
 6 月 8 日(月) 6 月 9 日(火) 6 月 10 日(水) 6 月 11 日(木) 6 月 12 日(金) 

 Ⅰ 

9:00～

10:30 

     

Ⅱ 

11:10 

～ 

12:40 

Concours de la francophonie 

フランス語圏コンクール 

豪華賞品を用意しています！ 

司会：仲内 唯(文 4) 

(図書館ホール) 

映画『ぼくの大切なともだち』 

担当:杉江 由香莉(文 3) 

(図書館ホール) 

10：40～ 室内楽コンサート 

演奏：ボルショス・ロバート、 高田 有莉

子、ビルマン 良弓光  

司会：加藤 和孝(経) 

 (関学会館「光の間」) 

講演「『リゴレット』:ユゴーのオペラ、それ

ともヴェルディ？」 

講師：藤田 友尚(経) 

 

(図書館ホール) 

昼 

12:50 

～ 

13:20 

  「Bonjour ブザンソン!」 

ブザンソン海外研修参加者による 

トーク 

司会：竹山 詩乃 

(図書館ホール) 

フランス語インテンシブ初級Ⅰ 

履修説明会 

担当：岩松正洋(商)、 

     Olivier BIRMANN(文) 

(G 号館１１９教室) 

Ⅲ 

13:30 

～ 

15:00 

11:10～13:00 

映画『モンテーニュ通りのカフェ』 

担当:貝原 真理(総政 4) 

 

 

 

 

13:30～14:50 

映画『奇人たちの晩餐会』 

担当:西川 由里子(文 3) 

  平野 絵理奈(文 3) 

(図書館ホール) 

「LYON,Je t’aime !」 

リヨン中期留学生による 

講演&トーク 

講演担当：吉廣 まき 

(図書館ホール) 

シャンソン・ミニライブ 

歌手：須山 公美子 

司会：中谷 拓士(文) 

(図書館ホール) 

映画『ロバと王女』 

担当:赤田 奈未(文 3) 

(図書館ホール) 

留学生によるトーク 

Waell OUESLATI、Odile DAVIENNE、 

Katia RUCHTI  

司会：藤原 さおり(文３)川上 苑実(文３) 

 (図書館ホール) 

Ⅳ 

15:10 

～ 

16:40 

講演「ソプラノ歌手のパリ生活」 

講師：ソプラノ歌手 奈良 ゆみ氏 

司会：関谷 一彦(法) 

 (図書館ホール) 

産業研究所講演 「働く人たちの事情－

デンマーク、オランダ、ドイツに見るＥＵ

の労働市場改革」 

講師：ホルガー・ブングシェ 

（商・産業研究所准教授） 

 15：30～16：40 ピアノコンサート 

「フランス音楽への誘い X 」 

演奏：高塚 桂子 

司会：加藤 和孝(経) 

(関西学院会館「光の間」) 

 

Ⅴ 

16:50 

～ 

18:20 

映画 

『ジャン＝ジャック・ルソー、生きることは愛すること』 

月～水 第１巻～第 3 巻:ルソーの生涯と思想   木 第 4 巻：政治 『社会契約論』   金 第 5 巻：文学 『新エロイーズ』 

担当：月  山上 浩嗣(社) 火  藤原 さおり(文 3) 水  川上 苑実(文 3) 木  赤田 奈未(文 3) 金  杉江 由香莉(文 3)       (図書館ホール) 



 

 

フランス週間 ２００９ 
La semaine de la FranLa semaine de la FranLa semaine de la FranLa semaine de la Francececece    

テーマテーマテーマテーマ：：：：LumiLumiLumiLumièèèère(s)re(s)re(s)re(s)    

6666 月月月月 8888 日日日日((((月月月月))))～～～～12121212 日日日日((((金金金金))))    

メインメインメインメイン会場会場会場会場：：：：図書館図書館図書館図書館ホールホールホールホール    

(図書館ラウンジ奥の階段を降りる) 

 

 

 

主催：言語教育研究センター 

共催：文学部フランス文学・語学専修 

協力：関学生協(書籍部・食堂部) 

総部放送局 

 

  

生協での購買・飲食、オハラホールの飲食物以外は全て無料です。 

プログラムによっては、詳しい内容を記載したビラ等が会場で配られます 

 



  
Lumière(s)Lumière(s)Lumière(s)Lumière(s)    

フランス週間 2009 のテーマは Lumière(s)リュミエールです。 

Lumière は光を表す言葉ですが、映画の父と呼ばれる兄弟をご存じでしょう

か？フランスのリュミエール兄弟、彼らは 1895 年に発明したシネマトグラフ

という動画撮影機によって初めて映画の上映を行いました。リュミエール美術

館がおかれ、毎年 12 月の Fête des Lumières 光の祭典では世界中から観光

客を集めるリヨンにある関学の提携校リヨン第 2 大学、その呼び名もまた

Lumière なのです。そして Lumière に s をつけて複数形 Lumières にすると、

啓蒙という意味になります。今年は 4 本のフランス映画、そして日本記録映画

研究所企画・制作・著作による記録映画『Jean-Jacques Rousseau、生き

ることは愛すること』の第 1 巻から第 5 巻まで（全 8 巻）を毎日 5 時限目に

上映します。ルソーに関心のある方、またルソーのことを知らない方もこの機

会にルソーに触れてみてください！もちろん映画だけでなく、コンサートや講

演など、みなさんのフランス週間へのご参加をお待ちしてます。 

フランスフランスフランスフランス料理教室開講料理教室開講料理教室開講料理教室開講！！！！！！！！    
6 月 10 日(水) 18:00～or18:45～ ＠甲東園 

講師：料理研究家 多久間 薫氏 

定員： 10 名先着順 

費用：2000 円  

☆メニュー☆ 

・鶏もも肉のディアブル(マスタード風味のオーブン料理) 

・じゃがいものガレット 

・トマトの一口アペリティフ 

・さつまいものポタージュ 

・ベジタブルリゾット 

 参加希望者、詳細は川上苑実(文 3)下記にメールください。 

percussionist...ni-narunoka@docomo.ne.jp 

まだまだやります！フランス週間！ 

・日替わりフランス風メニューを提供＠BIGPAPA 

・フランス関連書籍を集めた特設コーナー＠書籍部 

・フランスの写真や映像の展示＠旧学生会館ロビー 

 

そして！L’espace français！！ 

関学会館横のオハラホールにてカフェもやっています。 

おいしいケーキやキッシュをどうぞ！！ 

 


