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EDITO

Les rendez-vous de l'automne 

Le programme des activités culturelles que l'Institut français du Japon propose cet automne dans le Kansai est 
l'occasion pour moi, qui viens à peine de prendre mes fonctions à Kyôto, de rendre hommage à tous ceux qui y ont 
travaillé. Grâce à eux, après les fortes chaleurs de l'été, cette rentrée sera artistique et littéraire.

Les réjouissances commenceront à Kyôto le 5 octobre avec la Nuit blanche, consacrée à l'art contemporain com-
me le sont les "Nuits blanches" parisiennes. Chacun sera invité à des déambulations nocturnes pour découvrir 
des installations et des performances à travers la ville.

Le festival « Feuilles d'automne » consacré aux livres en français sera le deuxième temps fort. Un beau pro-
gramme en perspective pour cette édition 2013 puisque nous recevrons des personnalités marquantes du monde 
de la bande dessinée et du manga telles que Nicolas de Crécy, Matsumoto Taiyo, Arthur de Pins ainsi que de la 
littérature contemporaine, avec Pascal Quignard.

En septembre et octobre, la fête sera aussi dans les salles obscures de Kyôto et d'Osaka avec le Festival du film 
d’animation français et le Festival du film méditerranéen.

Nous vous proposons par ailleurs de la musique avec Moussu T à Osaka, de la danse avec Mathilde Monnier à 
Kobe, une exposition de Nishimura Asamï à Kyoto et une exposition exceptionnelle d'artistes de "Jeune Création" 
sur les anciens docks d’Osaka... Avec toute l'équipe de l'Institut français, je souhaite à tous un bel automne "à la 
française" dans le Kansai.

芸術の秋

アンスティチュ・フランセ日本がこの秋、関西で実施する文化プログラムを皆様にお届けいたします。 
私は先日、京都に着任したばかりですが、プログラムをお届けできるのは、企画の実現に向けて尽力した多くの人々のお陰
です。暑い夏もようやく終わり、芸術と文学に彩られた秋がやってきます。

今秋は10月5日の「ニュイ・ブランシュ」とともに始まります。このイベントは、パリで毎年催される現代アートのイベント「ニュ
イ・ブランシュ」の京都版です。秋の夜長に京都の街をそぞろ歩き、あちこちでインスタレーションやパフォーマンスに出会え
る一夜です。

続いて、「読書の秋」。その名の通り、書籍に関するイベントで、様々なジャンルのフランス語の文芸作品に触れ、その魅力を
感じとっていただける絶好の機会です。今年はマンガとバンドデシネの分野からニコラ・ド・クレシー、松本大洋、アルチュー
ル・ド・パンスという著名な作家たちと、小説家パスカル・キニャールをゲストに迎えます。

映画館でも、フェスティバルは9月、10月と続きます。「フランスアニメーション映画週間」が大阪で開催されるほか、「地中海
映画祭」は、京都・大阪両都市で開催されます。

さらに、ムッスー・テの音楽ライブが大阪で、マチルド・モニエのダンスパフォーマンスが神戸で、西村麻美の作品展が京都
で、若手アーティストたちの独創的な展示が大阪の造船所跡地で催されます。

この機会に、フレンチ・テイストな秋をお楽しみ頂けましたら幸いです。
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Samedi 5 octobre à partir de 18h  
Cérémonie dʼouverture au Musée Inter-
national du Manga de Kyoto

La nuit du premier week-end d'octobre, l'art contemporain 
investit la ville de Paris et va à la rencontre du public. Inspirée 
de cette grande manifestation parisienne «la Nuit Blanche», 
la troisième édition de la Nuit Blanche Kyoto sera organisée 
dans la ville de Kyoto, jumelée avec Paris depuis plus de 50 
ans. Avec, cette année, la participation d'artistes français, 
allemands et japonais, la Nuit Blanche Kyoto témoignera de 
la richesse de la création contemporaine tout en célébrant le 
50ème anniversaire du Traité de l'Elysée. Nous vous invitons 
à partager cette nuit dédiée à l'art contemporain à l'automne, 
saison de la culture au Japon.

Avec la participation de Chantal Stoman - film, Zevs - film, 
David Wampach - danse, résident à la Villa Kujoyama en 
2011, Caty Olive - installation, Stéphane De Medeiros - per-
formance, Tadasu Takamine - film, Ulrike Haage et Eric 
Schaefer - jazz, résidents de la Villa Kamogawa en 2012, 
Masayuki Kawai / Ryota Hamasaki - vidéo art performance, 
Kyota Takahashi – installation lumineuse, Atsushi Nishijima / 
Nobukazu Takemura / Keitetsu Murai - installation et per-
formance, La veuve jumelle - danse contemporaine, Etudi-
ants de l’université de Zokei, etc.

Organisation : Ville de Kyoto, Institut français du Japon - Kansai  
Co-organisation : Musée International du Manga de Kyoto, Kyoto 
Art Center, Kyoto City University of Arts, Bureau de transport de la 
Ville de Kyoto, Goethe-Institut Villa Kamogawa 
Parrainage spécial : Ambassade de France au Japon , Fonds 
Franco-allemand 
Parrainage : Consulat Général de France à Kyoto, Consulat 
Général d'Allemagne à Osaka-Kobe, Ville de Paris , Ministère des 
Affaires étrangères du Japon 
Soutien financier : GRAPHIC corporation, Shizuya, Daily Yamazaki 
Collaboration : KYOTO EXPERIMENT, Comité exécutif de KYOTO 
CMEX, ANA, Hyatt Regency Kyoto, CHOKYOTO, REALKYOTO, 
Lufthansa

Entrée libre

www.nuitblanche.jp

NUIT BlANchE KyOTO 2013 
ニュイ・ブランシュ KYOTO 2013 ～パリ白夜祭への架け橋～
ー現代アートと過ごす夜ー

10月5日（土） 18:00~ 
オープニング・セレモニー： 
京都国際マンガミュージアム

パリ市が毎年10月に行う、一夜限りの現代アートの祭
典「ニュイ・ブランシュ（白夜祭）」。パリの姉妹都市・
京都では、市内各地で日仏の現代アートを無料で楽し
めるイベント「ニュイ・ブランシュ KYOTO」を開催しま
す。第3回を迎える今年は、フランスとドイツの友好
関係の基礎を築いたエリゼ条約締結50周年を記念し
て、ドイツ人アーティストも参加します。多彩なプロ
グラムでお届けする、芸術の秋の一夜をお楽しみくだ
さい。

参加アーティスト：シャンタル・ストマン（映像）、ZEVS（映像）、 
ダヴィデ・ヴォンパク（ダンス、2011年ヴィラ九条山招聘アーティスト） /  
ミコ・イニネン（音楽）、カティ・オリーヴ（インスタレーション）、 
ステファン・ドゥ・メデロス（パフォーマンス）、高嶺格（映像）、ウル
リケ・ハーゲ / エリック・シェーファー（ジャズ、2012年ヴィラ鴨川
招聘アーティスト）、河合政之 / 浜崎亮太（ヴィデオアートパフォ
ーマンス）、高橋匡太（ライティング）、ニシジマ・アツシ / 竹村延
和 / 村井啓哲（サウンドパフォーマンス）、双子の未亡人（コンテ
ンポラリーダンス）、京都造形芸術大学マンデイプロジェクト 
（京造ねぶた）　他

主催：京都市、アンスティチュ・フランセ関西　 
共催：京都国際マンガミュージアム、京都芸術センター、京都市立芸
術大学、京都市交通局、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川 
特別後援：在日フランス大使館、独仏基金　 
後援：在京都フランス総領事館、大阪・神戸ドイツ連邦共和国総領
事館、パリ市、外務省 
協賛：株式会社グラフィック、株式会社志津屋、株式会社デイリー
ヤマザキ 
協力：KYOTO EXPERIMENT、KYOTO CMEX実行委員会、全日本空
輸株式会社、Hyatt Regency Kyoto、超京都、REALKYOTO、ルフトハ
ンザ ドイツ航空会社

入場無料

www.nuitblanche.jp
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京都国際マンガミュージアム　18:00~22:00
オープニング・セレモニー、コンサート、マチデコ・インターナショナル 
（ミュージアムの壁面を活用したプロジェクション・マッピング）

アンスティチュ・フランセ関西―京都　21:00~深夜1:00
インスタレーション、ダンス、コンサート、パフォーマンス

京都芸術センター　10:00~22:00
インスタレーション、ダンス、展覧会、パフォーマンス

京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA　18:00~24:00
映像上映

京都市役所前広場　19:10~19:50
映像上映

地下鉄烏丸御池駅　18:00~20:00
コンサート

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川　21:30~23:30
映像上映、作品展示

その他
・ ANEWAL GALLERY：パフォーマンス（17:00~23:00、翌朝4:00~6:30）
・ ARTZONE：ULTRA AWARD 2013 Exhibition（12:30~23:00）、パフォー
マンス contact GONZO（22:00~）
・ 寶蓮寺：パフォーマンス（21:30~24:00）
・ 3F PROJECT ROOM：パフォーマンス（14:00~22:00）
・ Café Indépendants：コンサート（21:00~翌朝5:00）
・ FOIL GALLERY：ラウンジ（20:00~翌朝5:00）
・ MORI YU GALLERY KYOTO：河合政之展（12：00~21：00）
・ eN arts：田中真吾個展（12:00~22:00）
・ galerie16：藤原勝彦個展（12:00~21:00）
・ imura art gallery kyoto：英 ゆう個展（11:00~20:00）
・ GALLERYGALLERY：Beverly Ayling-Smith個展（12:00~20:00）
・ HAPS：ALLNIGHT HAPS 小宮太郎展示（19:00~翌朝10:00）
・ MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w：展覧会「サイネンショー」
（11:00～20:00）
・ KYOTOくん+オカザえもんが各会場に登場 / MUZZ

Musée International du Manga de Kyoto, de 18h à 22h
Cérémonie d’ouverture, projection d’images sur les façades du 
musée, concerts

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, de 21h à 1h
Installations, danse, concerts, performances

Kyoto Art Center, de 10h à 22h
Installation, danse, exposition, performance

Kyoto City University of Arts Art Gallery @KCUA, 
de 18h à 24h

Projection

Place devant la mairie de Kyoto, de 19h10 à 19h50
Projection 

Station Karasuma Oike, de 18h à 20h
Concerts

Goethe-Institut Villa Kamogawa, de 21h30 à 23h30
Projection et exposition

Autres : 

・ ANEWAL GALLERY - performance (de 17h à 23h et de 4h à 6h30)

・ ARTZONE - ULTRA AWARD 2013 Exhibition (de 12h30 à 23h), 
performance de contact GONZO à 22h

・ Horenji Temple - performance (de 21h30 à minuit)

・ 3F PROJECT ROOM - performance (de 14h à 22h)

・ Café Indépendants - concerts (de 21h à 5h)

・ FOIL GALLERY - Lounge (de 20h à 5h)

・ MORI YU GALLERY KYOTO – Exposition Masayuki Kawai (de 12h à 21h)

・ eN arts - Exposition de Shingo Tanaka (de 12h à 22h)

・ galerie16 - Exposition de Katsuhiko Fujiwara (de 12h à 21h)

・ imura art gallery kyoto - Exposition de Yu Hanabusa (de 11h à 20h)

・ GALLERYGALLERY – Exposition de Beverly Ayling-Smith (de 
12h à 20h)

・ HAPS : ALLNIGHT HAPS Exposition Taro Komiya (de 19h à 10h)

・ MATSUO MEGUMI+VOICE GALLERY pfs/w - Exposition 
SAINENSHO (de 11h à 20h)

・ KYOTO KUN+OKAZAEMON / MUZZ

アンスティチュ・フランセ関西 5



「読書の秋」は、フランス語で創作された文芸作品を広
く知っていただくために、アンスティチュ・フランセ
日本が毎年企画しているイベントです。多様かつ学際
的なプログラムで、フランスや日本の素晴らしい文筆
家やマンガ家を取り上げています。

映画とトークショー

バンド・デシネ、マンガそしてアニメ映画の交差 
－松本大洋氏、二コラ・ド・クレシー氏、マイケル・ア
リアス氏を迎えて
10月26日（土）
イラストとアニメーションの関係をめぐり、日本、フランス、アメリカと、3
つの異なる国籍の、バンド・デシネ作家、マンガ家、アニメ監督という3
つの異なる分野の専門家が集結します。

当日は、アニメーション映画『鉄コン筋クリート』の上映会が開催され
ます。この作品は、松本大洋の同名のマンガをマイケル・アリアスがア
ニメーション映画化したものです。上映会に続き、元ヴィラ九条山招
聘アーティストで著名なBD作家：ニコラ・ド・クレシー、松本大洋、マイ
ケル・アリアスによる対談が予定されています。

14:00~16:00 
『鉄コン筋クリート』上映会 
（日本語版、フランス語字幕付き）

16:15~18:00 
ニコラ・ド・クレシー、松本大洋、マイケル・アリアスによる対談。モデレ
ーターはウォルター・ペッザリ（バンド・デシネ　カラーリスト）

アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール 
入場無料（当日午前10時から館内にて整理券を配布）、同時通訳付き

WEEK-END DE lA BANDE DESSINÉE FRANcAISE A KyOTO
バンド・デシネの週末in 京都
共催：京都国際マンガミュージアム 
Co-organisation : Musée International du Manga de Kyoto

Dédié à la production littéraire en français et avec une 
programmation pluridisciplinaire, le festival « Feuilles 
d'automne » organisé par l'Institut français du Japon met 
en lumière chaque année les plus brillants écrivains et 
dessinateurs de bande dessinée Français et Japonais.

CINEMA ET TALK-SHOW

A la croisée des mondes : Bande dessinée, 
Manga et film d'animation avec Taiyo Matsu-
moto, Nicolas de Crécy et Michael Arias. 

Samedi 26 octobre
Trois nationalités -française, japonaise et américaine-, trois 
professionnels d'univers différents -dessinateur de bande dessi-
née, mangaka et réalisateur- réunis pour une rencontre autour 
des liens entre dessin et animation. Après la projection du film 
d'animation "Amer Beton" réalisé par Michel Arias et adapté du 
manga du même nom de Taiyo Matsumoto, un échange aura lieu 
avec Nicolas de Crécy, célèbre auteur de bande dessinée et an-
cien résident de la Villa Kujoyama. 

de 14h à 16h : Amer Beton (version japonaise sous-titrée en 
français) 

de 16h15 à 18h : Talk show modéré par Walter Pezzali, coloriste, 
avec Taiyo Matsumoto, Nicolas de Crécy et Michael Arias (avec 
traduction simultanée)

Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata 
Entrée libre (des tickets numérotés seront distribués à partir de 
10h le jour même), Avec traduction simultanée

FEUIllES D'AUTOMNE 2013
読書の秋2013

© Taiyo Matsumoto/Shogakukan, Aniplex, Asmik Ace, 
Beyond C, Dentsu, Tokyo MX 

© Nicolas de Crécy, éditions du Chêne 

KYOTO

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI6



cAFÉ lITTÉRAIRE 
文学カフェへのいざない ～バンド・デシネとの出会い～

講演会

アルチュール・ド・パンス氏を囲んで
10月27日（日） 14:00~16:00
バンド・デシネ『カニカニレボリューション』の邦訳版出版にともない、
その作者、アルチュール・ド・パンス氏が京都国際マンガミュージアム
で講演会を開き、自作を紹介します。いたずらっぽくポップな画風の
短編作品が特に知られていますが、多彩な才能に恵まれたこの若き
作家を、多角的に発見する良い機会となることでしょう。講演会に引
き続き、サイン会が催されます。

京都国際マンガミュージアム 1階　多目的映像ホール 
入場無料、随時通訳付き 
※ 但し、ミュージアムへの入場料は別途必要。 
（大人：800円、中高生：300円、小学生：100円）事前申込不要（先着
200名）当日午前10時から館内にて整理券を配布。 
京都市中京区烏丸通御池上ル  
Tel. 075-254-7414 
www.kyotomm.jp

10月19日（土）、28日（月）
京都で開催される「バンド・デシネの週末」と連動し、バンド・デシネに
詳しい、アンスティチュ・フランセ関西―大阪のグザヴィエ・ジラール
講師が、「読書の秋2013」の来日招聘バンド・デシネ作家、ニコラ・ド・
クレシーとアルチュール・ド・パンスの作品を楽しく分かりやすく紹介
します。

10月19日（土） 16:00~17:00

アンスティチュ・フランセ関西―京都で26日開催予定の上映会＆トー
クショーに先立ち、バンド・デシネやマンガの世界で活躍されているニ
コラ・ド・クレシーと松本大洋のお二人についてご紹介していきます。

10月28日（月） 18:30~20:00

アルチュール・ド・パンス氏が受講生の皆様に会いに、アンスティチュ・
フランセ関西―大阪にやってきます!  当日は、ご本人から実際の仕事
風景や自作の紹介をしていただきます。

アンスティチュ・フランセ関西―大阪 
逐次通訳付　要予約 
一般：800円、クラブ・フランス会員：500円 
予約先：kansai.osaka@institutfrancais.jp

CONFÉRENCE

Rencontre avec Arthur de Pins

Dimanche 27 octobre de 14h à 16h
A l'occasion de la sortie de l'édition japonaise de ''La marche du 
crabe", Arthur de Pins viendra présenter son oeuvre lors d'une 
conférence au Musée international du manga de Kyoto. Une oc-
casion de découvrir ce jeune artiste aux talents multiples qui 
s'est souvent illustré avec ses courts métrages et ses dessins 
coquins et espiègles. La conférence sera suivie d'une séance de 
dédicaces.

Musée International du Manga de Kyoto, rez-de-chaussée, auditorium  
Karasuma-Oike, Nakagyo-ku, Kyoto 
Tél. 075-254-7414 
Avec traduction consécutive 
Tarifs d'entrée au musée: Adultes 800 yens, Collégiens/Lycéens 
300 yens, Primaires 100 yens 
www.kyotomm.jp

Samedi 19 et lundi 28 octobre

En écho au week-end de la Bande dessinée française à Kyoto, 
Xavier Gillard, spécialiste de bande dessinée, vous invite à dé-
couvrir dans une ambiance sympathique et décontractée les 
deux dessinateurs de bande dessinée invités pendant Feuilles 
d'automne 2013 : Nicolas de Crécy et Arthur de Pins.

Samedi 19 octobre de 16h à 17h : un café littéraire consacré à 
Nicolas de Crécy et Taiyo Matsumoto, pour faire connaissance 
avec ces deux icônes de la bande dessinée et du manga avant 
de les rencontrer le 26 octobre à l'Institut français du Japon / 
Kansai - Kyoto.

Lundi 28 octobre de 18h30 à 20h : un café littéraire consacré à 
Arthur de Pins, qui viendra spécialement à l'Institut pour ren-
contrer les étudiants et présenter son travail.

Institut français du Japon - Kansai / Osaka 
Avec traduction consécutive  
800 yens, membres Club France 500 yens,  
réservation obligatoire  
Réservation : kansai.osaka@institutfrancais.jp

© Arthur de Pins – Soleil 2013
© DR
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SPEcTAclE 
l'hEURE DU cONTE 
語り部“ラワン・イスフ”による創作民話

cINÉMA 
DU lIvRE à l'ÉcRAN
本からスクリーンへ

11月16日（土） 16:00~17:30

物語…、それは赤ずきん、リトル・マーメイド、シンデレラにもあるよう
に、一般的に文字で語り継がれていくものと思われていますが、アフリ
カでは、歌を伴った口承文芸です。今年3月にもアンスティチュ・フラン
セ関西―大阪で民話ライブを行ったニジェールの語り部、ラワン・イ
スフが、再びみなさんをアフリカ民話の世界にお招きします。リズムと
笑いに満ちた物語は、ユーモアと魔術が混ざり合う世界です。

アンスティチュ・フランセ関西―大阪　 
入場無料、フランス語（日本語訳は最後にお配りします）

読書の秋の期間中、有名なフランス現代小説を原作とす
る映画を３作品上映します。
11月9日（土） 
14:00　『めぐり逢う朝』（原作：パスカル・キニャール） 
16:30　『ヴィラ・アマリア』（原作：パスカル・キニャール）

12月7日（土） 
14:00　『ナタリー』（原作： ダヴィド・フェンキノス）

アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール 
入場無料、日本語字幕付き

Pendant le festival Feuilles d'automne, découvrez 
trois films adaptés de célèbres romans français 
contemporains :
Samedi 9 novembre 
14h : Tous les matins du monde (adapté d'un livre de Pascal 
Quignard) 
16h30 : Villa Amalia (adapté d'un livre de Pascal Quignard)

Samedi 7 décembre  
14h : La Délicatesse (adapté d'un livre de David Foenkinos)

Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata 
Entrée libre, avec sous-titres japonais

Samedi 16 novembre de 16h à 17h30

Le petit chaperon rouge, la petite sirène, Cen-
drillon... Le conte est souvent qualifié de genre 
écrit mais en Afrique, c'est avant tout un art oral 
parsemé de chants. Lawan Issoufou, conteur 
professionnel nigérien, vous entraînera dans 
une Afrique où l'humour et la magie se mêlent 
en des contes pleins de rythmes et de rires.

Institut français du Japon - Kansai / Osaka 
Entrée libre 
En français uniquement (le texte traduit des contes sera distribué)

RÉcIT-RÉcITAl DE PAScAl QUIGNARD 
 « FEMME DISANT ADIEU » 
パスカル・キニャールによるレクチャーとピアノリサイタル 
「別れを告げる女」

11月14日（木） 18:00

小説家パスカル・キニャールの奥深い声と、ピアニスト、博多かおるの
繊細な演奏が一つに溶け合う、『アマリア荘』の朗読＆リサイタル。こ
の音楽と文学の出会いは、現代フランス文学の名手キニャールの作
品を発見するための、あるいは再発見するための、たいへんユニーク
な機会となることでしょう。

アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール 
一般：800円、クラブ・フランス会員500円 / 朗読はフランス語

Jeudi 14 novembre à partir de 18h

La voix profonde de Pascal Quignard et le jeu délicat de la pia-
niste Kaoru Hakata se mêleront en un récit-récital envoûtant de 
Villa Amalia. Une façon unique de découvrir ou redécouvrir l'un 
des plus grands écrivains contemporains français à travers cette 
rencontre entre musique et littérature.

Institut français du Japon - Kansai / Kyoto, salle Inabata 
En français  
800 yens, membres Club France 500 yens

© Jérôme Bonnet

KYOTO

OSAKA

KYOTO
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cINÉMA
SEMAINE DU FIlM D’ANIMATION FRANÇAIS 
フランスアニメーション映画週間
9月28日（土）～10月4日（金）  連日10:00~

フランスのアニメーション映画産業はヨーロッパで第一位、
世界的に見てもアメリカ、日本に次いで第三位。数々の賞
を獲得し、数多くの賞にノミネートされています。フランス製
アニメーション映画の豊潤さと可能性に触れていただくべ
く、アンスティチュ・フランセ横浜が2008年以来、「フランス
アニメーション映画祭」を開催しています。関西でも今年初
めて、「アニメ」ファンやフランスファンに向けて、ライトユーザ
ーにもヘビーユーザーにも向けて、厳選されたアニメーショ
ン作品を公開します。

プログラム
『長老（ラビ）の猫』　 
（2011年/フランス/87分/カラー/日本語字幕付き） 
監督：ジョアン・スファール、アントワーヌ・ドレスヴォー 
9月28日（土）、30日（月）、10月1日（火）、3日（木）、4日（金）

『アーネストとセレスティーヌ』 
（2012年/フランス/80分/カラー/35ミリ/日本語字幕付き） 
監督：バンジャマン・レネール、ヴァンサン・パタール、 
ステファン・オビエ 
9月29日（日）、10月2日（水）

テアトル梅田 
大阪市北区茶屋町16-7　梅田ロフトＢ1 
共催・お問合わせ：テアトル梅田　Tel.06-6359-1080 
料金：一般1300円、クラブ・フランス+TCG会員1000円

Du samedi 28 septembre au vendredi 4 
octobre, séance chaque jour à 10h

La France est numéro un européen et numéro trois 
mondial en production de films d’animation derrière 
les États-Unis et le Japon, et collectionne les nomi-
nations et les prix. Pour mieux faire connaître ces 
pépites du cinéma français, l’Institut français du Japon 
– Yokohama organise depuis 2008 un festival du film 
d’animation français. Pour la première fois cette an-
née, des morceaux choisis seront présenté aux curieux 
d’anime et à tous les amoureux de la France, petits ou 
grands.

Programme

Le Chat du rabbin de Joann Sfar et Antoine Delesvaux, 
2011 / France / 87 min / couleur / sous-titré en japonais 
le 28 et le 30 sep. le 1er, le 3 et le 4 oct.

Ernest et Célestine de Benjamin Renner, Vincent Patar 
et Stéphane Aubier, 2012 / France / 80 min / couleur / 35 
mm / sous-titré en japonais 
le 29 sep. le 2 oct.

Théâtre Umeda 
Umeda Loft B1F, 16-7 Chayamachi, Kita-ku, Osaka 
Tarifs : 1300 yens, membres Club France et TCG 1000 yens 
Collaborateur / Renseignements : Théâtre Umeda  Tél. 06-
6359-1080

© DR

© DR

© DR
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10月19日（土）～10月25日（金）
「ルーブル美術館展　地中海　四千年のものがたり」（東
京都美術館/7月20日～9月23日）の開催、そして、南仏の都
市マルセイユがヨーロッパ文化首都に指定されたことを記
念し、古来より東西文明の要衝であり、有史以来異文化交
流を通じて独自の文明を築いてきた地中海の国々の映画
作品を紹介します。地中海沿いにある南仏の町、ラ・シオタ
で産声を上げた映画は、それ以降も地中海をめぐり、多く
の傑作を残しています。

梅田ガーデンシネマ 
大阪市北区大淀中1-1-88　梅田スカイビルタワーイースト4F 
Tel. 06-6440-5977　www.gardencinema.jp/umeda/

京都シネマ 
京都市下京区四条烏丸下ル西側　COCON烏丸3F 
Tel. 075-353-4723　www.kyotocinema.jp

お問合わせ：アンスティチュ・フランセ関西 
一般：1200円、学生：800円、他

Umeda Garden Cinema 
1-1-88. Skybuilding Tower East 4F, Oyodonaka, Kita, Osaka 
Tél. 06-6440-5977  www.gardencinema.jp/umeda/

Kyoto Cinema 
3F COCON Karasuma, Karasuma Shijo sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto 
Tél. 075-353-4723  www.kyotocinema.jp

Renseignements : Institut français du Japon - Kansai 
Tarifs : 1200yens, étudiants 800yens, etc.

Du samedi 19 au vendredi 25 octobre

À l’occasion de la grande exposition « Méditerranée » du 
Louvre au Tokyo Metropolitan Art Museum en 2013 et de 
la sélection de Marseille-Provence comme capitale eu-
ropéenne de la culture 2013, l’Institut français du Japon 
présente un programme autour des pays méditerranéens, 
qui ont créé une culture particulière à travers leurs 
échanges en demeurant le point d'intersection entre 
les civilisations de l'Est et de l'Ouest depuis l'Antiquité.  
Depuis son berceau à la Ciotat, le cinéma continue de 
s'inspirer de la Méditerranée qui a donné naissance à de 
nombreux chefs-d'œuvre. 

cINÉMA
FESTIvAl DU FIlM MÉDITERRANÉEN 2013
地中海映画祭2013

INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON - KANSAI10



プログラム
※変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。

ルイ・リュミエール　『ラ・シオタ駅への列車の到着』（1897年） 
マン・レイ　『サイコロ城の秘密』（1929年） 
ジャン＝ダニエル・ポレ　『地中海』（1963年） 
マルセル・パニョル　『セザール』（1935年） 
ジャック・ロジエ短編3作品：『ブルー・ジーンズ』（1958年） 
『バルドー/ゴダール』（1963年）『パパラッツィ』（1963年） 
ジャン・ヴィゴ　『ニースについて』（1930年） 
ジャック・ドゥミ　『天使の入り江』（1962年） 
ピエル・パオロ・パゾリーニ　『アポロンの地獄』（1967年） 
ユーセフ・シャヒーン　『アレキサンドリア WHY?』（1978年） 
ビクトル・エリセ　『マルメロの陽光』（1992年） 
マノエル・デ・オリヴェイラ　 『永遠の語らい』（2003年） 
ニル・ベルグマン　『僕の心の奥の文法』（2010年） 
ヌリ・ビルゲ・ジュイラン　『五月の雲』（1999年） 
ジョアン・ペドロ・ロドリゲス　『男として死ぬ』（2009年） 
アブデラティフ・ケシシュ　『クスクス粒の秘密』（2007年）

Programme

(sous réserve de modification)

L’Arrivée d’un train à la Ciotat de Louis Lumière (1897) 
Les Mystères du Château du dé de Man Ray (1929) 
Méditerranée de Jean-Daniel Pollet (1963) 
César de Marcel Pagnol (1935) 
Courts-métrages de Jacques Rozier : Blue Jeans (1958),  
Le Parti des choses: Bardot et Godard (1963), Paparazzi (1963) 
À propos de Nice de Jean Vigo (1930) 
La Baie des Anges de Jacques Demy (1962) 
Œdipe roi de Pier Paolo Pasolini (1967) 
Alexandrie pourquoi de Youssef Chahine (1978)  
Le Songe de la lumière de Víctor Erice (1992) 
Un film parlé de Manoel de Oliveira (2003) 
La Grammaire intérieure de Nir Bergman (2010) 
Nuage de mai de Nuri Bilge Ceylan (1999) 
Mourir comme un homme de João Pedro Rodrigues (2009) 
La Graine et le mulet d’Abdellatif Kechiche (2007)© ciné-tamaris

© DR

© DR
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EXPOSITION
MINATO NO MONOGATARI: PRIX SAKUyA KONO 
hANA ET NOUvEllE cRÉATION FRANÇAISE 
「みなとの物語－咲くやこの花賞受賞者、フランス
新鋭作家展－」
10月18日（金）～10月20日（日）
現代美術のアートフェアART OSAKAに続き、ジュヌ・クレアシ
オンから２名の作家、ローラ・ルブー（写真家）、エンリケ・ラ
ミレス（ビデオ作家）が、1983年から大阪市が贈呈している「
咲くやこの花賞」受賞者ー後藤靖香、三宅砂織、淀川テクニ
ック、パラモデルと共に作品展を開催します（同時開催：すみ
のえ・アートフェスタ）。会場は、元は造船所、現在は芸術文
化活動をサポートしている「クリエイティブセンター大阪」。 
造船所跡地という特別な「みなと」ではじまる、日仏若手作
家がつぐむ物語を、この機会にぜひご高覧下さい。

名村造船所大阪工場跡地（クリエイティブセンター大阪） 
大阪市住之江区北加賀屋 4-1-55　 
入場無料

主催：一般財団法人おおさか創造千島財団、千島土地株式会社 
協力：TEZUKAYAMA GALLERY、ART OSAKA実行委員会、FUKUGAN 
GALLERY、MORI YU GALLERY、YUKARI ART、アンスティチュ・フラ
ンセ関西 
お問合せ：一般財団法人おおさか創造千島財団 
事務局 Tel.06-6681-7806

Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre

Après Art Osaka, deux artistes de Jeune Création ex-
poseront, à l’occasion du Suminoe Art Festa, aux cotés 
d’artistes récompensés par le Prix Sakuya Kono Hana, 
créé par la Ville d’Osaka en 1983. Cette exposition est 
accueillie sur les anciens docks d’Osaka, lieu excep-
tionnel désormais dédié à la promotion des arts et 
de la culture. Lola Reboud (photographe) et Enrique 
Ramirez (audiovisuel) seront ainsi représentés aux co-
tés des duo Paramodel et Yodogawa Technic, Yasuka 
Goto et Saori Miyake.

Namura Zosenjyo Atochi (Creative Center Osaka) 
4-1-55 Kitakagaya Suminoe-ku Osaka 
Entrée libre

Organisateur : Chishima Real Estate Co.,Ltd.,  
Chishima Foundation for Creative Osaka (NPO) 
Partenaires : TEZUKAYAMA GALLERY、Comité  Exécutif  de 
ART OSAKA、FUKUGAN GALLERY、MORI YU GALLERY、YUKARI 
ART、Institut français du Japon - Kansai 
Renseignements : Chishima Foundation for Creative Osaka  Tél. 
06-6681-7806 

© Lola Rebou© Enrique Ramirez

後藤靖香
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PERFORMANcE DE DANSE cONTEMPORAINE
MAThIlDE MONNIER ET JEAN-FRANÇOIS  
DUROURE – PUDIQUE AcIDE / EXTASIS
マチルド・モニエ＆ジャン＝フランソワ・デュルール 
「ピュディック・アシッド」「エクスタシス」

11月2日（土） 17:00

フランスのダンスシーンを代表する振付家の一人、マチル
ド・モニエが今秋、初めての日本ツアーをします。1984-1985
年に制作されたデュオ作品が、二人の若手ダンサーによっ
て、新たに上演されます。この作品は闘争的で政治的関心
の強い若者を表現しています。ダンサーたちは互いに似かよ
った衣装をつけ、舞台上で出会い、互いを発見し、ときには
一つの実体へと溶け合い、ときには別々に引き裂かれ、もと
の自己を回復します。このデュオを構成するもの、それは情
念、詩情、美なのです。

ArtTheater dB 神戸 
神戸市長田区久保町6丁目1番　アスタくにづか4番館4階 
当日：4000円、一般前売：3500円、クラブ・フランス会員：3000円、 
学生：2500円 
主催：アンスティチュ・フランセ日本、公益財団法人埼玉県芸術文
化振興財団 
共催・予約・お問合せ： NPO法人DANCE BOX Tel.078-646-7044

Samedi 2 novembre à 17h

Cet automne Mathilde Monnier, figure majeure du pay-
sage chorégraphique français, sera pour la première 
fois en tournée au Japon! Créés en 1984 et 1985, ces 
duos sont aujourd’hui repris par deux jeunes danseurs. 
Ils portent le témoignage d’une jeunesse combative et 
engagée. Les danseurs semblablement habillés, se 
rencontrent et se découvrent, se fondant parfois en une 
seule entité, se déchirant parfois pour mieux se retrou-
ver. Emotion, poésie et beauté composent ces duos. 

ArtTheater dB KOBE 
Asta Kunizuka 4bankan 4F 6-1, Kubo-cho Ngata-ku Kobe  
4000 yens, réservation 3500 yens, membres Club France 3000 
yens, étudiants 2500 yens 
Organisateur : Institut français du Japon, Saitama Arts Foundation 
Co-organisateur/réservation/renseignements : NPO DANCE BOX 
Tél.078-646-7044

ワークショップ 
11月1日（金） 18:30~20:30
マチルド・モニエによるワークショップも開かれます。作品制作や
スコア、ペアによるダンスを通じて、彼女がどのように作品を作り
上げてゆくかを学ぶ絶好の機会となることでしょう。

神戸市立地域人材支援センター講堂　2800円 
神戸市長田区二葉町7丁目1-18  
予約・お問合せ： ArtTheater dB 神戸  
Tel. 078-646-7044

Autour du spectacle  
Vendredi 1er novembre de 18h30 à 20h30
Atelier avec Mathilde Monnier – Venez découvrir les prin-
cipes de travail abordés par la chorégraphe au cours de 
ses créations, ses partitions, le couple dans la danse.

Kobe Chiiki Jinzai Shien Center 2800 yens  
7-1-18 Futaba-cho Nagata-ku Kobe 
Réservation/renseignements : ArtTheater dB KOBE 
Tél.078-646-7044

© Marc Coudrais
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9月22日（日）、11月10日（日）、24日（日）、 
12月8日（日） 13:00~16:00

「日曜日のプチ・バル」に皆様をお誘いします！

フランスの地方のフォークダンスを楽しみましょう。ロマン・
ジュルダン先生がわかりやすくご案内しますので、初心者の
方も大歓迎！

事前のお申し込みは不要です。

アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール 
900円

DANSE
lE PETIT BAl DU DIMANchE
日曜日のプチ・バル

Dimanches 22 septembre, 10 novembre, 
24 novembre et 8 décembre de 13h à 16h

L’Institut vous invite à son petit bal du dimanche. Venez 
danser sur les airs enjoués de la musique tradition-
nelle française. Débutants bienvenus ! Romain Jour-
dan, professeur de danse, vous guidera dans vos pre-
miers pas. 

Sans réservation.

Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, salle Inabata  
900 yens

KYOTO



KYOTOGOURMET
lE MARchÉ DU l'INSTITUT
ル・マルシェ
9月22日（日）、11月17日（日） 10:00~16:00

あちこちの街角で、新鮮な野菜や果物が色とりどりに並べ
られ、粋でグルメな人々の日常生活の糧となっているマルシ
ェ（朝市）。パリ市内だけでも70以上のマルシェが開かれて
います。そんなフランスのマルシェさながら、アンスティチュの
庭やテラスを開放して“食からアートを！”をテーマにお洒落
なマルシェを開催します。ガーデンに響き渡る心地良い音
楽の中で、素敵な出会いやちょっとしたハプニングに遭遇出
来るかも？ 

開催概要
産地直送の旬のオーガニック野菜や果物のほか、とっておきの厳選
食材や雑貨が並びます。アーティストによる素敵な演奏や焼きたての
クレープを楽しみながら、1Fのル・カフェのテラスでゆったり語らい、
楽しいフランス風日曜日をマルシェで。

＊雨天の場合、開催を急遽中止する場合があります。 ご了承下さい。

マルシェ・ド・ノエル 
12月14日（土）、15日（日） 11:00~19:00
12月には恒例の「マルシェ・ド・ノエル」を開催いたします。クリス
マスのデコレーションが施されたガーデンで、ご家族やお友達と
ノエルのフードやお買い物をお楽しみください。

アンスティチュ・フランセ関西―京都 ガーデン、入場無料 
主催・お問合せ：ena farm　担当：井原　Tel. 080-4704-3584 
共催：アンスティチュ・フランセ関西 
協力：たねのね tanenone.net、anowa農業法人設立準備室、 
7Nature Usagiこども支援本部

Dimanches 22 septembre, 17 novembre 
de 10h à 16h

Le jardin et la terrasse de l’Institut se transforment 
en coquet marché du dimanche où vous trouverez 
des produits bio de saison ainsi qu’une grande variété 
d’autres produits sur le thème « l’alimentation en tant 
qu'art ». Dans une douce ambiance musicale, profitez-
en pour déguster des crêpes toutes chaudes, choisir 
des fleurs et passer ainsi un  dimanche « à la française ».  
Concerts tout au long de la journée.

En cas de pluie, l’événement sera annulé.

Le marché de Noël : samedi 14 et dimanche 15 
décembre de 11h à 19h
Venez nombreux au marché de Noël, 
en famille ou entre amis, pour faire 
vos achats ou déguster des produits 
de fête dans le cadre du jardin décoré 
pour l'occasion.

Institut français du Japon – Kansai / 
Kyoto, entrée libre 
Organisateur: ena farm  
Tél. 080-4704-3584 
Co-organisateur: Institut français du Japon - Kansai 
Coopération: Tanenone tanenone.net, anowa, 7Nature Usagi
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cONcERT
MOUSSU T E lEI JOvENTS :  
lE JAPON REÇOIT MARSEIllE !
ムッスー・テ＆レイ・ジューヴェン、マルセイユが 
日本にやってくる！
9月27日（金） 19:30（18:30開場）
ムッスー・テ＆レイ・ジューヴェンは、大変個性的なバンドで
す。南仏マルセイユの気風と祭りを感じさせる彼らのブルー
スは、ブラジル音楽を思わせる響きも備えており、民族同士
の交流やふれあい、寛容、女性への愛、そして海が歌い上
げられています。伝統に現代の息吹を吹き込み、ローカルで
ありながらグローバル。彼らの曲はフランス語とオック語で
書かれており、それは人生に対する賛歌でもあります。そし
て彼らの曲は、リスナーの魂を高揚させる南仏へと誘いま
す。ぜひ、南仏ならではの上機嫌なサウンドと太陽をたっぶ
りと浴びに来て下さい！

スペシャルゲスト：Saigenji

LIVE SPACE CONPASS 
大阪市中央区東心斎橋1-12-20 シキシマビル B1 
前売り：3000円 + 要ドリンクオーダー 
当日：3500円 + 要ドリンクオーダー 
クラブ・フランス会員：2500円 + 要ドリンクオーダー　 
予約・お問合せ：CONPASS  Tel.06-6243-1666 
http://conpass.jp/

Vendredi 27 septembre à 19h30 (ouver-
ture des portes à 18h30)

Le groupe Moussu T e lei Jovents ne passe jamais in-
aperçu. Son blues marseillais festif aux accents brésil-
iens célèbre le brassage des peuples, la convivialité, 
la tolérance, l’amour des femmes et de la mer. Entre 
tradition et modernité, les chansons de son répertoire 
sont autant d’hymnes à la vie, rédigés en français et en 
langue occitane qui nous invitent à un voyage vivifiant 
dans le sud de la France. Venez donc prendre un gé-
néreux bol de soleil et de bonne humeur méridionale !

Invité spécial : Saigenji

LIVE SPACE CONPASS 
Shikishima Bldg. B1F, 1-12-20 Higashi Shinsaibashi Chuo-ku, 
Osaka 
3500 yens, réservation 3000 yens, membres Club France 2500 
yens (+ 1 boisson) 
Renseignements et réservations : CONPASS Tél. 06-6243-1666  
http://conpass.jp/
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GOURMET
FRANcE RESTAURANT WEEK 2013
ダイナースクラブ  
フランス レストランウィーク2013 
～ 発見！日本のテロワール ～
9月23日（月）～10月6日（日）
今年3年目を迎える「ダイナースクラブ フランス レストランウ
ィーク」は、9月23日～10月6日の2週間にわたり、日本全国
516店舗の参加レストランにおいて、一律価格の本イベント
限定コースメニューであるランチ2013円、ディナー5000円を
提供いたします。

予約開始：9月10日（火） 10:00より 
予約方法：公式サイト経由「一休.comレストラン」、またはお電話で
直接レストランへ

来日シェフがキッチンカーで巡る食材の旅
今年のテーマは“発見！日本のテロワール”。各地方（テロワール）の豊
かな食材と生産者応援をサブテーマに、「日本発のフランス料理」を
訴求するため、キッチンカーで各地を巡り、マルシェを開催するなど、
シェフと生産者、そして消費者をつなぐプレイベントも企画。

9月14日（土）～17日（火）、フランス人シェフ、ジャン・シュルピス（ログ
ザリス・2ツ星）が、札幌、八戸、仙台とキッチンカーで巡り、また、ステ
ファン・ブロン（ル・シャピシュー・2ツ星）は福岡、京都、名古屋と食材
の旅をします。各開催地では、地元シェフが出迎え、その土地自慢の
食材を使ったフランス料理を共に作り、キッチンカーから提供します。

京都開催：9月15日（日） 11:00～15:00 
アンスティチュ・フランセ関西ー京都　ガーデン 
入場無料、飲食有料

主催：ダイナースクラブ フランス レストランウィーク事務局 
お問合せ：contact@francerestaurantweek.com 
www.francerestaurantweek.com

Du lundi 23 septembre au dimanche 6 
octobre 

~ Le thème de cette année : Découverte ! Les terroirs 
du Japon ~

Célébrant la troisième année de cet évènement, le « 
Diners Club France Restaurant Week » a le plaisir de 
vous présenter un menu exclusif au tarif unique de 
2013 yens (déjeuner) et/ou de 5000 yens (dîner) dans 
les 516 restaurants participants à travers tout le Japon.

Réservation : à partir du mardi 10 septembre à 10h 
Vous pouvez directement appeler les restaurants ou réserver 
par internet : http://restaurant.ikyu.com 

Tournée des produits à bord du camion-restaurant 
Du 14 au 17 septembre, le chef français Jean Sulpice (L’Oxalys, 
2 étoiles au Michelin) parcourera à bord d’un camion-restaurant 
les villes de Sapporo, Hachinohe et Sendai, et Stéphane Buron 
(Le Chabichou, 2 étoiles au Michelin) les villes de Fukuoka, 
Kyoto et Nagoya. Ils seront accueillis par des chefs locaux, et 
prépareront avec eux, les plats français qu’ils vous proposeront 
au camion-restaurant.

KYOTO : le dimanche 15 septembre de 11h à 15h 
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto, jardin 
Entrée libre, nourritures et boissons payants

Organisateur : Diners club France Restaurant week 
contact@francerestaurantweek.com 
www.francerestaurantweek.com

KYOTO

アンスティチュ・フランセ関西 17

C
U

LTU
R

E



アンスティチュ・フランセ関西とワインの老舗、ワイング
ロッサリーが提供する、日本語で行うワイン・セミナー。

10月24日（木） 18:30~20:00

「赤ワインが10倍楽しくなる！」
普段何気なく飲んでいる赤ワイン。このセミナーをきくと10
倍楽しめるようになります！赤ワインの種類・作り方・開け
方・楽しみ方・保存方法などを美味しいワインを飲みなが
ら解説していきます。ワイン初心者でも大賛成！お気軽にご
参加くださいませ。

※ワイン４種の試飲、パン付き

12月15日（日） 13:30~15:00

「スパークリングワインが10倍楽しくなる！」
年末年始に飲むことが多くなるスパークリングワイン。あの
泡の秘密は？シャンパーニュとスパークリングワインの違い
は？飲むと頭が痛くなるって本当？美味しく飲むには？？な
どなどたくさんの楽しい情報をお伝えします！飲んだことが
ない方でも、ワイン通でも、どちらでもお楽しみいただけるセ
ミナーです。ご参加をお待ちしております。

※ワイン４種の試飲、パン付き

SÉMINAIRE
SÉMINAIRE DE vIN
フランス・ワイン・セミナー

ワイングロッサリー
40年前から品質の良いワインだけを厳選している、京
都のワイン専門店。関西でも屈指のフランスワインの品
揃え。実際に生産地を訪問し、こだわりのワインを仕入
れています。ワイン教室、生産者ディナーなどのイベント
も多数開催中。 

京都市下京区四条通堀川西入ル 
Tel.075-841-3058    www.winegrocery.com

講師：吉田真紀子（よしだ　まさきこ）
ワイングロッサリー３代目。生まれたときからワインを飲んでいま
すが、ワインに対して、というより食べ物全般に対する情熱は恐ろ
しいものがあります！栄養士＆パンの教師＆ワインアドバイザー＆
シュヴァリエ・ド・シャンパーニュ（シャンパーニュの騎士）

KYOTO
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KYOTO

チーズの楽しみ方は、パンやワインだけではありませ
ん。日本の醗酵食品の文化は、チーズととても良い関
係にあるのです。日本の四季折々のフロマージュの
愉しみ方を知れば、意外なチーズ使いでもっと身近に
チーズを楽しめるはず。5種類のチーズの試食ととも
に、和のスタイルで楽しむ飲み物やお料理へのバリ
エーションをご提案します。

12月15日（日） 16:30~18:00

「和魂洋彩・わこんようさい」
心ときめく聖夜を彩るフロマージュ

SÉMINAIRE
SÉMINAIRE DE FROMAGE
チーズ・セミナー

講師：和泉夕加里
フランスチーズ鑑評騎士の会「シュヴァリエ」、日本ソムリエ協会
認定ソムリエ、ＮＰＯ法人チーズプロフェッショナル協会理事・近
畿支部副支部長。チーズのある美味しい幸せを提案するべく、
イベントやセミナーにおいてチーズ、ワインの講師として活躍中。

KYOTO

コラム

クリスマスと林檎
冬でも葉を枯らさずにいる樅は生命の象徴とされ、クリスマスツ
リーとして永遠の生命をあらわしています。クリスマスツリーを12
月24日のイヴの日に飾るのにも興味深い意味があり、イエス・キ
リストがこの世に誕生した理由として、アダムとイヴが楽園で禁
断の果実を食べたことが挙げられます。12月24日のクリスマス・イ
ヴはアダムとイヴの日でもあり、ツリーは「エデンの園の木」を表し
ており、ツリーに飾られるリンゴは「禁じられた果実」の象徴とな

っています。そのため、12月25日に人々の罪を償うイエス・キリスト
が誕生したことによって、子供たちはツリーをゆすってリンゴやお
菓子を落とし食べても構わないのです。チーズと林檎といえばフ
ランス・北西部ノルマンディ地方。温暖で緑豊か、でも雨の多いこ
の地はぶどうの栽培には適さない事から、昔からリンゴの樹が多
く、シードルと呼ばれる林檎の醸造酒と、これを蒸留して造るブラ
ンデー＜カルヴァドス＞が造られています。カマンベール・ド・ノル
マンディのチーズの産地としても有名な地元ノルマンディではチ
ーズをカルヴァドスに浸して食べたり、コーヒーに入れて楽しむそ
うです。至福のマリアージュ、皆さまもお試しになってみては如何
でしょうか。

アンスティチュ・フランセ関西―京都　稲畑ホール

ワインセミナー 
一般：1回 4500円、クラブ・フランス会員：1回 3500円

チーズセミナー 
一般：1回 4800円、クラブ・フランス会員：1回 3800円
1週間前（定員になり次第）に締め切ります。締め切り後のキャンセルはでき
ませんのでご了承下さい。いずれのセミナーもワインの試飲がありますので、
お車や自転車でのお越しはご遠慮下さい。

アンスティチュ・フランセ関西 19
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Espace pédagogique, revues et journaux, DVD, 
CD, littérature classique et contemporaine, ja-
ponologie, tourisme et art de vivre, livres d’Art, 
bandes dessinées, fonds documentaire de la Vil-
la Kujoyama et espace jeunesse. Vous cherchez 
un document en particulier ? Consultez notre 
catalogue en ligne: www1.institut.jp

Emprunt dans le réseau des médiathèques 
françaises du Japon

Avec la carte Club France, il est possible d'emprunter 
des livres dans les autres médiathèques du réseau. 
Frais de port à la charge du demandeur.

Pour consulter le catalogue commun : www1.institut.jp 
Renseignements : caroline.tejedor@institutfrancais.jp

雑誌や新聞、DVD、CD、古典文学や現代文学、日
本学、観光ガイドや生活ノウハウについての書籍、
美術書、バンドデシネ、ヴィラ九条山関連資料や児
童書など、多様な蔵書を取り揃えています。 フランス
語学習スペースもご活用ください。
お探しの書籍がある場合は、オンライン蔵書カタログ 
www1.institut.jp をご覧下さい。

他館からの貸出
国内のフランス文化ネットワークのライブラリーと共有す
るオンライン・カタログから、蔵書を借りることもできます。 
送料は利用者のご負担となります。

オンライン蔵書カタログ：www1.institut.jp 
お問合せ：caroline.tejedor@institutfrancais.jp

Culturethèque に登録しましょう !

アンスティチュ・フランセ日本のデジタル図書館が、WEB上
でスタートしました。アンスティチュ・フランセ日本の受講生
の方 に々は、Culturethèqueに無料で登録していただくこと
ができます。フランス語レベル・アップのための学習教材、推
薦読書コンテンツとともに、9万件以上の資料、ビデオ、雑

誌、ゲーム、ＢＤや最新文芸関連ニュースも閲覧（無料）で
きます。

www.culturetheque.com

MÉDIAThèQUE PAUl clAUDEl
ポール・クローデル メディアテーク

KYOTO
KYOTO

OSAKA
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Inscrivez-vous à Culturethèque !

La médiathèque numérique de l’Institut français du 
Japon est disponible depuis le 3 juin 2013. Les abonnés 
de la médiathèque et les étudiants peuvent s’inscrire 
à Culturethèque pour bénéficier d’un espace exclusif 
entièrement gratuit, avec des exercices pour améliorer 
leur niveau de français, ainsi que des suggestions de 

lectures. Sont également disponibles plus de 90 000 
documents, vidéos, magazines, jeux et BD, ainsi que 
l’actualité littéraire.

www.culturetheque.com

OSAKA
Accès
Accès libre et gratuit.

Mardi - vendredi 9h30 - 19h

Samedi 9h30 - 18h30

Dimanche 9h30 - 15h

Lundi - vendredi 10h - 19h30

Samedi 10h - 18h

Prêt
Prêt réservé aux membres Club France.

8 Livres 3 semaines

4 Magazines 2 semaines

5 CD 2 semaines

2 DVD 2 semaines

2 livres-audio 2 semaines

開館時間
閲覧は無料です。ご自由にご覧下さい。

火曜日～金曜日 9 : 30 – 19 : 00

土曜日 9 : 30 – 18 : 30

日曜日 9 : 30 – 15 : 00

月曜日～金曜日 10 : 00 – 19 : 30

土曜日 10 : 00 – 18 : 00

貸出
貸出には、クラブ・フランスの会員登録が必要です。

書籍 8冊 3週間
雑誌 4冊 2週間
CD 5枚 2週間
DVD 2枚 2週間
オーディオブック 2冊 2週間

KYOTO

OSAKA

KYOTO

OSAKA

KYOTO KYOTO
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INSTITUT FRANÇAIS DU JAPON – KANSAI 
アンスティチュ・フランセ関西
1927年に設立された歴史ある関西日仏学館と、ア
クセス抜群の大阪日仏センター＝アリアンス・フラ
ンセーズ。2013年1月に二つの機関が統合され、 

アンスティチュ・フランセ関西はさらにパワーアップ！
西日本最大のフランス文化センターとして、幅広い
活動を展開しています。

Établissement officiel de lʼAmbassade de France 

フランス政府公式機関
フランス政府の公式機関であるアンスティチュ・フランセ
関西は、日仏両国の文化的・知的交流に努めています。

Centre de culture française

フランス文化の発信基地
アンスティチュ・フランセ関西は文化発信基地。フランスの
アート、最新の研究、話題の作家、グルメ・イベント等々。 
フランスの「今」を、身近に体験できます。

© Bernard Renoux
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Cours de français
フランス語講座
 
入門から上級まで、多彩なクラスを開講。プロ講師陣による
質の高い講座です。

秋学期　Session dʼautomne

10月12日（土）－12月22日（日）
• 体験レッスンデ―：10月5日 （土） 11:00～16:50 
   予約不要、入場無料 
• 一般対象短期集中講座：9月24日（火）～28日（土）、 
   10月1日（火）～5日（土）

先着10名様にテキストプレゼント！

お問合せ：kansai@institutfrancais.jp 

9月30日（月）－12月9日（月）・14日（土）・16日（月）
• 体験レッスンデー：9月28日（土）

お問合せ：kansai.osaka@institutfrancais.jp

一般対象集中講座も開講しています。 
詳細は講座プログラムをご覧下さい（WEBよりダウンロード可能）。

Études en France 
留学サポート
 
フランス語学留学サポートとCampus France - フランス政
府留学局がフランスへの留学をサポート。

Événements culturels
文化イベント
 
フランスから作家やアーティスト、研究者を招いて、フランス
の最新のクリエーションや研究をご紹介します。エキサイテ
ィングな、「今」のフランスを体験！

Séminaires
セミナー
 
食やアートを通して、楽しくフランスを知るセミナー。テーマ
に沿って、フランス語、または日本語で開催します。

Médiathèque
メディアテーク
 
フランス関連の書籍、バンドデシネ、CD、DVD等が無料で閲
覧できます。デジタル図書「Culturethèque」も新登場。

Café
カフェ
 
フランスの家庭料理を気軽に味わえるル・カフェ。ランチや
アペリティフにどうぞ。

KYOTO

KYOTO

PORTES OUvERTES vERS lA FRANcE
フランスへの多様なアクセス
アンスティチュ・フランセ関西は、フランスにつながるあらゆる扉を開きます。

OSAKA
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cAlENDRIER DES ÉvÉNEMENTS
イベントカレンダー

7~
（土）

 「100年365日」 西村麻美作品展 

9月7日（土）~9月15日（日） 
※ 作家の都合により、最終日が変わ りました。  KYOTO       

Exposition de Asamï Nishimura
Du samedi 7 au dimanche 15 septembre
*La date de clôture a été changée sur demande de 
l’artiste 

13
（金）

討論会「新たなリスクと中小企業」
９月13日（金） 16：00~18：00
関西大学（大阪千里山キャンパス）
Débat 'Les PME face aux nouveaux risques'
Vendredi 13 septembre de 16h à 18h
Université du Kansai (Campus de Senriyama, Osaka)

15
（日）

来日シェフがキッチンカーで巡る食材の旅  p17  

9月15日（日） 11:00~15：00  KYOTO     

Tournée des produits à bord du camion-restaurant 
Dimanche 15 septembre de 11h à 15h

22
（日）

ル・マルシェ  p15 

9月22日（日） 10:00~16:00  KYOTO     

Le marché de l’Institut
Dimanche 22 septembre de 10h à 16h

22
（日）

日曜日のプチ・バル  p14   

9月22日（日） 13:00~16:00  KYOTO     

Le petit bal du dimanche
Dimanche 22 septembre de 13h à 16h

23~
（月）

フランスレストランウィーク2013  p17  

9月23日（月）~10月6日（日）
France Restaurant Week 2013
Du lundi 23 septembre au dimanche 6 octobre

27
（金）

ムッスー・テ＆レイ・ジューヴェン　ライブ  p16  

9月27日（金） 19:30、CONPASS
Concert MOUSSU T E LEI JOVENTS 
Vendredi 27 septembre à 19h30, CONPASS

28~
（土）

フランスアニメーション映画週間  p09  

9月28日（土）~10月4日（金）、テアトル梅田
Semaine du film d’animation français, Théâtre Umeda
Du samedi 28 septembre au vendredi 4 octobre

5
（土）

ニュイ・ブランシュ KYOTO 2013   p04  

10月5日（土） 18:00  KYOTO 

Nuit Blanche Kyoto 2013
Samedi 5 octobre à 18h 

18~
（金）

 「みなとの物語－咲くやこの花賞受賞者、  p12  

フランス新鋭作家展－」
10月18日（金）~10月20日（日）、クリエイティブセンター大阪
Minato no monogatari
Du vendredi 18 au dimanche 20 octobre, Creative 
Center Osaka

19
（土）

バンド・デシネとの出会い  p07 

10月19日（土） 16:00~17:00  OSAKA     

Café littéraire
Samedi 19 octobre de 16h à 17h

19~
（土）

地中海映画祭2013  p10  

10月19日（土）～10月25日（金）
梅田ガーデンシネマ / 京都シネマ
Festival du Film Méditerranéen 2013
Du samedi 19 au vendredi 25 octobre  
Umeda Garden Cinema / Kyoto Cinema 

24
（木）

フランス・ワイン・セミナー 「赤ワインが10倍楽しくなる！」  p18   

10月24日（木）  18:30~20:00  KYOTO     

Séminaire de vin
Jeudi 24 octobre de 18h30 à 20h

26
（土）

バンド・デジネの週末 in 京都：映画とトークショー  p06 

10月26日（土） 14:00~18:00  KYOTO 

Cinema et Talk-show
Samedi 26 octobre de 14h à 18h

27
（日）

バンド・デジネの週末 in 京都：   p07  
講演会 アルチュール・ド・パンス氏を囲んで
10月27日（日）14:00~16:00、京都国際マンガミュージアム
Rencontre avec Arthur de Pins
Dimanche 27 octobre de 14h à 16h, Musée Interna-
tional du Manga de Kyoto

28
（月）

バンド・デシネとの出会い  p07 

10月28日（月） 18:30~20:00  OSAKA     

Café littéraire avec Arthur de Pins
Lundi 28 octobre de 18h30 à 20h

9月 10月SEPTEMBRE OCTOBRE

オレンジのイベント：京都市内で開催 
グリーンのイベント：大阪市内で開催

　　　　 アンスティチュ・フランセ関西―京都にて開催

　　　　 アンスティチュ・フランセ関西―大阪にて開催

KYOTO

OSAKA
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cAlENDRIER DES ÉvÉNEMENTS
イベントカレンダー

烏丸四条COCON烏丸より京都の最
新のトピックスから街の歳時記まで幅
広い情報と心地良い音楽をお届けし
ているFM RADIO STATION！

毎週火曜日15：30ころからは、歌手のクレモンティーヌがパリの最新トピックスをお届けする「Esprit 
de Paris」をオンエア中。毎月最終火曜日は、アンスティチュ・フランセ関西の情報もお届けしています。
※都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

7
（土）

本からスクリーンへ  p08   

12月7日（土）   KYOTO 

14:00 『ナタリー』
Du livre à l'écran 
Samedi 7 décembre 
à 14h La Délicatesse

8
（日）

日曜日のプチ・バル  p14   

12月8日（日） 13:00~16:00  KYOTO     

Le petit bal du dimanche
Dimanche 8 décembre de 13h à 16h 

14 
15

（土） 
（日）

マルシェ・ド・ノエル  p15   

12月14日（土）、15日（日）11:00~19:00  KYOTO     

Le marché de Noël
Samedi 14 et dimanche 15 décembre de 11h à 19h 

15
（日）

フランス・ワイン・セミナー   p18 

 「スパークリングワインが10倍楽しくなる！」  KYOTO 

12月15日（日）  13:30~15:00
Séminaire de vin
Dimanche 15 décembre de 13h30 à 15h

15
（日）

チーズ・セミナー「和魂洋彩・わこんようさい」  p19 

12月15日（日） 16:30~18:00  KYOTO     

Séminaire de fromage
Dimanche 15 décembre de 16h30 à 18h

12月

2
（土）

マチルド・モニエ＆ジャン＝フランソワ・デュルール  p13  

コンテンポラリーダンス 
11月2日（土） 17：00
Performance de danse contemporaine
Mathilde Monnier et Jean-François Duroure 
Samedi 2 novembre à 17h

9
（土）

本からスクリーンへ  p08   

11月9日（土）  KYOTO     

14:00 『めぐり逢う朝』、16:30 『ヴィラ・アマリア』
Du livre à l’écran
Samedi 9 novembre 
à 14ｈ Tous les matins du monde, à 16ｈ30 Villa Amalia

10
（日）

日曜日のプチ・バル  p14 

11月10日（日） 13:00~16:00  KYOTO     

Le petit bal du dimanche
Dimanche 10 novembre de 13h à 16h 

14
（木）

パスカル・キニャールによるレクチャーとピアノリサイタル  p08   

11月14日(木) 18:00  KYOTO     

Récit-récital de Pascal Quignard
Jeudi 14 novembre à 18h

16
（土）

語り部“ラワン・イスフ”による創作民話  p08 

11月16日（土） 16:00~17:30  OSAKA     

Spectacle : L’heure du conte
Samedi 16 novembre de 16h à 17h30

17
（日）

ル・マルシェ  p15   

11月17日（日） 10:00~16:00  KYOTO     

Le marché de l’Institut
Dimanche 17 novembre de 10h à 16h

24
（日）

日曜日のプチ・バル  p14   

11月24日（日） 13:00~16:00  KYOTO     

Le petit bal du dimanche
Dimanche 24 novembre de 13h à 16h

11月 NOVEMBRE DECEMBRE

アンスティチュ・フランセ関西　冬期休館日のお知らせ：
　　　　 12月23日（月・祝）～2014年1月6日（月）

　　　　 12月22日（日）～2014年1月5日（日）

Fermeture de lʼInstitut français du Japon - Kansai　
　　　　 du lundi 23 décembre au lundi 6 janvier 2014 inclus 

　　　　 du dimanche 22 décembre au dimanche 5 janvier 2014 inclus

KYOTO

KYOTO

OSAKA

OSAKA
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Le Café ル・カフェ 
アンスティチュ・フランセ関西─京都 1F

火曜～土曜 mardi - samedi 11:30 ~ 19:00 （L.O. 18:30）

日曜 dimanche 11:30 ~ 15:00  
 （フードのL.O.は14:30）

月曜・祝日： 休み fermé les lundis et jours fériés

＊クラブ・フランス会員割引あり 
   Réduction pour les membres Club France

パーティーのご予約も 
ご相談くださいlE cAFÉ

ル・カフェ
～美味しいフレンチを気軽にどうぞ～

気軽にテイクアウト
Sur place… et à emporter

バゲットを使った、まさにフレンチなサンドイッチや、コーヒ
ー、オランジーナ、リモナードなどの一部ドリンクは、テイクア
ウト可能です。

やっぱりデザート！
Miam les desserts !

マリアージュ・フレールの紅茶と、手作りケーキ。洋ナシのベ
ルエレーヌやクレープ。フレンチにデザートは欠かせません。

Facebook
Découvrez le plat du jour en photo

ル・カフェがFacebookを始めました。日替わり料理や、新メ
ニューを毎日アップ。ぜひチェックして下さいね。

ワインセットがオススメ！
Menu avec verre de vin

日替わりの料理とワインがセットになって1100円。ランチタ
イムにワインが気軽に楽しめます。

セットが人気！
La formule de votre choix !

日替わりのメインが登場する、人気のランチセット。魚介の
シュークルート、ブフ・ブルギニョン、鶏のフリカッセなどな
ど、フランスの伝統的な家庭料理を気軽に味わっていただ
けます。クラブ・フランス会員は100円引き。

ご予約・お問合せ  Réservation, renseignements

Tel. 075-761-2180（直）　Fax. 075-761-2106

KYOTO
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アンスティチュ・フランセ関西 ―京都 （旧 関西日仏学館）
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto

アンスティチュ・フランセ関西―大阪  
（旧 大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ）

Institut français du Japon - Kansai / Osaka 

TRAIN： 京阪電車出町柳駅より徒歩12分 
BUS： 市バス31、65、201、206 「京大正門前」下車すぐ京都バス18 「東一条」下車すぐ

TRAIN： 地下鉄谷町線または堺筋線「南森町」駅、 
JR東西線「大阪天満宮」駅下車徒歩2分

〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8

8 Izumidono-cho Yoshida Sakyo-ku  
Kyoto 606-8301

Tel. 075-761-2105   Fax. 075-761-2106 
kansai@institutfrancais.jp

受付時間 
火曜～金曜： 9:30 – 19:00　 
土曜： 9:30 – 18:30　日曜： 9:30 – 15:00　 
休館：月・祝

〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-11 
阪急産業南森町ビル9階 

Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg. 9F,  
2-2-11 Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041

Tel. 06-6358-7391   Fax. 06-6358-7393  
kansai.osaka@institutfrancais.jp

受付時間 
月曜～金曜： 10:00 – 19:30　 
土曜： 10:00 – 18:00 
休館：日・祝

www.institutfrancais.jp
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DÉCOUVREZ LE JAPON TEL QUE VOUS EN RÊVIEZ

www.city.toyooka.lg.jp/english


