirages mais il ne sera attribué qu’un lot par
personne physique. La participation à ce concours vaut pour inscription automatique
à la lettre mensuelle gratuite Franc-Parler Info

複数の応募は可能ですが、１つのプレゼントにつき１通のメールをお願いしております。当
選は１名様につき１件となります。
応募は『フラン・パルレ』のメーリングリストに登録されている方を対象としておりますの
で、未登録の方は、自動的に登録されますことをご了承下さい。
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La bibliothèque de Franc-Parler/フラン・パルレ文庫
セカンドウインド

棒・数字・文字

フィリップ・ポッツォ・ディ・ボルゴ著
田内志文訳
Le second souffle de Philippe Pozzo di Borgo
アチーブメント出版
価格：本体1300円＋税
ISBN978-4-905154-29-7

レーモン・クノー著
宮川明子訳
Bâtons, chiffres et lettres de Raymond Queneau
月曜社
価格：本体2800円＋税
ISBN978-4-901477-96-3

大ヒットとなったフランス映画『最強のふたり』の原作。事故で四肢麻痺患者と
なった著者が、
自らの体験を綴ったノンフィクション。
ポッツォ・ディ・ボルゴ公とヴォーグ侯爵の家系にうまれ、順風満帆な暮らしを
送っていたフィリップは、突然の事故で体の自由を失ってしまう。障害を負った
彼のもとにある日、介護士としてアブデルがあらわれる。破天荒だが、愛すべき
人物であるアブデルと共に様々なことを体験し、
フィリップは生きる希望を取り
戻していく。
患者と介護士という関係ではなく、偽りのない人間同士として深い友情を結ぶ
二人の姿や、障害を負いながらも人生を楽しむフィリップの姿は読者に大きな
感動を呼ぶ。障害や介護について、そして何より人間同士の真のつながりにつ
いて、深く考えさせてくれる一冊。

レーモン・クノーによるエッセー集。新フランス語の提示、作家論、絵文字の収
集、文学の新たな可能性を追求する集団である潜在文学工房（ウリポ）
の宣言、
とその内容は実に多様だ。
そもそもクノーは、作家でもあり、詩人でもあり、
ときに
は画家でもある、
というように狭い枠組みではおさまり切らない人物である。
その
意味では、一見雑多な内容を持った本書は、様々な顔を持つクノーの全体像を
知るには最適の百科全書、
あるいはマニュアルと言える。
本書の中で扱われているテーマは、話し言葉による書き言葉の変革、印刷の視
覚的効果の利用、数学を応用した言語表記のルール、などである。いずれも、外
部の要素を取り入れて、
言語の新鮮さ、
自由さを保とうとしたクノーの実験精神が
よく示された文章の数々である。

天国のママから届いた最後の贈り物

サルヴァトール

マリー・ロール・ピカ著
ふじもとのりこ訳
Le courage d’une mère de Marie-Laure Picat
講談社
価格：本体1400円＋税
ISBN978-4-06-217163-2

ニコラ・ド・クレシー著
大西愛子訳
Salvatore de Nicolas de Crécy
小学館集英社プロダクション
価格：本体3000円＋税
ISBN978-4-7968-7114-3

余命２カ月の宣告を受け、残される子供たちのために行政と闘ったシングルマ
ザーが自らの心情を綴った実話作品。
２００８年、あと２カ月の命という告知を受けたマリー・ロール。彼女は、自分
がいなくなった後に残される幼い４人の子供たちのために、里親を探そうと考
える。彼女の望みは、子供たちがこれまでと同じ学校に通い、同じ友達に囲ま
れ、同じ習い事を続けられ、何よりも４人が一緒に暮らせることだった。
そして、
行政の壁にぶち当たった彼女は、自分の身の上をマスコミに公表して、行政を
相手に闘うという決断を下す。
マリーが子供たちのために、
これまでの自分の人生、マスコミに訴えた理由、つ
らい癌との闘病などを書いた本書には、人生や子供達への素直な愛にあふれ
ている。多くの読者に感動と勇気を与える作品である。

フラン・パルレ１１５号でインタビューを掲載した、ニコラ・ド・クレシーによる
バンド・デシネ作品。腕は立つが、ひねくれもので、他人嫌いのサルヴァトール
は、愛するジュリーの住む南米に行くため、水陸両用のマシンを作っていた。や
がてサルヴァトールは、マシンの完成に必要な部品を探すため、相棒とともに
旅に出る事にする…
サルヴァトールと相棒の冒険ストーリーを主軸に、個性的なキャラクターたちが
いくつものエピソードを繰り広げていく。
シンプルでかわいらしいグラフィックで、
独特なユーモア、明るいストーリー、
と親しみやすい作品であるが、
その中には、
家族とは何か、母性とは何か、なくなってしまったものを捜すとはどういうことな
のか、
といった深いテーマの数々が隠されている。
読む人によって、様々に色合いをかえる、不思議な味わいを持った作品である。
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La bibliothèque de Franc-Parler/フラン・パルレ文庫
トリュフォーの手紙
山田宏一著
平凡社
価格：本体2400円＋税
ISBN978-4-582-28257-3
『大人は判ってくれない』、
『突然炎のごとく』、
『アメリカの夜』など、数々の傑
作を生み出したヌーヴェル・ヴァーグの代表的映画監督、
フランソワ・トリュフ
ォー。本書は手紙魔として知られるトリュフォーの手紙を手がかりに、彼の人生
に迫る評伝である。著者はトリュフォーの友人であった映画評論家、山田宏一。
不良少年時代、親友に恋の悩みを訴える手紙、兵役時代、練兵場から雑誌編集
長、エリック・ロメールに書いた懇願の手紙、盟友ジャン＝リュック＝ゴダールへ
宛てた決別の手紙、
そして、脳腫瘍手術の直前、著者への最後の手紙など、紹介
される手紙の数々はトリュフォーの人生を生々しく物語っているのと同時に、映
画に対する彼の妥協のない真摯な姿勢を浮き彫りにしている。
トリフォーの映
画への愛に溢れた一冊。

１月スタート
École FL音読講座 Lisons en français
フランス語を読もう！
使用教材は『フランス語で読もう
「異邦人」L’ÉTRANGER』
アルベール・カミュ作（第三書房）

École FLの音読講座 “Lisons en français” は、
フランス語の
文章を対訳書を用いて読む事で、無理なく文章を理解しな
がら、
自然とフランス語の発音を身につけることが出来ます。
受講料 ￥15000
入学金 ￥10000

全６回（月２回×３ヶ月）
別途教材費（対訳書代）

１１月、１２月 ワンコインで体験レッスン
本講座スタートの前に500円で体験レッスンを受けて頂けます。
その後の勧誘などは致しませんので、安心してお試し下さい。
詳細は École FL HP
http://ecole-fl.com
お問い合わせ 03-5272-3440
『フランス語で読もう
「異邦人」L’ÉTRANGER』
をご用意ください。École FLでのご購入も可能です。
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Les haikus du concours de traduction Franc-Parler, 15
「フラン・パルレ翻訳コンクール」入賞作品 №1５
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 87). Toutes les
calligraphies sont des œuvres de madame Chomiyo Ichihara.
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（フラン・パルレNo87参照）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
une dent en or
en sortant de chez le dentiste
les feuilles tombent

1

2

3

Traduction en japonais: Étudiants de 3e année de français
de l’université départementale d’Aichi, classe de Monsieur
Alain Colombon, année 2005

2
un sac de plastique
pris entre les autos
qui vont et viennent
Traduction en japonais: Haruko Sakazaki

3
canette de bière
quelqu’un d’autre est venu voir
les fleurs de chardon
Traduction en japonais: Haruko Sakazaki

〒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: info@ecole-fl.com

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！アクセスを待ちしています．

http://ecole-fl.com
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