
2014年　フランス　200分　カラー　Blu-ray　日本語字幕　※途中、休憩があります。

監督／ブリュノ・デュモン

出演／アラヌ・ドゥラエ、リューシー・カロン、ベルナール・プリュヴォスト

フランスのテレビ局アルテのテレビシリーズとして製作された作品。謎の連続殺人が起こった北フランスの田舎

町を舞台に、警察と、少年プティ・カンカンとその仲間たちが事件を追う模様を描いた犯罪コメディ。ブリュノ監督

は撮影場所でオーディションを行い、そこに住む演技経験のない一般人を俳優として起用した。2014年のカンヌ

国際映画祭で映画版として上映され、高い評価を得た。同年の『カイエ・デュ・シネマ』誌の年間トップテンで第1

位となった。

P’tit Quinquin

さよならは言わない　
Sans Adieu
2017年　フランス　99分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／クリストフ・アグ

フランス南部マッシフ・サントラルの東、フォレズの農場

で75歳になるクローデットはひとり農場を守り続けてい

る。しかし、社会の変化によりクローデットの生活は苦しさ

を増していく。零細な農業を営む高齢者たちの過酷な現

状を描き、2017年カンヌ国際映画祭ACID部門で注目さ

れたドキュメンタリー。

■9/22(土)14：00～　■9/24(月・休)14：00～

プティ・カンカン　

■9/19(水)14：00～　■9/21(金)18：30～

〒730-0011 広島市中区基町3-1
☎082-223-3525  FAX082-228-0312
http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/
■バス：紙屋町(バスセンター)下車　　■市内電車：紙屋町西下車

■アストラムライン：県庁前駅下車

※紙屋町、バスセンター、県庁前駅より広島城方面、徒歩約５分。

※｢ひろしま美術館｣西隣 ※駐車場はありません

■開館時間：火～土曜日 午前10時～午後８時

■開館時間：(日曜日、祝日、８月６日は午後５時まで)

■休館日：月曜日(８月６日と祝日は開館)、祝日の振替日、

■休館日：12月29日～１月４日 ■開館時間：火～土曜日 午前１０時～午後８時 （日曜日、祝日、８月６日は午後５時まで） ■休館日：月曜日(８月６日と祝日は開館)、祝日の振替日、１２月２９日～１月４日 

広島市中区基町3-1  ℡082-223-3525 http://www.cf.city.hiroshima.jp/eizou/ 
広島市映像文化ライブラリー 
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広島市映像文化ライブラリー



■9/16(日)10：30～　■9/20(木)14：00～

■9/16(日)14：00～　■9/22(土)10：30～

■9/17(月・祝)10：30～　■9/23(日・祝)14：00～

■9/17(月・祝)14：00～　■9/20(木)18：00～

■9/14(金)14：00～　■9/19(水)18：30～

2013年　フランス　88分 カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／アントナン・ペレジャトコ

出演／ヴィマラ・ポンス、ヴァンサン・マケーニュ

7月14日、パリ祭。勤務先のルーヴル美術館でトリュケッ

トという娘に出会ってからというもの、エクトルの頭には

彼女のことしかない。ヴァカンスの季節、エクトルはトリュ

ケットを海に誘う。友人たちも加わって、海をめざしてフラ

ンスの田舎道を進む一行。しかし、彼らのほかに車はな

い。世の中は経済危機の真っ只中だった…。

■9/14(金)18：00～　■9/21(金)14：00～

■9/15(土)14：00～　■9/23(日・祝)10：30～

7月14日の娘　
La Fille du 14 juillet

ヴィクトリア　
Victoria
2016年　フランス　97分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／ジュスティーヌ・トリエ

出演／ヴィルジニー・エフィラ、ヴァンサン・ラコスト、

出演／メルヴィル・プポー

弁護士のヴィクトリアは出席した結婚式で、昔の友人

ヴァンサンと、以前担当した薬物事件の依頼人サムに再

会する。ヴァンサンはその晩、恋人の殺害未遂容疑で逮

捕され、仕方なく弁護を引き受けたヴィクトリアだったが、

元夫の迷惑行為に対応したり、なぜかサムを住み込みの

ベビーシッターとして雇うことになったり、数々の波乱が

巻き起こる…。フランスでも大ヒットした恋愛コメディ。

ソルフェリーノの戦い　 ジャネット、ジャンヌ・ダルクの幼年期　
La Bataille de Solférino

2016年　フランス　72分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／ダミアン・マニヴェル

出演／ナオミ・ヴォクト・ロビー、マキシム・バシュルリー、

出演／ソベール・セスマ

今春、五十嵐耕平との日仏共同監督作品『泳ぎすぎた

夜』が公開されたフランスの新鋭監督、ダミアン・マニヴェ

ルの長編第二作。2016年カンヌ国際映画祭で絶賛され

た。夏。とある公園で２人のティーンエイジャーが初デート

をする。始めは戸惑い、恥じらっていた２人。時がたつに

つれ距離が縮まっていく。やがて、日が落ちて、別れの時

間…。そして暗い夜が始まり、公園がそれまでと異なる表

情、位相を見せ始める。

Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc
2017年　フランス

105分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／ブリュノ・デュモン

出演／リーズ・ルプラ・プリュドム、ジャンヌ・ヴォワザン、

出演／リュシル・グーティエ

1425年、フランス、ドンレミ村に住む8歳のジャネット

は、まだジャンヌ・ダルクではなかったものの、すでにイギ

リス人をフランス王国から追い出したいと思っていた。詩

人・思想家のシャルル・ペギーによる『ジャンヌ・ダルク

(1897年)』と『ジャンヌ・ダルクの愛の秘義(1910年)』

を元に、ブリュノ・デュモンは、未来の聖女の幼年期を

ミュージカルで描き出した。

レット・ザ・サンシャイン・イン　 ジャングルの掟　
Un beau soleil intérieur La Loi de la jungle

2013年　フランス　94分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／ジュスティーヌ・トリエ

出演／レティシア・ドッシュ、ヴァンサン・マケーニュ、

出演／アルチュール・アラリ、ヴィルジル・ヴェルニエ、

出演／マルク＝アントワーヌ・ヴォージョワ

2012年5月6日、大統領選の第二回投票当日。テレビ

リポーターのレティシアは、ソルフェリーノ通りの群集の中、

取材をしなければならない。ところが、今日が娘たちとの

面会日だと信じきっている元夫のヴァンサンが押しかけて

くる。さあ、戦いが始まった！実際に大統領選が行われ

ている現場で撮影された、ジュスティーヌ・トリエの長編第

一作。

主催／広島市映像文化ライブラリー
共催／一般社団法人コミュニティシネマセンター、アンスティチュ・フランセ日本
助成／アンスティチュ・フランセパリ本部
作品提供及び協力／バック・フィルム、フィルム・デュ・ロザンジュ、ファインフィルムズ、リュックボックス、プレイタイム
特別協力／カイエ・デュ・シネマ、マーメイドフィルム、西原多朱

アンスティチュ・フランセ日本は、フランスの伝説的映画雑誌『カイエ・デュ・シネマ』と提携し、“フラン

ス映画の現在”を伝えるべく、選りすぐった作品を紹介する「カイエ・デュ・シネマ週間」を、毎年開催して

います。本特集では、その上映作品の中から、クレール・ドゥニの『レット・ザ・サンシャイン・イン』、ダミア

ン・マニヴェルの『パーク』、ブリュノ・デュモンの『ジャネット、ジャンヌ・ダルクの幼年期』など10作品を上

映します。現代フランス映画を代表する名匠の作品から新鋭監督の意欲作まで、旬のフランス映画を

展望する魅力のプログラムです。多くの皆様のご来場をお待ちしています。

 9/14(金)18：00～と9/15(土)14：00～の上映前に
 坂本安美氏(アンスティチュ・フランセ日本 映画プログラム主任)による
 トークがあります。(約30分)

上映スケジュール

2016年　フランス、ベルギー

115分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／ウジェーヌ・グリーン

出演／ヴィクトル・エゼンフィ、ナターシャ・レニエ、

出演／ファブリツィオ・ロンジョーネ、マチュー・アマルリック

思春期を迎えたヴァンサンは、母マリーから愛情深く育

てられたが、父が誰なのか知らずにいる。ある日、自分の

父が冷血で皮肉屋の編集者オスカー・ポルムノールだと

知ったヴァンサンは父への復讐を企てるが、一風変わった

ジョゼフという男との出会いがヴァンサンたちの人生に変

化をもたらしていく…。

※上映作品の紹介は、作品提供先の情報を基にしています。

※当日の上映分数は、ここに掲載したものと多少異なる場合があります。

※上映開始30分後からの入場はおことわりします。

鑑賞料
大人380円、シニア(65歳以上)180円、高校生180円、小・中学生無
料
※土曜日は高校生は無料です。

2017年　フランス　95分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／クレール・ドゥ二

出演／ジュリエット・ビノシュ、グザヴィエ・ボーヴォワ、

出演／フィリップ・カトリーヌ、ニコラ・デュヴォシェル、

出演／ジェラール・ドパルデュー

ジュリエット・ビノシュの主演で、名匠クレール・ドゥニ監督

が描く、大人の恋愛コメディ。カンヌ国際映画祭でも大好

評を博し、監督週間部門のSACD賞を受賞。中年に差し

掛かったイザベルは、シングルマザーのアーティスト。恋愛

意欲は盛んで、残りの人生の伴侶を求めてデートを繰り

返す。しかしどの相手にも一長一短があり、なかなかうま

くいかない…。

2016年　フランス　99分　カラー　Blu-ray　日本語字幕

監督／アントナン・ペレジャトコ

出演／ヴァンサン・マケーニュ、ヴィマラ・ポンス、

出演／パスカル・レジティミュス、マチュー・アマルリック

仏領ギアナの観光再開発のためアマゾン初のインドア・

スキー場が建設される。その現場にヨーロッパ基準を持ち

込むべく、規範省のインターン、マルク・シャテーヌが派遣

されてきた。“ターザン”と呼ばれる先輩女性スタッフとア

マゾンのジャングルに調査に出たマルクは道に迷い、ジャ

ングルの“掟”を知ることになる。

パーク　 ジョゼフの息子　
Le Parc Le Fils de Joseph

■9/15(土)18：00～　■9/24(月・休)10：30～

シニアの方の映画鑑賞料の割引には、公的証明書(運転免許証、健康保険証など)や老人保健
法健康手帳の提示が必要です。

9/14(金) 14：00～ 7月14日の娘 18：00～ ソルフェリーノの戦い

9/15(土) 14：00～ レット・ザ・サンシャイン・イン 18：00～ パーク

9/16(日) 10：30～ ヴィクトリア
14：00～ ジャネット、ジャンヌ・ダルクの
14：00～ 幼年期

9/17(月・祝) 10：30～ ジャングルの掟 14：00～ ジョゼフの息子

9/19(水) 14：00～ さよならは言わない 18：30～ 7月14日の娘

9/20(木) 14：00～ ヴィクトリア 18：00～ ジョゼフの息子

9/21(金) 14：00～ ソルフェリーノの戦い 18：30～ さよならは言わない

9/22(土)
10：30～ ジャネット、ジャンヌ・ダルクの
14：00～ 幼年期

14：00～ プティ・カンカン

9/23(日・祝) 10：30～ レット・ザ・サンシャイン・イン 14：00～ ジャングルの掟

9/24(月・休) 10：30～ パーク 14：00～ プティ・カンカン

カイエ・デュ・シネマが選ぶ

フランス映画の現在

カイエ・デュ・シネマが選ぶ

フランス映画の現在

9/15(土)14：00～ 

上映前にトークあり！ 
(約30分) 

2018年9月14日(金)～24日(月･休) 9/14(金)18：00～ 

上映前にトークあり！ 
(約30分) 


