
討論：戦争を語る―芸術家と歴史家
2014年11月16日［日］｜16:15開演（15:45開場）

紀伊國屋サザンシアター 紀伊國屋書店新宿南店7階　　　　
新宿駅南口タカシマヤタイムズスクエア

料金￥1,200（全席指定･税込）｜フランス語、日本語（同時通訳付）

DIRE LA GUERRE : L’ARTISTE ET L’HISTORIEN
le 16 novembre 2014｜16:15｜Kinokuniya
1,200 yens｜en français et en japonais avec traduction simultanée
［予約・お問い合わせ／Renseignements - réservations］
紀伊國屋サザンシアター／Kinokuniya Southern Theatre
☎03-5361-3321（10:00–18:30）

映画における第一次世界大戦
LA GRANDE GUERRE AU CINÉMA

熊本県松橋収蔵庫所蔵（写真提供：日本赤十字社熊本県 支部）

オフィシャル・パートナー

アリアンス・フランセーズ仙台
Alliance française Sendai

11/07 18:30 大いなる幻影／La grande illusion

11/14 18:30 ロング・エンゲージメント／Un long dimanche de fi ançailles

アンスティチュ・フランセ東京
Institut français du Japon - Tokyo

11/22 15:30 第一次世界大戦のアフリカ人兵士たち／Les combattants africains de la Grande Guerre

18:00 ロング・エンゲージメント／Un long dimanche de fi ançailles

11/29 12:30 大いなる幻影／La grande illusion

15:30 フランス／La France

18:00 コナン大尉／Capitaine Conan

アリアンス・フランセーズ名古屋
Alliance française Nagoya 11/01 18:00 大いなる幻影／La grande illusion

アンスティチュ・フランセ関西–京都
Institut français du Japon – Kansai / Kyoto

11/12 13:00 大いなる幻影／La grande illusion

15:30 フランス／La France

アンスティチュ・フランセ関西–大阪
Institut français du Japon – Kansai / Osaka

11/22 13:30 ロング・エンゲージメント／Un long dimanche de fi ançailles

11/29 14:00 第一次世界大戦のアフリカ人兵士たち／Les combattants africains de la Grande Guerre

16:00 フランス／La France

アリアンス・フランセーズ徳島
Alliance française Tokushima 10/18 時間未定 ロング・エンゲージメント／Un long dimanche de fi ançailles

アンスティチュ・フランセ九州
Institut français du Japon - Kyushu

10/22 19:00 ロング・エンゲージメント／Un long dimanche de fi ançailles

11/14 19:00 大いなる幻影／La grande illusion

＊スケジュール・料金の詳細はHPをご覧ください * Programme complet sur le site de l’Institut français du Japon.

［スケジュール／CALENDRIER］

［上映作品／PROGRAMME］

ロング・エンゲージメント／Un long dimanche de fi ançailles
［2004年／133分／カラー／日本語字幕付］
監督 ジャン＝ピエール・ジュネ／出演 オドレイ・トトゥ、ギャスパー・ウリエル
1919年、マチルドは19歳。2年前、彼女の婚約者マネクはソンム川の前線に
出兵していた。そしてその他の大勢と同様に彼も「名誉の戦死を遂げた」と告
げられてしまう。しかし、マチルドにはこの事実が信じられない。もしマネクが
死んでいるなら、彼女にはわかるはずだから！

コナン大尉／Capitaine Conan
［1996年／133分／カラー／日本語字幕付］
監督 ベルトラン・タヴェルニエ／出演 フィリップ・トレトン、サミュエル・ル・ビアン
1918年のバルカン半島。フランスでは休戦条約が締結されていたが、バルカン
軍のみは撤退せずいまだ戦闘状態にあった。ブカレストの兵舎では戦士が混
乱を繰り広げ、略奪し、市民を殺した。ノルベールは罪を犯したコナン大尉の部
下に刑を科すという難しい任務を背負う。部下を守ろうとコナンは憤慨するが、
ノルベールは任務を実行する。 ＊東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵作品

大いなる幻影／La grande illusion
［1937年／114分／モノクロ／日本語字幕付／＊デジタルリマスター版］
監督 ジャン・ルノワール／出演 ジャン・ギャバン、ピエール・フレネー
第一次大戦。二人のフランス人兵がドイツ軍の洗練され礼儀正しいラウフェ
ンシュタイン大尉によって捕囚される。捕虜収容所で、二人は同室の仲間と
ともに秘密のトンネルを掘りはじめるが、脱走の前日に捕虜たちは移送される
ことになり、ラウフェンシュタイン大尉指揮下の厳重防備された要塞に収容さ
れてしまう。しかし、フランス人士官たちは新たに脱走を企むのである。
＊アンスティチュ・フランセ東京のみ英語字幕上映

フランス／La France
［2007年／102分／カラー／英語字幕付］
監督 セルジュ・ボゾン／出演 シルヴィー・テスチュ、パスカル・グレゴリー
1917年秋、前線から遠く離れた地で、若いフランス人女性カミーユは戦地から
届く夫の便りのみを待つ日 を々送っていたが、ある日、別れの手紙を受け取る。
ショックを受けたカミーユは、全てを捨てて、夫を探しだすために男装して旅に
でる決心をする。

第一次世界大戦のアフリカ人兵士たち
Les combattants africains de la Grande Guerre
［1983年／82分／カラー・モノクロ／英語字幕付］
監督 ローラン・デユッソー
セネガルとブルキナファソで撮影されたルポルタ－ジュと歴史資料によるド
キュメンタリー。第一次世界大戦に参戦した西アフリカの兵士は20万人。
生き残った人 の々証言をもとに戦争の真実にせまる。

 Un Long dimanche de fi ançailles
 © 2004 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved

 Les combattants africains de la Grande Guerre © DR



［パネリスト］
松沼美穂／Miho Matsunuma

群馬大学准教授。フランス第三共和政における植民地の歴史とフランスにおける第一次大
戦勃発100年を主要な研究テーマとしている。

ローラン・ヴェレー／Laurent Véray

パリ第三大学（新ソルボンヌ）教授。歴史家、1914～1918と二つの世界大戦の戦間期のフランス
映画史を専門とする。著書に「映画における大戦」「栄光から記憶へ」［ラムセ、2008］などがある。

ジャン・ルオー／Jean Rouaud

ジャン・ルオーはその小説処女作品『名誉の戦場』により早くもゴンクール賞［1990］を獲得しまし
た。最新刊のUn peu la Guerre［2014］はジャン・ルオーの三部作La Vie poétique『詩的な生
活』の、Comment Gagner Sa Vie Honnêtement［2011］、Une Façon de chanter［2012］に続
く最終章です。

諏訪敦彦／Nobuhiro Suwa

1960年生まれ。東京藝術大学映像研究科教授。東京造形大学在学中にインディペンデン
ト映画の制作にかかわる。卒業後、『M/OTHER』でカンヌ国際映画祭国際批評家連盟賞
受賞。その他の主な作品に『H Story』『パリ、ジュテーム』（オムニバス）など。

［司会／MODÉRATRICE］
渡邊あゆみ／Ayumi Watanabe

1960年横浜生まれ。東京大学教養学科イギリス科卒業。1982年NHK入局アナウンス室　
配属。報道・生活情報番組キャスターを経て、現在「歴史秘話ヒストリア」に出演中。

2014年は、フランスと世界において、第一次世界大戦開戦100周年を記念する4年間の始まりの年です。
大戦の最後の生き証人達が、もはや不在となる今日こそ、第一次世界大戦の記憶を若い世代に伝え、
「14年世代」（モーリス・ジュヌヴォワ）の体験を語る責任が、歴史家、芸術家そして作家に託されています。
それゆえ、フランス大使館とアンスティチュ・フランセ日本では、本年が第一次世界大戦記念の始まり
であるのを機に、東京と日本各地で討論会、交流会、映画の上映会などを企画いたしました。フラン
スの第一次世界大戦100周年委員会の後援のもとに、「読書の秋」と題する文学フェスティバルの一
環として、フランス人作家ジャン・ルオーを招き、大戦記念のハイライトとなる討論会「戦争を語る：
芸術家と歴史家」を11月16日に東京の紀伊國屋書店で開催します。
日本とフランスの芸術家達は、戦争というテーマを捉えて、どうすれば個人的かつ親密なヴィジョンを
伝えられるのでしょうか。戦争の現実をより忠実に語るために、芸術家と歴史家の作業は、どのよう
にお互いに補われるべきであり、戦争という悲惨な出来事を題材とした芸術作品や歴史家の研究は、
現代の日本とフランスについて私達に何を語りかけているのでしょうか。
地域間の緊張が再び高まりを見せている世界の中で、そして過去は常に現在と無関係ではないこと
を思えば、1914年の大戦について語られることによって、現代について、私達が多くを学べるはずであ
ると確信しています。
この大討論会と、アンスティチュ・フランセ日本が企画する「大いなる幻影」、「長い日曜日」の映画上
映会に、多くの皆様のご来場をお待ち申し上げております。

駐日フランス大使
ティエリー・ダナ

第一次世界大戦記念に寄せて

L’année 2014 constitue, en France et dans le monde, le point de départ de quatre années de 
commémoration du Centenaire de la Première guerre mondiale, conflit pendant lequel la 
France et le Japon combattirent côte à côte. 
Alors que les derniers témoins de ce conflit ont disparu, c ’est aujourd’hui à l’historien, à 
l’artiste et à l’écrivain que revient la responsabilité de transmettre aux jeunes générations la 
mémoire de ce que fut la Grande Guerre, et de raconter ce que vécurent « Ceux de 14 » (Mau-
rice Genevoix). 
Pour cette raison, l’Ambassade de France et l’Institut français du Japon ont souhaité marquer 
cette première année de commémoration par l’organisation d ’un cycle de manifestations 
à Tokyo et dans l’ensemble du Japon, incluant débats, rencontres et projections de films. 
Labellisé par la Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale, et organisé dans le 
cadre du festival littéraire « Feuilles d’automne », auquel participera notamment l’écrivain 
français Jean Rouaud, ce cycle aura pour temps fort le débat d’idées « Dire la guerre : l’ar-
tiste et l’historien », qui se tiendra le 16 novembre à la librairie Kinokuniya de Tokyo. 
Comment des artistes français et japonais peuvent-ils s’approprier le sujet de la guerre 
pour en livrer une vision intime et personnelle ? Comment l’activité créatrice et le travail des 
historiens peuvent-ils se compléter pour dire au mieux la réalité d’un confl it ? Que nous ap-
prend, sur la France et le Japon contemporains, le traitement artistique et historique de cet 
événement dramatique qu’est la guerre ?
Dans un espace régional marqué par la résurgence des tensions territoriales, et parce que le 
passé tourne toujours autour du présent, je suis convaincu que les récits de la guerre de 1914, 
porteurs de valeurs, ont beaucoup à nous dire sur le monde d’aujourd’hui. 
Je vous invite donc à venir nombreux assister à ce grand débat, ainsi qu’aux multiples pro-
jections de films proposées par l’Institut français du Japon, de La Grande Illusion à Un Long 
Dimanche de fi ançailles. 

Thierry Dana
Ambassadeur de France au Japon

Passeurs d’histoire

個人の運命と、それぞれの人生の歩みに配慮しつつ、いかに第一次世界大戦を新た
に語るのか。払われた犠牲を数字で表す以上にどのように戦争の暴力を言い表すの
か。芸術家と歴史家の視線はどのように補い合い、また差異を表すのか。小説『名誉
の戦場』（河出書房新社）の作者ジャン・ルオー、『H Story』の諏訪敦彦、歴史学者
の松沼美穂、映画史専門家のローラン・ヴェレらの日仏パネリストこのテーマについて
討論を行います。司会者にはNHKの渡邊あゆみ氏を予定しています。

Comment raconter une nouvelle histoire de la Première Guerre Mondiale, 
attentive aux destins individuels et aux trajectoires intimes ? Comment dire 
la violence de la guerre, au-delà des chiffres ? Quelles complémentarités et 
quelles différences dans les regards portés par les artistes et les historiens ?
Une table ronde réunira: l’écrivain Jean Rouaud (Les champs d ’honneur, 
Grasset), le réalisateur Nobuhiro Suwa (H Story), l ’historienne Miho 
Matsunuma et Laurent Véray, historien du cinéma, sous la modération de 
Ayumi Watanabe présentratrice de la NHK. 

Laurent Véray © DR
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