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課題 1 LE TÉLÉGRAMME （和訳） 

 

PAUL  人は恋をすると、ほんとうに恋をしているときには…、そう！一刻も早く…、彼女に伝

えたい時もあります、どんなに愛しているか、彼女がいなくてどんなにさびしいか、特

にそれが本当の恋の始まりでしかも同じ街に住んでいないのなら。 

そんな時、２つの解決策があります。電話と電報です。 

電話ももちろんいいですけれどもね、でも、読むことができて、取っておくことができ

て、繰り返し読めて、暗記できて、持ち歩ける、そういうものとしては電報ほど手軽な

ものはありません…。 

あー、やっと（つながった） 

電話交換手 電報局です。うかがいます。 

PAUL  あの、電報を送りたいんですが…。 

電話交換手 国内（フランス）ですか？ 

PAUL  ええ、国内です。 

電話交換手 あなたの電話番号は？ 

PAUL  Odéon 27 45. 

電話交換手 あて先は？ 

PAUL  Colette MERCIER さんに。 

電話交換手 Colette MERCIER… Marcel… Eugène… Raoul… Célestin… Irma… Eugène… 

Raoul… 

PAUL  ええ。 

電話交換手 住所は？ 

PAUL  23, square Lamartine…Besançon. 

電話交換手 何県ですか？ 

PAUL  Doubs 県、だと思いますけれども…。 

電話交換手 …Besançon…Doubs… ! 本文をどうぞ。 

PAUL  Mon chéri… 

電話交換手 はぁ？ 

PAUL  Mon chéri… 

電話交換手 Mon chéri ですか、Ma chérie ですか？ 

PAUL  いや、Mon chéri です。 

電話交換手 はぁ、Mon chéri…、レターヘッドみたいなもんですね。 

PAUL  まぁ、そんなもんです。Mon chéri… 

電話交換手 Mon chéri を２度繰り返すんですか？ 

PAUL  違いますよ。１度でいいんですよ…。 

電話交換手 続きをどうぞ。 

PAUL  風が聞こえる…、君を愛している。 

電話交換手 カ・ゼ・ガ・キ・コ・エ・ル・キ・ミ・ヲ・ア・イ・シ・テ・イ・ル…続きをどうぞ。 

PAUL  君が発ってからというものこの街は死んだも同然だ、だのに例の銅像はいつもそこに、

同じ広場にある…。 

電話交換手 ちょっとちょっと待ってください…。キミガタッテカラトイウモノ…、で、何ですか？ 

PAUL  例の銅像… 

電話交換手 要するに銅像ですね。 

PAUL  そうです、要するに銅像です。 

電話交換手 レイノドウゾウハイツモオナジヒロバニアル…,これでいいんですね？ 



PAUL  それでいいんです。Eugène Sue（１９世紀、フランスの作家。「銅像」は彼の銅像のこ

と）が私を見ている。愛している。 

電話交換手 Eugène が名前ですか？ 

PAUL  ええ…。 

電話交換手 で？ 

PAUL  Sue ですよ、Eugène Sue。 

電話交換手 綴りは？ 

PAUL  S は Suzanne の S、U は…。 

電話交換手 Ursule？ 

PAUL  そう、で E は Eugène…。 

電話交換手 Sue ! 

PAUL  そう、それでいいんです。 

電話交換手 続きは？ 

PAUL  私を見ている…、愛している…。 

電話交換手 アイシテイル。 

PAUL  君のことを思っている。 

電話交換手 キミノコトヲオモッテイル。 

PAUL  愛している…, 愛している…、愛している…。 

電話交換手 アイシテイル、アイシテイル…、３回アイシテイルですね？ 

PAUL  そうです。Paul ! 

電話交換手 あなたのことですね。 

PAUL  はい。 

電話交換手 繰り返します。ジュウショ Odéon 27 45、Colette Mercier サンアテ、Marcel Eugène Raoul 

Célestin Irma Eugène Raoul, 23, square Lamartine… Besançon, Doubs. Mon chéri カゼ

ガキコエルキミヲアイシテイルキミガタッテカラトイウモノコノマチハシンダモドウ

ゼンダダノニレイノドウゾウハイツモオナジヒロバニアル Eugène Sue ガワタシヲミテ

イルアイシテイルアイシテイルアイシテイル Paul ! 
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TEXTE 2 LE SENS DE L’OBSERVATION （和訳） 

 

私服警官 さてところで、あなたは襲擊者をご覧になりましたか？ 

フュネス氏 はい、私はたしかに見ましたよ。 

私服警官 いいですね！それでは、私に彼の様子をお話しいただきましょうか。 

フュネス氏 まったくもって簡単なことですよ。私は卓越した観察力を持っておりますから。 

私服警官 素晴らしい。でははじめましょう。背丈は？ 

フュネス氏 うーん、見事な背丈ですな。 

私服警官 もう少し詳しくおっしゃっていただけますか？ 

フュネス氏 ですから、立派な背丈ですって。 

私服警官 というのは？ 

フュネス氏 そうですね、大きくもないし、小さくもないし、太ってもいないし、やせてもいません。

ちょうど理想的な姿ですね。 

私服警官 ふむ、わかりました。では、髪は？ 

フュネス氏 ああ、彼は至って普通の髪型をしていましたよ。 

私服警官 もうちょっとありませんか？長髪ですか？短髪ですか？ストレートですか？カールで

したか？ 

フュネス氏 長すぎもせず、短すぎもせず、つまり、あなたや私のような。 

私服警官 いや、しかし、私は禿げてるじゃないですか！ 

フュネス氏 あ、そうですか？まあ、あなたがそうおっしゃるなら… 

私服警官 髭は？ 

フュネス氏 たぶん、ちょっと生えていたと思います。 

私服警官 ちょっと漠然としていませんか？それだけでは。それで、目はどうでしたか？ 

フュネス氏 凶暴な目つきをしていました。実に凶暴そうな。サディストの目でしたよ！ 

私服警官 そうですか。それで、どんな色で…どんな形でしたか？ 

フュネス氏 色ですか？それは…栗色と緑と青の間の色でしたね。 

私服警官 …うーむ。どれもあまり役に立ちませんねぇ…顔の形をおっしゃってくださいますか？ 

フュネス氏 （手で顔の輪郭をかたどる）こんな感じですかね、あるいはこんな感じかな…というよ

り、むしろこんな感じかな。 はい、そんな感じです。 

私服警官 私はあなたの観察力を疑わしく思ってきました！ 

フュネス氏 ねえ、刑事さん。そんなに単純ではないのですよ…ちょっとテストをしてみましょうか。

目を閉じてください、すぐに。ほんの少しの間です。 

私服警官 え？何？何ですって？ 両目をですか？（両目を閉じる） それで？ 

フュネス氏 それでは、さあどうぞ、私がどんな見た目か説明してください。 

私服警官 こんなに簡単なことはありませんよ。あなたはブラックアフリカの地域出身で、身長は

2 メートル以上で、NBA のバスケットボール選手かと間違われてもおかしくありません。

あなたの左手には入れ墨がしてあります。 

フュネス氏 違います！刺青は右手です。鏡で見るように反対なんです。そんなに簡単でないことが

これでお分かりでしょう。それで、私の顔はどんな感じですか？ 

私服警官 どちらかといえば、面長ですね。 

フュネス氏 面長、面長ね！それではあまり具体的ではありませんね、刑事さん。それから傷跡、あ

なたはお気づきになりましたか？ 

私服警官 いや、気づきませんでした、正直に言うと。記憶から抜け落ちてしまいました！ 

フュネス氏 いやいや、ご立派ですな！もし警官みんなが刑事さんのようだったら、私たちはみんな

安心ですね。 

私服警官 礼を欠くようになってきましたな… 



フュネス氏 でも、あなただって（観察力だけでなく）ユーモアのセンスも欠くようじゃ…
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TEXTE 3 ALLÔ, C’EST TOI ? （和訳）  

 

（顔を突き合わせず話す） 

自分  もしもし、おまえか？ 

もう１人の自分 いや、僕ですけど。どちらさまですか？ 

自分  こっちも俺。 

もう１人の自分 え？電話しているのが僕ってことですか？ 

自分  俺だよ。 

もう１人の自分 ちょっと、そんな、馬鹿げてるじゃないですか！何て言えばいいんですか…僕自身に？  

（しばし沈黙） 

自分  もしもし？そこにいるんですか？というか、俺はいるのか？…もしもし、もしもし？ 

もう１人の自分 はい、います。 

自分  ああ、怖かった、電話を切られたのかと思った、自分を見失ったのかと思った… 

もう１人の自分 何を言ったらいいのか分からないから喋ってないだけで。それに、もしあなたが僕なら、

僕に関すること全てを知っているはずだし。 

自分  悪かったな。退屈で電話したんだ…電話は気晴らしになるだろ？おしゃべりして、いい

かげんなことを話したりして…たまたま電話したら、ほら、ちょうどあなたに、いや、

つまり俺に電話がかかったというわけで… 

もう１人の自分 とても不愉快です。 

自分  え？あなたは、私が…つまり、あなたが…いや、我々が… 

もう１人の自分 この状況は極めて不快です。僕は自己分析とか自分しか興味ない人たちがものすごく嫌

いなんです。 

自分  そして自分の話に聞き惚れるやつもだろ。そう、おれもイラッとする。 

(沈黙) 

自分  実は、俺、わかった、自分自身にうんざりしてるんだ。 

もう１人の自分 そりゃそうですよ。自分について全てを知ろうったって無駄。何にもわかっちゃいない

んですから。 

自分  自分を説明しようとしたところで、あいまいなままだし。 

もう１人の自分 全くそのとおり。その点では僕たち同意見ですね。 

(沈黙) 

もう１人の自分 さて、こんなのもう十分です。心理ゲームは楽しいけど、決着をつけなければ。 

自分  そうだな。 

もう１人の自分 僕がもう一人の自分で、君もまた別の自分だってことをみんな知ってる。つまり我々が

異なる二人なんだってことを。 

自分  ひどい話だ。 

もう１人の自分 何がですか？ 

自分  「もう一人」でいるなんて、「もう一人」を演じるだなんて…少なくともお前は俺を好

きなのか？ 

もう１人の自分 まったく！君は「もう一人」なんだよ、数ある「もう一人」の中の一人なんだ。君を好

きなら、他の全ての「もう一人」を好きでなくちゃいけないじゃないか。幸い、僕は僕

しか好きじゃない。 

(沈黙) 

自分  もしもし、俺か？ 

もう一人の自分 いや、君でしょ？ 

自分  もちろん、おまえだよな、ああ、俺って馬鹿だなあ。 

もう一人の自分 いや、僕だよ… 
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TEXTE 4 WEEK-END （和訳）  

 

Amélie  今週末、金曜日の夜に、私の両親の家に行くこと、憶えてる？ 

Thomas  君の両親とこ、また行くの？ 

Amélie  またって、どういうことよ。 

Thomas  つまり、またかってことだよ。きっと今度もウサギのマスタードソース、もう勘弁して

くれよ。 

Amélie  でも、ママのウサギ料理がすばらしいって言ったのはあなたよ。 

Thomas  あれは皮肉で言ったんだよ。 

Amélie  皮肉って！言っとくけどあなた、3 回もお代わりしたわよ！ 

Thomas  君のお母さんを喜ばすためだったんだよ・・・ 

Amélie  まぁ、いいわ。で、あなたは電車で行きたいの、それとも車？ 

Thomas  あのさ、とってもいい考えがあるんだけど。電車で行くんだ。 

Amélie  私にはいい考えだとはとても思えないわね。 

Thomas  ねえ、Amélie、少なくとも僕らは時間通りに出発できて、時間通り着けるんだぜ。 

Amélie  そうね。確かに金曜日の夜、週末出かける車の渋滞は避けられそうも無いわね。でも、

少なくとも向こうで車があれば、自由に動けるじゃない。 

Thomas  そうだけど・・・、Amélie、電車だったら、僕は寝ることができる。 

Amélie  車だって同じじゃない。私が運転するんだから。 

Thomas  でもね、Amélie、確実に言えることは、電車だったら道に迷わない。 

Amélie  ちょっと、Thomas、もしかするとあなたは私が地図を読めないって言いたいわけ？ 

Thomas  だって、この前、君が地図を見たときは、3 時間も遅れて着いたんだぜ。 

Amélie  2 時間半だわよ。それに、憶えてるでしょ、その夜は土砂降りだったし・・・、あなた

は後ろでゆっくり眠ってたのよ。 

Thomas そうだけど、君も憶えてるだろ、僕らが着いたときには、お客さんは帰るところだった

し、食べ物は何も残っていなかった。 

Amélie  食べ物って、あなたったら、食べることしか考えてないんだから・・・、それと寝るこ

と。 

Thomas  まさにその通りで、僕は電車でゆっくり眠りたいんだ。 

Amélie  でも、車の中でも眠れるじゃない、私が運転するんだから・・・ 

Thomas こうしよう。君は車で行って、僕は電車で行く。僕は電車でゆっくり眠る。で、君は車

で僕を迎えに来る。一緒に君の両親の家に行って、いつものウサギ料理を食べる。それ

から、君は僕を駅までおくる。僕は電車に乗って、ウサギを消化する。そして、パリに

着いてさわやかに目を覚ます。 

Amélie  それで、私はどうなるのよ。 

Thomas だからさ、僕のかわいいウサギちゃん、君はモンパルナス駅まで僕を迎えに来る。そし

て、愛し合う二人は仲良く家に帰る、というわけさ。 
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TEXTE 5 DISCUSSION… （和訳）  

 

（二人の役者が並んで座っている） 

子供１ 夏休みには何をしたの？ 

子供２ 海(la mer)に行ったよ。 

子供１ へー、お母さん(ta mère)と出かけたの？ 

子供２ 違うよー！海に(la mer)に行ったんだよ。わかるだろう？海、海水浴場、波、水着、パラソル… 

子供１ いいなあ。で、ホテルに泊まっていたの？ 

子供２ いや、テント(une tente)を持って行ったんだ。 

子供１ へー、叔母さん(ta tante)が一緒に来たの？ 

子供２ 違うよー！叔母さん(ma tante)とは行っていないよ。テント(une tente)を持って行ったんだよ。わ

かるだろう？杭とか、紐とか、寝袋とか。。。 

子供１ あー、なるほど。キャンプ場にいたんだね。 

子供２ その通り！大きな松の木(un pin)の下にテントを張ったんだ。完璧だったよ。 

子供１ それに、朝ごはんにも便利だったろうね。 

子供２ 朝ごはんに便利って？なんで？ 

子供１ タルティーヌを作るのにだよ。パン（Pain）をちょっとちぎるだけで、すぐタルティーヌができ

ちゃうんだから。 

子供２ 違うよー！P-a-i-n のパンじゃなくて、p-i-n のパン！松の木のことだよ！ 

子供１ なるほど、ちょっと変だと思っていたんだ。 

子供２ なんだかキレそうだ。もうおしゃべりするのはやめたほうがいいな。それにもう遅いし、家に帰

る前に買い物(une course)をしなきゃならないし。 

子供１ 勝てるといいね。 

子供２ 勝つって何に？ 

子供１ 競争(la course)にだよ。これから競争するって言ったじゃないか。 

子供２ お店で買い物(une course)をするんだよ、スタジアムじゃないよ。あーもー、君は何もわかってな

いな。イラつくよ。僕はもう行くよ。もうすでに遅刻だし(en retard)。（去っていく） 

子供１ なんだって？これから爆竹(des pétards)を買うんだって？気をつけてね、とっても危ないから。

それに…遅すぎた。もう行っちゃったよ。（観客に向かって）残念だなあ。だって僕が好きなの

は人とおしゃべりすることなんだもん！もしいつか、何をしていいかわからなくなったら僕のと

ころに来てね。一緒に楽しい時間を過ごせるよ。（舞台を去る） 

 


