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フランスフランスフランスフランス語圏語圏語圏語圏のののの作家作家作家作家によるによるによるによる小説小説小説小説 
推薦推薦推薦推薦 30 作家作家作家作家 

 
地中海地中海地中海地中海、、、、アフリカアフリカアフリカアフリカ、、、、フランスフランスフランスフランス領領領領カリブカリブカリブカリブ海海海海域域域域、、、、ハイチハイチハイチハイチ 

 
フランス語圏の文学は世界的に評価されています。アンスティチュ・フランセ日本は、以下

約 60 人のフランス語圏の作家による作品の翻訳出版を推薦いたします。リスト内の作家の

出版計画は優先的に以下の援助・助成金の対象となります。 
 
-ＰＡＰ著作権譲渡に関する援助 
- 翻訳者のフランス滞在への援助 
-推薦された作品・作家の日本国内出版のための助成 

 

詳しくはアンスティチュ・フランセ日本のサイトをご参照下さい。 
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I. 地中海地中海地中海地中海 
  
タハールタハールタハールタハール・・・・ベンベンベンベン・・・・ジェルーンジェルーンジェルーンジェルーン（モロッコ生まれ 1944 -） 
マグレブ圏で初のゴンクール賞受賞者。現在はパリ在住。（人種差別、民主主義などのテー

マにおいて）フランス語圏の作家の中でもその人道的なポジションで知られ、世界中で最も

翻訳されている作家の一人である。「アラブの春」の際にもいち早く反応して、作品を発表

するなど、社会派作家であるとともに、きわめて叙情的な作品も発表している。2012年に来

日し、池澤夏樹との対談（日仏学院）などで、アラブの現状と将来の展望を語った。すでに

11冊が日本語に訳されている。 
 
既訳既訳既訳既訳：：：： 
『歓迎されない人々 フランスのアラブ人』（評論）高橋・相磯訳、晶文社、1994 
『気狂いモハ、賢人モハ』（長編小説） 澤田直訳 現代企画室、1996 
『砂の子ども』（長編小説）菊池有子訳 紀伊國屋書店、1996 
『聖なる夜』（長編小説）菊池有子訳 紀伊國屋書店、1996 
『不在者の祈り』（長編小説） 石川清子訳  国書刊行会、1996 
『娘に語る人種差別』（評論） 松葉祥一訳 青土社 、1998 
『あやまちの夜』（長編小説） 菊池有子訳 紀伊國屋書店、2000 
『最初の愛はいつも最後の愛』（短編小説集） 堀内ゆかり訳、2002 
『子どもたちと話すイスラームってなに？』（評論）藤田真利子訳、現代企画室、2002 
『出てゆく』香川由利子訳、早川書房、2009 
『アラブの春は終わらない』齋藤可津子訳、河出書房新社、2011 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
Roman Les yeux baissés, 1991, 297 p. 『目を伏せて』若い移民の少女が成長していく過程

を描いた小説。モロッコ南部の故郷とフランスという二つの文化の間で揺れながら、自分と

世界を発見していく物語。 
Par le feu, Gallimard, 2011, 49 p『火によって』アラブの春を引き起こしたチュニジアの若

き殉教者、モハメド・ブアジジにオマージュを捧げた物語。ブアジジの最後の日々を描く。 
 
 
アミンアミンアミンアミン・・・・マアルーフマアルーフマアルーフマアルーフ（レバノン生まれ 1949 - ） 
アカデミー・フランセーズ会員。アラブ世界を解説するジャーナリストとして活躍、その後、

創作に転じ歴史小説を得意とする。『タニオスの岩』でゴンクール賞を受賞。内戦や難民の

経験を作品に織り込み、しばしば異なる国、言語、宗教の間を横断的に生きる人物を主人公

に据えている。その巧みなストーリー構成には定評がある。 
 
既訳既訳既訳既訳：：：： 
『アラブが見た十字軍』牟田口義郎・新川雅子訳、筑摩書房、2001 
『サマルカンド年代記』』牟田口義郎、筑摩書房、2001 
『レオ・アフリカヌスの生涯』服部伸六訳、リブロポート、1989 
『光の庭』戸田聡訳、連合出版、2011 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
Les Echelles du Levant, le livre de poche, 1996, 253 p.『レバントの梯子』（小説）富裕な

トルコ人の父とアルメニア人の母を持つ主人公が、パリに留学、戦時下のフランスでレジス

タンスの英雄となる。同士のユダヤ人女性と恋に落ち、パレスチナでのアラブ・ユダヤ人の

闘争の和解を試みる。オスマン帝国以来の地中海の複雑な状況を背景にしながらも、物語性

に富んだ作品。 
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Les Identités meurtrières, , livre de poche, 189 p. 『アイデンティティが災いをもたらす』

（エッセー）。単一的なアイデンティティの危険性を、ドイツのトルコ系移民の例などを引

きながら展開。国籍に囚われない言語、宗教、民族あらゆる点での多数的で新たなアイデン

ティティの可能性を探る 
 
モハメッドモハメッドモハメッドモハメッド〔〔〔〔ムハンマドムハンマドムハンマドムハンマド〕〕〕〕・・・・ディーブディーブディーブディーブ（1920～2003） 
アルジェリアの小説家・詩人。「アルジェ・レピュブリカン」紙の記者、1959年にアルジェ

リアを追放され、その後はフランスに居を構え、執筆生活にはいった。アカデミー・フラン

セーズのフランス語圏大賞（1994、マグレブの作家初）をはじめ数々の賞を受賞している。

『大きな家』（1952）、『火事』（1954）、『アフリカの夏』（1959）などの長編小説で、

緊張の高まる植民地アルジェリアの状況を徹底した写実主義によって克明に描いた。数多く

の長編小説と短編集のほか、詩集、戯曲、童話も発表。 
 
既訳既訳既訳既訳：：：： 
『アフリカの夏』（長編小説） 篠田浩一郎・中島弘二訳 河出書房新社 現代アラブ小説全集

９，1978（1989年新装版刊） 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
- Qui se souvient de la mer, roman, Le Seuil, 1962, Points Seuil, Paris, 220 p. 『海を想い出

す者』アルジェリア独立戦争の記憶を全面的に展開した物語だが、それにとどまらず、戦争

一般への考察となっている。 
 
La Danse du roi, roman, Le Seuil, 1968, 205 p.『王の踊り』戦争によって翻弄される男女の

物語。ヒロインはひたすら平和を探し求めるが、男のほうは次第に暴力の蟻地獄へと落ちて

いく。 
 
Si Diable veut, roman, Albin Michel, 1998 240 p. 『悪魔が望むなら』フランスに移住してい

た甥がアルジェリアに戻ってくるが、あらゆる場所や機会に人びとと衝突し、新たなカルチ

ャーショックに直面する。 
 
アシアアシアアシアアシア・・・・ジェバールジェバールジェバールジェバール、（アルジェリア生まれ 1936 -） 
小説家としてだけでなく、エッセイスト、映画監督としても活躍、マグレブ出身者として初

のアカデミー・フランセーズ会員。アルジェリア独立戦争の記憶を植民地支配の起源に遡っ

て、女性の視点から描く小説を多数発表。 
 
既訳既訳既訳既訳：：：： 
『愛、ファンタジア』石川清子訳、みすず書房、2011 
『墓のない女』持田明子訳、藤原書店、2012 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
Les enfants du nouveau monde, Points, 2012, 272 p. 『新世界の子どもたち』アルジェリア

独立戦争の苛酷な現実を複数の女性の視点から描いた作品 
Vaste est la prison, roman, poche, 2002, 358 p (1995)『広大な監獄』アルジェリアの過去、現在

の女性の状況を時間を自由に往還しながら描く歴史絵巻。 
 
Ombre sultane, Albin Michel 2006, 229 p.『影スルタン妃』アルジェの女性たちの日常生活

を題材にした小説 
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レイラレイラレイラレイラ・・・・セバルセバルセバルセバル、(アルジェリア生まれ 1941-  ) 
若くしてフランスに移り住むが、アルジェリアをテーマにしてきわめて多作な活動を続ける

作家。植民地、独立、内戦、脱植民地化などの記憶を、内面性と政治性の両面から描く作品

を発表し続けている。 
邦訳なし。 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
Fatima ou les Algériennes au square, Elyzad, 2010, 352 p『ファティマ 公園のアルジェリ

ア女たち』八〇年代パリの郊外を舞台にしたアルジェリア移民の女性たちの物語。 
 
アブデルアブデルアブデルアブデル・・・・カデルカデルカデルカデル・・・・ジェマイジェマイジェマイジェマイ、（アルジェリア生まれ 1948 – ） 
作家、劇作家としてだけでなく、ジャーナリストとしてアルジェリアとフランスの主要新聞

雑誌にも寄稿。現在はフランス在住。 
邦訳作品なし。 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
Un été de cendres, 107 p.『灰の夏』アルジェリア戦争時の恐怖の物語。アルジェリアの某

市にすむ統計事務局の役人アフメド・ベンブリクが灼熱の夏に体験する想像を絶した内戦時

の殺戮の現場。 
Gare du nord, 91 p.『北駅』パリ北駅の近くに住む三人の年老いたアルジェリア移民の物語。 
 
ブアレムブアレムブアレムブアレム・・・・サンサルサンサルサンサルサンサル、（アルジェリア生まれ 1949 -  ） 
多数の作品が英語、ドイツ語、イタリア語に翻訳されている。アルジェリアの現政権に対す

る異議申し立ての中心人物。民主化と世俗化を掲げ、現政権を厳しく批判。アルジェリアは

アラブ・イスラムだけでなく、ユダヤ、キリスト教、ベルベル、フランス語話者からなる多

様な共同体である点を強調する。 
邦訳作品なし 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：：：： 
Le Village de l’Allemand, Folio, 2009, 305 p. 『ドイツ人の村』（小説）。アルジェリア独立

戦争の際に、アルジェリ人に合流して闘うために旅立つ旧ナチのハンス・シレールの物語 
 
Harraga, 2007, Gallimard, 316 p.『ハラガ』（小説）、テロと宗教の非寛容が跋扈する現代

アルジェリア。 
 
Le serment des barbares, 1999, folio, 460 p 小説『蛮人の誓い』（小説）アルジェ郊外での

殺人事件を捜査する、という警察小説の枠を用いたアルジェリアの現実を批判する小説。地

獄と化したアルジェリアの物語。 
 
Poste restante, 2006, 86 p.『局留め』（エッセイ）アラビア語政策をはじめアルジェリア現

政権の行うさまざまな蛮行を縦横無尽に批判する。 
 
アブデラーアブデラーアブデラーアブデラー・・・・タイヤタイヤタイヤタイヤ、（モロッコ生まれ 1973 -） 
モロッコの作家として初めて作品のなかで自分が同性愛者であることを公表した作家。発表

後すぐに評判になり、英語、イタリア語、ドイツ語などに翻訳された。『国王の日』によっ

てフロール賞を受賞 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
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- Le Jour du roi, Gallimard, 2010, 209 p.  : Prix de Flore, 2010.『国王の日』裕福な青年と貧

しい青年の友情が、一方が国王の式典に招待されることによって崩壊する。モロッコにおけ

る社会問題を友情を通して描いた作品。 
 
L’Armée du salut, seuil, 2006, 153 p. 『救世軍』（2006）。同性愛を中心にした自伝的作品。

二つのエピソードを巡って物語は進行する。ひとつは兄の思い出と連関した少年時代、もう

ひとつはジュネーヴへの留学時のスイス人研究者との関係。 
 
サリムサリムサリムサリム・・・・バシバシバシバシ、（1971 - アルジェリア生まれ） 
アルジェリアで青年期までを過ごし、その後、文学を学ぶため渡仏、現在はパリ在住。第一

小説『ユリシスの犬』でゴンクール賞を受賞。英語やドイツ語に翻訳されている。テロの心

理と論理を多角的に描く作品で高く評価されている。 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：：：： 
Moi, Khaled Kelkal, Grasset, 2012, 140 p.『私、ハレッド・ケレカルは』1995年にフランス

で起こったイスラーム過激派による連続テロ事件の首謀者のひとりを主人公とした小説。 
Tuez-les tous, Gallimard :『やつらを皆殺しにしろ』アメリカの 9，11ツインタワー爆破の

実行犯の内面に入り込んで、テロリズムの問題を多角的に描いた作品。 
 
 
 
注注注注 
上記のリスト以外にも重要な作家として、モハメド・シュクリ、ラシッド・ブージェドラ

（『離縁』（長編小説）国書刊行会）、カテブ・ヤシーヌ    （（（（『ネジュマ』（長編小説、現

代企画室）、ムールード・マムリ（『阿片と鞭』（長編小説）河出書房新社）、アブデルケ

ビール・ハティビ（『複数のマグレブ』（評論、青土社）、ヤスミナ・ハドラ（邦訳多数あ

り）などがいる。 
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II. アフリカアフリカアフリカアフリカ 
 
アマドゥアマドゥアマドゥアマドゥ・・・・クルマクルマクルマクルマ（コートジボアール 1927-2003） 

スペイン語、ドイツ語、英語に翻訳されている。アフリカ・ポストコロニアル文学の創設者。

彼の小説『独立の太陽』が近代アフリカ文学を切り開いた。クルマは投獄された後は亡命し

たが、独立後の本国の政治体制を明晰に捉え、独裁政治を告発している。 

邦訳：『アラーの神にもいわれはない』真島一郎訳、人文書院、2003 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：：：： 
Les soleils des indépendances（『独立の太陽』）, Seuil, 1970, 195p. 独立直後の神話の国

≪黒檀海岸≫におけるマリンケ族最後の王子の挫折。一党独裁下で、グリオ、守護神、隠者、

先祖がうごめく国で失墜した王朝の息子の物語。現実と空想の入り混じった本書は、ラブ=

タンシからレオノア・ミアノに至るアフリカ文学の神話的作品群の先駆的な作品となる。 

  

ソニーソニーソニーソニー・・・・ラブラブラブラブ====タンシタンシタンシタンシ（コンゴ共和国、ブラザヴィル 1947-1995） 

近代アフリカ文学の創始者した、もっとも著名な小説家の一人。劇作家としても知られ、彼

の名を冠した戯曲賞がある。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：：：： 
La vie et demie, seuil, 1979, 192 p. カタマラナジーという架空の国を舞台に、≪神の導き≫

によって暗殺されたマルシアルの子孫を何世代にもわたって描いている。戦争と独裁を告発

しながらも詩情ゆたかな叙事詩であり、近代アフリカ世界へ読者を引き込む。アフリカ文学

古典の一つ。 

 

訳者注：邦訳あり 『一つ半の生命』La Vie et Demie, 1979 年（樋口裕一訳、新評論、

1992 年） 
 
 
ベティベティベティベティ・・・・モンゴモンゴモンゴモンゴ（カメルーン共和国 1932－2001） 

    

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

 - Le pauvre christ de Momba, Laffont, 1956, 254 p. この小説で彼はアフリカにおけるキリ

スト教徒たちの文化活動と称する活動を告発し、カトリックの布教が植民地支配に加担して

いると指摘する。  

 

注：邦訳あり モンゴ・ベティ『モンバの哀れなキリスト』砂野 幸稔訳、現代企画室、

1995 

 

フェルディナンフェルディナンフェルディナンフェルディナン・・・・オヨノオヨノオヨノオヨノ、 （カメルーン共和国 1929-2010) 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：：：： 
- Le vieux nègre et la médaille, 1956 :（『歳老いたニグロとメダル』）遠く離れた土地で祝

われる７月１４日という象徴的な日を中心に展開する。その日、年老いた男メカは、宣教師

たちに教会建設の土地を寄進したことと、二人の息子が戦死したことから、大勢の親族の喝

采を浴びる中で勲章をフランスから授与され、感激する。しかし、贈呈式の二日後、それが

滑稽きわまりない屈辱的な儀式だったと悟る。支配者たちは口先だけの友情を語り、偽善的

な演技をしているにすぎないのだ。小説の結末においては、彼の周囲に醸成されるアフリカ
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的連帯が対位法的に語られる。そこには、植民地支配に屈していた人びとが誇りを取り戻し、

白人植民者に立ち向かう心の準備ができていることが読み取れる。 

  

シェクシェクシェクシェク・・・・ハミドゥハミドゥハミドゥハミドゥ・・・・カンカンカンカン（セネガル共和国、1928-） 

シェク・ハミドゥ・カンは、セネガルの作家であり高級官吏、政府の要人であった。彼の

『曖昧な冒険』はアフリカ文学の古典と見なされている。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：：：： 
L'Aventure ambiguë （『曖昧な冒険』） ディアロベという国の若い英雄サンバ・ディアロ

の物語。主人公はコーラン系の学校から白人の学校へ転校する。作品の前半では、彼は、デ

ィアロベの首長、先生であるティエモ、叔母の偉大なるロワヤルという三人の人物から感化

を受ける。彼は、叔母サンバ・ディアロから、はっきりした理由もなく、勝利を得る術を習

得するためには新しい学校へ行かなければならないと説得される。小説後半では、フランス

で生活する彼が、神に対する信仰が揺らぐのを感じ、ついにはディアロベに帰郷するが、気

がふれて死ぬ。 

 

アミナタアミナタアミナタアミナタ・・・・ソウソウソウソウ・・・・フォールフォールフォールフォール（セネガル共和国、1941-） 

アフリカ近代文学パイオニアの一人。変動激しいセネガル社会に鋭い批判的な眼差しを向け、

社会に瀰漫している偽善と同世代の女性たちの父権重視の社会観を告発する。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
La Grève des battu ou les déchets humains, 1979, rééd. Serpent à plumes, 2004, 167 p.
（『敗者のストライキ、あるいは人間の屑』 ）1980 年度アフリカ黒人文学・グランプリ賞

受賞。 

実話に基づいた、物乞いたちのストライキ。物乞いたちは、観光振興に力を入れる政府当局

によって街から追い払われる。1979 年度ゴンクール賞候補作品。1980 年度アフリカ黒人文

学グランプリ賞受賞。2000 年にシェク・ウマール・シソコによって映画化。英語、ロシア

語、中国語、ドイツ語、フィンランド語、スエーデン語訳がある。 

 

L’Appel des arènes, Sepia, 1982, 144 p. 1982 年度ゴンクール賞候補作品、アフリカ文学国

際賞受賞、シェク・ディアイにより 2006 年映画化。ナラという、闘技に夢中になる思春期

の子どもの物語。闘技をもり立てるタムタム、グリオのダンスと唄に代表される伝統文化と、

ヨーロッパから流入する近代文化の相剋。一種の教養小説。 

 

ドンガラドンガラドンガラドンガラ・・・・エマニュエルエマニュエルエマニュエルエマニュエル（コンゴ共和国、ブラザヴィル、1941-） 

1990 年代終わりの大混乱の中、ブラザヴィルを去り亡命する。以後、アメリカ合衆国に在

住。 

邦訳：『世界が生まれた朝に』高野 秀行訳、小学館、1996 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Johnny chien méchant. - Le Serpent à plumes, 2002, 360 p『猛犬ジョニー』（Johnny Mad 
Dog というタイトルで 2008 年に映画化） 内戦で混乱するコンゴ。年兵ジョニーと少女ラ

オコルの物語。二つの声による語りは、最後に二人の出会いへと導く。 

 

ティエルノティエルノティエルノティエルノ・・・・モネメンボモネメンボモネメンボモネメンボ、ギニア、（1947－） 

1979 年に最初の小説を発表。アフリカにおける知識人の無力感とフランスに亡命したアフ

リカ人の苦難が主要なテーマ。 
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翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：：：： 
L'Aîné des orphelins, Seuil, 2000, 156 p.『孤児たちの兄』 ルワンダの大虐殺。虐殺者たち

によってなにもかも破壊される子どもたちの物語。理不尽で横暴な力が吹き荒れ、親たちは

理由もなく殺害される。以前はエスニックな対立もなく、暴力とは無縁だった村にあり得な

いことが起こる。ルワンダ版サン＝バルテルミーの虐殺。 

 

アブデゥラマンアブデゥラマンアブデゥラマンアブデゥラマン・・・・ワベリワベリワベリワベリ、、、、ジブチジブチジブチジブチ、（1965-） 

ジブチの小説家。12 ヶ国語（英語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語・・・）に翻訳さ

れている。フランス在住。2010～2011 年、ローマのアカデミー・フランセーズ≪ヴィラ・

メディチ≫の研究員。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補：    

Passage des larmes, Lattès, 2009, 249 p. ケベックに出掛けていたジブチの男が帰国する

と、祖国が西洋列強の餌食になっているという話。 

- 

アランアランアランアラン・・・・マバンクマバンクマバンクマバンク（コンゴ共和国 1966-）  

15 ヶ国語に翻訳されているアラン・マバンクは、アフリカ作家の新世代を代表する一人。

2006 年ルノドー賞受賞。米国でフランコフォン文学の講義を持ち、米仏を股にかけて暮ら

している。彼の全作品に対して、2012 年アカデミー・フランセーズ文学賞が贈られた。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Bleu-blanc-rouge, Présence africaine, 1998, 224 p (『青・白・赤』)  フランスへの移民

を夢見るコンゴのダンディーな男たちの物語。主人公のマサラ―マサラは≪パリジャン≫の

モキが彼をフランスに連れて行ってくれることを夢見ていた。しかし、パリに着くやいなや

彼は現実と夢とは違うことを見いだす・・・。 

 

- Black bazar, Seuil 2009 （『黒いバザール』）恋の病で意気消沈している、コンゴの洒落

男の話。ある日パリを散歩していると、とある書店に黒山のような人だかりができている。

なんだろうと近寄ってみると、自著にサインをしているハイチの作家ジャン＝フィリップに

出会う。それが切っ掛けで彼の人生は根底から揺さぶられることになる。 

 

Le sanglot de l’homme noir, Seuil, 2012.（『黒人の嘆き』評論）ネグリチュードを乗り越え

た、アイデンティティの多様性についての考察。 

 

ファトゥファトゥファトゥファトゥ・・・・ディオムディオムディオムディオム、（セネガル共和国 1968-） 

ファトゥ・ディオムはセネガル生まれ、ストラスブール在住。日本語にも翻訳され、2010

年に在日フランス大使館が日経新聞の協賛を得て企画したイベント≪女性たち@東京≫の折

に来日。 

邦訳：『大西洋の海草のように』飛幡 祐規訳、河出書房新社、2005 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

- Kétala, roman, 2006, Éditions Flammarion: 空想小説、アフリカの事物が自らの性格を語

る。 

-Celles qui attendent,  2010, Éditions Flammarion（『待つ女たち』） アフリカから見た移

民問題。 

 

注注注注 他に、翻訳の対象になりうる作家 
Henri Lopes, Ouologuem, Léonora Miano, Koffi Kwahulé, Ken Bugul 
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III. フランスフランスフランスフランス領領領領カリブカリブカリブカリブ海域海域海域海域 
 
エドゥアールエドゥアールエドゥアールエドゥアール・・・・グリッサングリッサングリッサングリッサン（マルティニク生まれ 1928-2011） 

エメ・セゼールが取り上げたネグリチュードのテーマを新しい角度から捉え直し，深化させ

た。すでに翻訳があるが、十分に紹介されているとは言い難い。 

既訳既訳既訳既訳：：：：    

『レザルド川』（小説）恒川邦夫訳、現代企画室、2003 

『全－世界論』（評論）恒川邦夫訳、みすず書房、2000 

『〈関係〉の詩学』（評論）管啓次郎訳、インスクリプト、2000 

『多様なるものの詩学序説』（評論）小野正嗣訳、以文社、2007 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Le quatrième siècle（『第四世紀』）, Seuil, 1964, 320p. ロンゲという逃亡奴隷とプラン

テーション内に留まって生活することを選んだベルーズという二人の奴隷と、その子孫が

たどる対照的な歴史が語られる。二人の家系は植民地主義への抵抗と解放の二様の試みを

体現している。 
Tout-Monde『全世界』, Col. Folio, Gallimard, 1995, 624p. グリッサンの小説群に登場する人

物たちが本作品にも登場する。現代を舞台として、世界の多様性を語る最も重要な作品と

いっても過言ではない。 
 
ラファエルラファエルラファエルラファエル・・・・コンフィアンコンフィアンコンフィアンコンフィアン（マルティニク生まれ  1951 - ） 
多作な作家ラファエル・コンフィアンは、日本でも紹介されているが、フランスでは、ヴィ

シー政権下のマルティニクを描いた『ニグロと提督』で知られるようになった。『コーヒー

の水』は、11 月賞を受賞している。『クレオール礼賛』を、パトリック・シャモワゾー、

ジャン・ベルナベと共に執筆している。 
 
既訳既訳既訳既訳： 
『コーヒーの水』（小説）塚本昌則訳、紀ノ國屋書店、1999 
『朝まだきの谷間』（評論）恒川邦夫・長島正訳、紀ノ國屋書店、1997 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Nué ardente, récit, 2002, 356p.1902 年のプレ山の噴火によって灰塵に帰したマルティニクの

中心都市サンピエール市の最期の日々を描く。クレオールたちの生活が生き生きと描かれ

ている。 
 
Black is Black, éd. Alphée, 2008, 263p.アベルという小説家が創作に行き詰まり、「黒人」

のアイデンティティを語る黒人指導者たちに惹きつけられ、エジプトの神々に導かれ母な

るアフリカの土地に帰還する。 
 
マリーズマリーズマリーズマリーズ・・・・コンデコンデコンデコンデ（グアドループ生まれ  1937 - ） 
グアドループ・ポアンタ＝ピートルに生まれたマリーズ・コンデは、多くの作品の著者であ

り、数多くの文学賞を受賞し、12 の言語に翻訳されている。邦訳もある。 
既訳既訳既訳既訳： 
『越境するクレオール』三浦信孝編訳、岩波書店、2001 
『生命の樹』管啓次郎、平凡社、1998 
『わたしはティチューバ セイラムの黒人魔女』新生社、1998 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
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Les derniers tois mages, Gallimard, 1995, 310p.アフリカの王を祖先として持つという、い

までも根強く残っているアンティルの信仰。カリブ海諸島におけるアフリカの伝統を語る。 
 
Histoire de la pays femme cannibale, 2005, 351p. アフリカ諸国、アメリカ合衆国、日本と、

多くの国を渡り歩く女性ロザリー・ティボダンの物語。この女性のオデュッセウスを捉え

て放さない標識があるとしたら、ケープタウンの街中で殺されることになるステファンへ

の愛だけである。ロザリーは南アフリカで生きる術を学ぶことになる。 
 
シモーヌシモーヌシモーヌシモーヌ・・・・シュヴァルツシュヴァルツシュヴァルツシュヴァルツ＝＝＝＝バルトバルトバルトバルト（76 歳、グアドループ生まれ） 
グアドループのポアンタ＝ピートル、パリ、セネガル・ダカールで学業を積んでいる。1959
年にアンドレ・シュヴァルツ＝バルトと出会い、共に『青いバナナ添えブタ肉料理』(1967)
を書いた。彼女の処女作『奇跡のテリュメに雨と風』(1973)は大きな成功を収め、たちまち

アンティル文学の古典になった。日本ではまだ未紹介。 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Pluie et vent sur Télumée Miracle. （『奇跡のテリュメに雨と風』） Seuil, 1972, 256p. テ

リュメという、独立心の強い、しっかりした女性の少女時代から晩年までを語った物語。

まだ長年の植民地支配の重み（白人たち、プランテーション、貧困）にひしいでいるグア

ドループ島に生きる黒人女性の幸福と不幸。 
 

ダニエルダニエルダニエルダニエル・・・・マクシマンマクシマンマクシマンマクシマン（1947 - ） 
プレザンス・アフリケーヌ社の文学編集部長、FM ラジオ局フランスキュルチュールのフラ

ンス語圏文化番組のディレクターを歴任している。1989 年には文化省から任命され、

1989 年から 1997 年までグアドループ文化部部長を務め、1998 年には、1848 年の奴隷制

廃止 150 周年の記念事業の委員長を務めた。 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Souffrières, Seuil, 1987, 266p. グアドループの火山スフリエール山が大噴火しそうな兆候が

顕れて島全体がパニック状態に陥るにもかかわらず、演劇活動を続ける若者たちの 5 日間

を語る。 
 
L’Île et une nuit, Seuil, 2002, 171p. 巨大なハリケーンが接近して大荒れの天候の中、マリ

ー・ガブリエルは家に閉じ籠もり、物語を自分に語ったり、他の人々に聞かせたりして恐

怖に耐えるが、最後は海に流される。 
 
エルネストエルネストエルネストエルネスト・・・・ペパンペパンペパンペパン（1950 - ） 
フランス語の教師を務めながら、文芸批評家、テレビ局フランス 3 の文芸番組担当者として

活躍。政治家でもある。また、アメリカ島嶼文学賞の創設委員、フランス海外テレビ網

RFO 文学賞審査員、エドゥアール・グリッサン創設によるカルベ賞審査員も務めている。 
 
翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Toxic Island, Desnel  2010, 183p. 地上のパラダイスを売り物にする島の裏面を描く。無為と

お祭り騒ぎの中で酒と麻薬に浸り、現在を刹那的に生きる、過去の記憶を失った若者たち

の姿。 
Tambour-Babel, Gallimard, 1996, 235p. アフリカ伝来の打楽器のリズムに乗せて語られる

民話の伝統を題材にした物語。 
L’Homme-au-bain, Gallimard, 1992, 188p.「杖をもった男」といわれる恐るべき、しかしま

た、どこか滑稽な伝説的人物の物語。彼は女たちを恐怖に陥れてはレープし、次々に孕ま

せる。 
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他に、Jean Bernabé, Gisèle Pineau も翻訳に値する作家である。 
 
IV. ハイチハイチハイチハイチ 
 
ジャックジャックジャックジャック＝＝＝＝ステファンステファンステファンステファン・・・・アレクシスアレクシスアレクシスアレクシス（ハイチ、1922-1961） 

Compère général soleil (1955) rééd. Gallimard coll. l’imaginaire, 1982, 350 p.（『ソレイユ将

軍』）ポルトープランスに生きる薄幸な黒人青年ヒラリウス・ヒラリオンは、飢えて盗みを

働く。彼は警察が捉えられ、ひどく殴られた後、留置所にぶち込まれる。そこで知り合った

共産党党員から、この世のよいものはすべてアメリカのボスに奪い取られているのだと教え

られる。出所すると、ヒラリオンは共産党員になる。浜辺で知り合ったクレール＝ウールー

ズと結婚し、子供が生まれる。ヒラリオンはついに喜びを知ったのだ。しかし、それは長続

きしなかった！ファシストによって、白昼に殺されるのである。 

邦訳：『太陽将軍』里見三吉訳、新日本出版社、1965 

 

ルネルネルネルネ・・・・ドペストルドペストルドペストルドペストル（ハイチ生まれ 1926 - ） 

ハイチを逃れて亡命。キューバ、パリに移り住む・・・現在は、フランス、オード県の小村

レジニャン・コルビエールにキューバ人の後妻とともに暮らしている。この分野のパイオニ

ア。ヴォドゥ信仰に立脚した文化的伝統を描き、たとえば、土地に伝わる民話を魅力的に伝

える人物が登場するような作品群がある。エメ・セゼールに共感したネグリチュード作家の

一人。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

Hadriana dans tous mes rêves, roman, Paris, Gallimard, 1988; Folio 1990, 213 p.（『私の夢

の中のアドリアンヌ』） アドリアンヌという若い女性の物語。作品はヴォドゥ的性格に満

ちている。アドリアンヌはジャクメル一の美人だったが、結婚の当日に死ぬ。しかし、実際

には魔法にかけられていたのであった・・・このハイチ文学の古典はルノドー賞を受賞して

いる。 

 
Ainsi parle le fleuve noir précédé de Esclave, Esclavage de Victor Schoelcher, Paris, Paroles 
d'Aube, 1998, 127 p.『黒い河はかく語った。「ヴィクトル・シェルシェールにおける奴隷と

奴隷制」付』 アメリカ、アフリカ、カリブ海地域の黒人論者たちを論じ、ハイチを語る評

論。 

 

Bonjour et adieu à la négritude, essai, Paris, Laffont, 1980; 1989. 257 p.（『ネグリチュード

よ、こんにちは、さようなら』 クレオール性が唱えられる時代における、ネグリチュード

（セゼール、ダマス、サンゴール）、その効力と限界ついての考察。 

 

ジャンジャンジャンジャン・・・・メテリュスメテリュスメテリュスメテリュス（ハイチ生まれ 1937 -） 

ハイチで成人し、1959 年にフランスに移住。典型的なハイチの≪人間喜劇≫とも言えるヴ

ォルテクス一家の物語で知られる。英語、ロシア語、オランダ語、イタリア語に翻訳されて

いる。一連の小説の成功により二度、アカデミー・フランセーズ賞を受賞。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

- La famille Vortex, Gallimard, 1982, rééd. 2010, 274 p.（『ヴォルテクス家』）：船乗りソ

ロンと妻オルガ、アラワク・インディアンの末裔と彼らの子孫。政治の嵐によってずたずた

に引き裂かれても暴君の体制に対決して闘う一家の叙事詩。 
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- ou Louis Vortex. Paris: Messidor, 1992; Paris: Maisonneuve et Larose / Emina Soleil, 2005 :
（『ルイ・ヴォルテクス』）：独裁者アリステドに追放され、フランスに亡命するルイ・ヴ

ォルテクスの物語。パリで亡命生活を送りながらハイチに思いを寄せて生きることの意味。 

 

リオネルリオネルリオネルリオネル・・・・トルイヨトルイヨトルイヨトルイヨ（ハイチ生まれ 1956 - ） 

クレオール語とフランス語で書く。この世代で最も重要なハイチ作家の一人。ジャーナリス

トでもあり、ポルトープランスでフランス文学・クレオール文学を教える教授でもある。物

語という形式を通して、ハイチのデモクラシーを擁護することに専心している。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 

- Bicentenaire. Arles: Actes Sud, 2004, 150 p.：2003～2004 年の学生運動と流血弾圧の物語。 

 
Rue des pas perdus. Port-au-Prince: Editions Mémoire, 1996; Arles: Actes Sud, 1998, 144 p. 
淫売屋の女主人、インテリ男、タクシーの運転手が語る、「聞くにたえないひどい夜」、す

なわちハイチで起きた政治的暴力の悲劇のかずかず・・・ 

 

L'Amour avant que j'oublie, 2007 : 182 p.：50 歳になった作家が愛を打ち明けるのにふさわ

しいときが来た途端にことばを忘れる。何を考えていたのかわからなくなり、全く違うこと

を話しだす。 

 

『Les Enfants des héros. Arles: Actes Sud, 2002, 134 p.：二人の少年が、父親を暗殺された

のちにたどる悲しい物語。 

 

Haïti, le dur devoir d’exister, Mémoire d’encier 2010, 78 p.（『ハイチ、存在せよという困難

な義務』） 

 

ルイルイルイルイ＝＝＝＝フィリップフィリップフィリップフィリップ・・・・ダランベールダランベールダランベールダランベール（ハイチ生まれ 1962 - ） 

ポルトオープランスに生まれ、デュヴァリエ独裁政権のもとで育ち、フランスに留学。現在

は、ベルリン、パリ、ポルトオ＝プランスに在住。 

 

翻訳候補翻訳候補翻訳候補翻訳候補： 
L'Autre Face de la mer, roman, Stock, Paris, 1998. éd. du Rocher », Paris, 2005. Éditions 
des Presses nationales, Port-au-Prince, 2007 : 205 p.：ハイチに関する小説、奴隷到来のと

きと亡命決行のとき。 

 

Les Dieux voyagent la nuit, roman, Éditions du Rocher, Monaco, 2006, 220 p.（『夜の旅を

続ける神々』）ニューヨークにいる語り手が遠い昔の子供時代を思い出して語るヴォドゥ儀

式の話。 

（ルイ＝フィィップ・ダランベール、ダヴィッド・ダモアゾン、ラエネック・ユルボンが

共に著したヴォドゥの本、『ヴォドゥ！天使のための太鼓』を一緒に収録して出版すること

もできるだろう。写真が収録された人類学的なヴォドゥ論。 

 

Rue du Faubourg Saint-Denis, roman, Éditions du Rocher, Monaco, 2005, 171 p.:（『フォブ

ール・サン＝ドニ街』） 

：ハイチの亡命者が語る、パリの街。 

 

その他、Franketienne, Gary Victor 


