
 1 

 
 

 

フランス人による小説フランス人による小説フランス人による小説フランス人による小説    推薦推薦推薦推薦 55550000 作品作品作品作品        
 

 
フランスの古典作品が確固たる価値を誇る中、今日、日本で翻訳し、出版されるべき作品はどのような作品でしょう。ヌーヴ

ォー・ロマンと呼ばれる流派の後、どのような作家や小説が、フランスの現代小説の分野で活躍しているのでしょうか。 

 

アンスティチュ・フランセ日本と在日フランス大使館は、国内でまだ日本語訳が出版されていない 50 の推薦作品を紹介します。

これらの作品翻訳出版は、優先的に以下の助成の対象となります。 

 

翻訳出版助成プログラム（ＰＡＰ） 

翻訳家育成プログラム（翻訳家のためのフランスでの滞在プログラム） 

フランス大使館/IFJ 指定の作家・作品に対する助成 

 

詳しくはアンスティチュ・フランセ日本、在日フランス大使館のサイトをごらん下さい。 

 

    

MINUITMINUITMINUITMINUIT 社出版作品社出版作品社出版作品社出版作品    
 

 
 

    François Bon 『『『『Sortie d'usine』』』』1982 年年年年 

Minuit 出版, 176 ページ 

 

社会のリアリズムとヒューマニティを融合する François BON は今日、労働者の生活

に最も寄り添った作家です。悲惨主義に陥ることなく現実を描くことにたゆまず注

意しながら、単純作業の繰り替えしの生活、職場での事故によって不合理に急転し

てしまう暮らし、ストライキ、ビラ配り、労働組合、そして退職生活への幸せに満

ち足りた約束などを題材に、つましい暮らしを送る人々を生き生きと描いていま

す。フランスに限らず何処にでも見られる工場の世界を正確に描くことで、現実主

義文学の新たな扉が開かれています。 

 

 
 

 

Tanguy Viel 『『『『L’absolue perfection du crime』』』』2001年年年年 

Minuit出版, 176ページ 

 
ヌーヴォー・ロマンの、そして文学と映画の対話の後継者である Tanguy Viel は、今

日特筆すべき作家の一人です。公然とシネマ・ノワールからの影響を受けた作家

は、読者を推理映画の世界に引き込みます。この小説はブルターニュのギャングに

よるカジノ強盗をめぐる物語です。しかし、傑作映画でよくみられるように、この

強盗のエピソードは、ブルターニュとその海辺の景観の雰囲気を語る題材に過ぎま

せん。欠落、希望、矛盾を抱えた家族の肖像を描き出す機会でもあるのです。まる

でジャズ音楽を背景にした、フィルム・ノワールのようなリズムを持つ小説です。 

 

Eric Chevillard, 『『『『Le vaillant petit tailleur』』』』2003 年年年年 

Minuit 出版 256 ページ 

2003 年度ウェプレール賞受賞作品 

 
率直に言って、たわ言のカタはついていると思っていた。子供だった時代は過ぎ去っ

てしまった。いさましいちびの蝿の殺し屋（グリム童話の『いさましいちびの仕立て

屋』のこと）の話ももう昔の話。ところが突然、人々の想像からぞんざいに生み出さ

れ、言い伝えのあらゆる災難を蒙ったのち、19世紀初頭、グリム兄弟によってぶざま

な「いさましいちびの仕立て屋」の姿で記録されたこのストーリーの、当初は存在し

なかった、誠意と責任感溢れる作者だと主張する作家が現れる。作家は物語のかよわ

い主人公を、神話の英雄に格上げしてやるつもりでいるのだ。高尚な企画だが、この

英雄は、いさましいちびの仕立て屋のことなのか、それとも作家自身のことなのか？

巨人やユニコーンが暮らす神話の世界では、それほど突飛な推測ではないのかもしれ

ない。 
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VERTICALESVERTICALESVERTICALESVERTICALES 社出版作品社出版作品社出版作品社出版作品    

    

    

    

    
    

    

Maylis De Kerangal, 『『『『Réparer les vivants』』』』    2014 年年年年 

Verticales 社出版, 288 ページ. 

2014 年、RTL（ラジオ局）図書大賞受賞作品 

 

『 Réparer les vivants（生ある者を治せ、の意』は、心臓移植に関する物語です。

抒情詩のように、ちょうど 2    
4 時間の間に存在と空間を描写し、声と行為を次々と交差させていきます。緊張と忍

耐、突然の激しい加速と瞑想のような停止を備えたこの小説は、器官としての機能

を超えた心臓が、情動の中枢・愛の象徴として据えられた、集団でありながらも親

密な精神的冒険を描写します。    

 
    

    

    

    

Olivia Rosenthal, 『『『『Que font les rennes après Noël ?』』』』    2010 年年年年 

Verticales 社出版, 214 ページ. 
2011 年度、インター（ラジオ）図書賞受賞作品 

 
動物好きでいらっしゃるのなら、この小説は動物たちとあなた自身の物語、サンタ

クロースが橇でプレゼントを持ってきてくれると信じていた子供が、ある日、それ

が真実ではないと気がつかされる女の子の物語です。大人になって、解放されてい

かなければならない。それは困難で、不可能にさえ思えます。結局のところ我々

も、自分たちが檻に閉じ込め、育て、保護し、口にしている動物たちと変わらない

のです。あなた自身も閉じ込められ、育てられ、教育を受け、保護されています。

そして、あなたも、動物たちも、そのすべを知らないまま何とかか、自分たちを解

放していく方法を見つけ出さなければならないのです。    

 
    

    

    

    

Arnaud Cathrine, 『『『『Je ne retrouve personne』』』』    2013 年年年年 

Verticales 社出版 230 ページ    

    
実家を売却するためヴィレーヴィルに繰り出したある秋の日曜日、オレリアン・デ

ラマールは、そこに一泊しかしないはずだった。だがその滞在は（物件のではな

く）彼自身の現状明細書であるかの様子で、延長されていった。思春期から蘇らさ

れた亡霊を前に、オレリアンは、自分に課せられ、時には自分で好んだ孤独の根源

の憶測に至るまで、自分の人生を問い直してみるのだ。殆どよそ者になって戻って

きた生まれ故郷を前に、形を変えて疑問が沸く ― 既に知っている誰かを探して

会うべきなのか、それともついに誰かに出会うのだろうか？    

 
    

François Beaune, 『『『『La lune dans le puits』』』』    2013 年年年年 

Verticales 社出版  514 ページ 

 
2011 年 12 月から 2013 年まで、フランソワ・ボーヌは、実話を求めて 地中海沿岸

に旅立ちました。自身の話も含めたおよそ 200 のストーリーを書き写し、それらを

子供時代から死までの年齢別に並べたのです。まるで、ひとりの、そして集団的個

人の想像による自伝のように。『 La lune dans le puits（〝井戸の中の月〞の意）』

は、伝統に反し、人間性の始まりを物語る現代の伝説を抱えた人々の、庶民に纏わ

る並外れた、波乱万丈の物語です。 
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Arno Bertina, 『『『『Je suis une aventure』』』』    2012 年年年年 

Verticales 社出版 496 ページ 

 
2008 年、ロジャー・フェデラーが、いくつかの試合に負けだした。パニック、「史

上最強のテニスプレーヤー」が失墜間近…フェデラーに、天賦の才能があったとし

たら、それをすっかり失ってしまった可能性はあるのか。だとしたら、またそれを

取り戻すことはできるのだろうか。彼に取材をしに来たスポーツ・ジャーナリスト

が、カリフォルニア、ロンドンそしてマリまで密着し、この追跡に寄り添った。愉

快な物語の間中、アルノ・ベルティナは、ピルシグやトローといった作家のみなら

ず、マイク・タイソンまで掛け合わせたようなスタイルの神経質・妄想的なフィク

ションで、公に知られた実在の人物像を拝借し、変貌させる賭けに出たのです。    

 

GRASSETGRASSETGRASSETGRASSET 社出版作品社出版作品社出版作品社出版作品    

 

 
 

 

 

Véronique Olmi, 『『『『Cet été là』』』』 2011 年年年年 

Grasset 社出版  288 ページ 

2011 年メゾン・ドゥ・ラ・プレス賞受賞 

 
例年のように、3組の夫婦友達が、パリ祭（革命記念日）をノルマンディーの海岸で

過ごす。毎年の、ちょっとしたしきたりだ。楽しいひと時。ところが今年は見知ら

ぬ少年が、この小さな友達の輪に介入、おそらくは意図せぬうちに彼らの昔の罪悪

感、傷、秘密をよみがえらせる。数日のうちに、彼らの運命が急変する。『Cet été 

là（〝あの夏〞の意）』は、幸せを望んでいるはずの生活の小さなひび割れが、嘘や

妥協に伴って広がるという脆弱さを題材にした小説です。過去が過ぎ去り、明瞭さ

が無頓着さに、疑いが若さに取って代わる時の、孤独を描いた真の小説なのです。

男であること、女であること。それすら私たちは理解しているのでしょうか。どの

ようにすれば理解できるのでしょうか。 

 

 

 
 

Simon Liberati, 『『『『Jayne Mansfield 1967』』』』 2011 年年年年 

Grasset 社出版  208 ページ 

2011 年度、フェミナ賞受賞 

 

無残に壊れたビューイックの上には、34 歳の「ハリウッド映画スター」、ラスヴェ

ガスのストリッパー、50 年代に名を馳せた一人のセックス・シンボルであった一人

の女性がいた。シモン・リベラティは、真価を認められないまま最もカメラの被写

体となった女優、ジェーン・マンスフィールドを生き返らせ、恋しているかのよう

に彼女の人生の最も暗い奥底を探り、ヒッピー文化の真っ只中、ハリウッド全盛期

の終焉期にさしかかっていた時期の、彼女の人生の最期を辿るのです。そこで取り

上げられるのは盛り髪のかつら、ＬＳＤ、悪魔崇拝、チワワ、喧嘩の耐えないカッ

プル、常軌を逸した生活、ジェイムス・ディーンのような死、5人の孤児…トゥルー

マン・カポーティーや映画監督ケネス・アンガー直系の病的嗜好の話法で語られる

不吉な物語です。 

 

 

 
 

 

 

 

Sorj Chalandon, 『『『『Quatrième mur』』』』    2013 年年年年 

Grasset 社出版  336 ページ 

2013 年度、 高校生によるゴンクール賞受賞 
 
「サムのアイデアは素晴らしく、そして狂っていた。劇作家ジャン・アヌイによる

『アンティゴネ』をベイルートで上演すること。一陣営から男性、もう一陣営から

女性の俳優を選び、戦争から 2 時間の時間を奪うこと。そして、この破壊された中

庭や荒れ果てた地に囲まれた不遇な舞台に、これらの敵対する人々を寄せ集めるこ

と。サムはギリシャ人であり、ユダヤ系で、ある意味、私の兄のような存在だっ

た。ある日、彼は私に、この詩的な停戦に参加するよう誘った。そして私はそれに

応じた。大した舞台人でもない私に、約束させたのだ。1982 年 2 月 10 日、私は平和

に手を差し伸べながら、ベイルートへ向かった。戦争が、私に容赦なくその手を差

し出す前に…」 
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Charles Dantzig, 『『『『Un avion pour Caracas』』』』    2011 年年年年 

Grasset 社出版  304 ページ 

 
「人生とは、苦しみから気を紛らわせるために円窓を覗き込むような、旅客機での

旅なのです。この小説は 747 機がカラカスに向けて離陸し、着陸するところで終了

します。その間、語り手はベネズエラで失踪した親友を探しに向かいながら、人生

の円窓をのぞきこみます。友情の問題。彼の親友は彼に酷いことを言った。男女関

係の問題。彼の親友は、彼女から棄てられていた。政治の問題でもある。親友はユ

ーゴ・チャベスの調査のため、ベネズエラに向かっていた。名前、笑い、愛、ラム

酒、太洋、潮のように世界を飲み込むポピュリズム、機内での移動中に起こる全て

の事柄。私たちについての問題なのです」 

 

 
 

 
 

Yann Moix, 『『『『Naissance』』』』 2013 年年年年 

Grasset 社出版  1152 ページ 

2013 年度、ルノド賞受賞作品 

 
誕生は、生物学的に行われるわけじゃない。自分たちの親は自分で選べるわけだ

し。生まれてくるってことは、自分の親とどうやって別れるか、ってことなんだか

ら。父親を殺しはせずに、自分が息子であるという事実を消すこと。自分の血を後

に残すということではなく、自分の遺伝子から解放されること。精神上の両親を探

し、みつけること。出生よりも、どう生きていくかということが肝心なんだ。生物

学的な誕生なんて、その辺の子犬や、蛙、野ネズミ、牡蠣と変わらない。精神的に

生まれ変わること、自分として生きること、自分の遺伝子から逃れること…誰かの

息子として生きるより、孤児であることを好み、プログラムされた人生より養子縁

組であることを望んだり、後継ぎとして生きるより、家出することを望む者には、

そんなに難しくないはずだ。全ての誕生は己の前に存在し、死は後に存在する。両

親が僕に命をくれたって？やつらから、出来るだけ早く自分の命を取り返さなき

ゃ。 

 

 
 

Frédéric Beigbeider, 『Un roman français』』』』    2009 年年年年 

Grasset 社出版  288 ページ 

2009 年ルノド賞受賞作品  

 
「これは離婚の際、前の世代が 2 つの大戦の不幸を口にしなかったように、だんま

りを決め込んだ 70 年代のエマ・ボヴァリーのお話、見捨てられ、復讐のために遊び

人となり、傷心のためにシニカルな父親になってしまった人物のお話です。自分の

親に似ないよう努力した兄、そしてその兄に似ないよう努力した弟の話、自滅した

国で、結婚に失敗し、塞ぎこんだ親に育てられた、憂鬱な少年の話、勝利したと思

わせながら実際には両大戦に敗北し、大したことはないと思わせながらも実際には

植民地を備えた帝国を失ってしまった国の話。新たな人間性、君主制であったカト

リックの国が、どのようにグローバル化した資本主義者になったかのお話です。そ

れが私の生きた人生―『 Un roman français（フランスの小説、の意）』」 

 
 

ACTES SUD 社出版作品社出版作品社出版作品社出版作品    

    

 

Jérôme Ferrari, 『『『『Sermon sur la chute de Rome』2012 年年年年 
Babel 社出版  208 ページ  
2012 年ゴンクール賞 

 

移住者とともに、かつてからの住民が作り上げた惨めな帝国、コルシカ島の小さな

村は、墜落の始まりに揺るがされる。理性の喪失、あるいは魂の腐敗を代償に、現

実世界の誘惑のために全てを犠牲にし、肉欲あるいは幸福、あるいは英雄的に振舞

う夢に支配され、それ以外の世界は存在し得ないと信じたがった、数人の起こす転

落の始まりに… 
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ALBIN MICHEL 社出版作品社出版作品社出版作品社出版作品    

    

 
 
 
 

Gérard de Cortanze, 『『『『Assam』』』』 2002 年年年年 
Albin Michel 社出版  544 ページ 
2002 年度ルノド賞受賞作品 
 
反逆の貴族、アヴェンティノ・ロエロ・ディ・コルタンツェが、不確かな茶葉の新

芽を求めてインドへ旅たった。全く何の知識も無い国であったにも関わらず、結果

的にそこで 5 年も過ごすことになる。自分の理想の女性像を構成するかもしれない

二人の女性に心を奪われた男性の精神的な冒険、『 Assam（アッサム）』は、一人

の女性への献身の必要性、自分の存在そのものの基盤である過去や昔風の生き方を

否定する事無く、突き進む現代化を受け入れなければならない困難を描いていま

す。 

 

 
 
 

Eric Neuhoff 『『『『Un bien fou』』』』    2001 年年年年 
Albin Michel 社出版  216 ページ 

2001 年度、アカデミーフランセーズ小説大賞受賞 

 
「あなたは私の人生を粉々にしたゲス集団の一味だ。あなただけじゃない。私が尊

敬していた作家のほとんどがそうだ」モードと話者が、ローマ沖の島で作家に会っ

た時、これから何が起こるかなど、知る由もなかった。世界中のマスコミを避け、

30 年間、一作も出版をしなかった、アメリカの著名で最もミステリアスな作家、セ

バスチャン・ブルッキンジャー。何時も自分の崇拝の的には気をつけたほうがい

い。 

GALLIMARD 社出版社出版社出版社出版 
 

 

 
 
 
 
 

Alexis Jenni, 『『『『L’art français de la guerre』』』』 2011 年年年年    
Gallimard 社出版 640 ページ 

2011 年度、ゴンクール賞受賞作品 

 

「調子が悪かった。何もかもがうまく行っていなかった。終わりを待っていた。ヴ

ィクトリアン・サラニョンに出会ったとき、物事がこれ以上悪化することなどあり

えなかった。彼は、我々を悩ませる終焉の無い 20 年戦争を戦いながら、自分の軍隊

と血まみれになりながら世界中を駆け巡っていた。そんな中で彼は私に絵の描き方

を教えてくれた。植民地軍のなかで、絵描きは彼だけだった。だけど、軍ではそん

なことはおかまいなし。彼は私に絵の描き方を教えてくれ、その代わりに私は彼の

物語を文章にしてあげた。彼の語りで、私は自分の穏やかな街に血の河が流れたこ

と、変わらぬフランスの戦争術を体験し、毎回同じ理由、フランス特有の理由で起

こり続ける暴動を体験した。ヴィクトリアン・サラニョンは、我々の言語である、

戦争に憑かれたフランス語を通して、当時のことを教えてくれたのだ」  

 

 
 

Christophe Ono-dit-Biot, 『『『『Plonger』』』』    2013 年年年年    
Gallimard社出版  448 ページ 
2013 年度アカデミー・フランセーズ小説大賞受賞 

2013 年度高校生によるルノド賞受賞 

 
ひとりの男性が熱愛した女性について調べている。数ヶ月前、彼女は、行き先を告

げぬまま彼に幼い息子を残し、出て行ってしまった。彼女はアーティストで、名前

はパスと言った。太陽のように明るく、心配性ではあったけど才能のある芸術家

で、ヨーロッパで息が詰まりそうになっていた。息子に母親の説明をするために、

出会い、付き合い始めて間もない頃、パスのアート界での出世、子供の誕生、と、

二人の恋愛の歴史を遡るのであった。そして、どんな理由で結果に至ったのかを解

明しようと試みる。古き欧州の秘宝から新世界の大都市、美術館の大理石から全て

を洗い流すような砂浜まで、『 Plonger 』は、愛することが益々困難になってきた

私たちの生きる現代の夫婦の物語なのです。 
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Aurélien Béranger, 『『『『L’aménagement du territoire』』』』 2014 年年年年 
Gallimard 社出版  448 ページ 

2014 年度、フロール賞受賞作品 

 

フランスは遠い景色になってしまった。歴史に葬られた村で、ひとつの城が、川沿

いで荒廃している。だが、高速列車路の工事が、遠い過去から、この場所で眠り続

けている何かを目覚ませることになる。各々が各自の利害のために事を進めようと

する秘密の陰謀。そうして、村は、工事の反対者と、建設者の間の容赦ない争いの

劇場と化す。利害、策略、時代の要素も加わって、全ては打ち消しになろうとす

る。と同時に、まだ何でも起こりえる。そしてすぐにもＴＧＶが、秘密の陰謀を隠

蔽してしまうだろう。 

 

 
 
 
 
 

Pierre Assouline, 『『『『Double vie』』』』 2000 年年年年 
Gallimard 社出版 272 ページ 
2001 年度、本屋大賞 

 

「人の親密さを体験することはできる。特にカップルの場合は、相手を熟知してい

たつもりでも、突然、見た目には大したことのない事柄やとるにたらない一言で、

その人のことをさらに知ることになる。ごくわずかな時間の間に、相手は自分が考

えていたような人ではなかったことに気がつく。自分以外の人間には、影の部分が

あるものだ…そこから、私の描く人物は、二重性に気がつく。何処で嘘は止み、ど

こから裏切りは始まるのかと」 

 
 
 
 

Pierre Péju, 『『『『La petite Chartreuse』』』』    2002 年年年年 
Gallimard 社出版 208 ページ 
2003 年度、インター（ラジオ）図書賞受賞作品 
 
「ヴォラールにとって、エヴァは、修道女のようになっていた。おとなしく、誓い

を立てることなしに。蒼白の修道女。隔離された子供。声、喜び、子供時代を奪わ

れた子供。〝修道院〞でのさすらいにつれ、ヴォラールがこの幼い娘といて感じた

のは、事故の不条理な、のしかかるような重さではなく、緩やかな歩み、静寂、取

るに足らない事柄についての瞑想などの儀式による不可解な慰め、安堵、安らぎで

あった。殆どどんな合図も出さないような彼女ほどの小さな存在が、どのようにし

てヴォラールに、ほのかな均衡をもたらし、脆くも満ち足りた必要に応えてくれる

のか。全てが本屋と病院の行き来に要約される不明瞭な気持ちが、エヴァと共に施

設と壮大な自然を行き来する中で、さらに強まっていく」 

 
 

Pierre Bergougnioux, 『『『『Miette』』』』    1996 年年年年 
Gallimard 社出版 160 ページ 
1995 年度、フランス・キュルチュール（ラジオ）賞受賞作品 

 
「リムザンの花崗岩の高台地は、永遠への最後の砦であった。少人数の人々が、

血、土地、身分に課された、古くからの役割を繰り返し演じていた。それから、時

代の息吹が、高台にも吹きつけた。この大きな動きが、彼らを根こそぎにし、背景

を変えたのだ。過ぎ去った世界の、最後の言葉、最後のしぐさを明示しようと試み

た作品。 
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Pierre Jourde, 『『『『La première pierre』』』』    2013 年年年年 
Gallimard 社出版 208 ページ 
2013 年度、ジャン・ジオノ大賞受賞作品 

 

ピエール・ジュルドは、2005 年に、大きな話題を巻き起こした事件を見直す。自身

の著作、『 Pays Perdu（失われた故郷の意））））』が出版された際、物語の舞台となっ

た、オヴェールニュ地方の住民が、この作家と、作家の家族を襲撃しようとした。

皆から慕われていた街を称えたその作品は、街の一部からは侮辱として捉えられて

いた。『 La première pierre 』では、『 Pays Perdu 』の出版に伴い生じた暴力沙

汰を再び描き、その理由に関する興味深い分析を行った。また、ジュルドは、文学

の力の素晴らしい立証と同時に感動と、この地方と他の街とは違った時代を生きる

人々への賛美に満ちた物語を提供している。 
 

 
 
 
 
 

Yann Quéffélec,『『『『Noces barbares』』』』    1985 年年年年 
Gallimard 社出版 352 ページ 
1985 年度ゴンクール賞受賞 

 

無残な婚姻と、報われなかった大恋愛の結果生まれたリュドヴィックは、若すぎる

母、二コルとその祖父母に嫌われ、幼少期を屋根裏部屋で隠れて過ごした。ニコル

が、リュドヴィックを守ろうとする善良で、裕福な機械工の、ミショとの結婚後

も、状況はほとんど変わらなかった。失恋に傷つき、アルコールに溺れ、夫を見下

すニコルは、リュドヴィックを、軽度の知的障害者の施設に閉じ込める。しかし彼

は、施設で考えられているような情緒の発達の遅れた子供ではなく、大好きで、心

配な母親のことを夢見るのを止めない。初恋のときでさえ、母親の影を感じずには

いられないのだ。リュドヴィックの唯一の目的、ただ一筋の光は、自分の母親と再

会することなのだ。 

 
 
 
 
 

Dominique Noguez, 『『『『Amour noir』』』』    1997 年年年年 
Gallimard 社出版 256 ページ 
1997 年度フェミナ賞受賞 

 
「彼女の瞳をこんなに近くで見たことはなかった。濃い茶色、瞳孔と同じくらい暗

い色をしていた。彼女の瞳の奥まで覗き込んだと書くことはできない、その瞳に奥

底はなかったのだから。黒い表面でしかなく、絶望的に不透明で、獰猛な、オオヤ

マネコのような、非人間的な瞳、大理石、あるいは隕石のような硬さの瞳で、私を

見据えるようでいて目に入っていないような、私を愛せず、これからも愛する事無

く、誰も愛したことも、愛するだろうこともない、別世界の瞳」 

 

 
 

Jérôme Garcin, 『『『『La chute de cheval』』』』    1998 年年年年 
Gallimard 社出版 160 ページ 
1998 年度、ロジェ・ニメ賞受賞 

 
「父はイースター前日の 1973 年 4 月 21 日、穏やかで、整えられたランブイエの林

で馬から落下し、死亡した。父は 45 歳で、私は 17 になるところだった。父と共に

年を重ねることはない」 

 事故から長時間が過ぎた後、あとがきで事故の劇的な理由を説明する形で、ジェ

ローム・ガルサンは、編集者、批評家であった父の命を奪った、馬に対する自分の

情熱をささげます。 
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Régis Jauffret, 『『『『Asile de fous』』』』    2005 年年年年 
Gallimard 社出版 224 ページ 
2005 年度フェミナ賞受賞     

 
「この家族については奇妙に思われたに違いない。全ての家族は、恋愛物語以上

に、正気を失った人々の隠れ家となっているのだ」。この作品でレジス・ジョフレ

は、ありがちな別れの話を通して自身の主要テーマである、「ありふれた狂気の探

求」を集結します。カップル、愛、ましてや家族など、家庭内のノイローゼ、日常

での精神の錯乱から無傷でいられるものは何もありません。力強い表現、細やかな

文体における、差し迫った、皮肉で滑稽な考察です。 

 
 
 

Jean-Baptiste Del Amo, 『『『『Pornographia』』』』  2013 年年年年 
Gallimard 社出版 144 ページ 
2013 年度、サド賞受賞 
 
「夜更けに、私は海に向かって歩く。大きな静寂の影の、街つたいに。強固な臭気

と、体積、腐りかけた植物の臭い、肉と植物のすえた臭いがするが、それが自分の

息なのか、街の臭いなのかはわからない。なぜなら、街が汗をかき、深いため息を

するような時間に歩いているのだから」 

『 Une Education Libertine 』（2008）『 Le sel 』（2010）の後に出版された

『 Pornographia 』は、ジャン＝バティスト・デル・アモの、官能的で暴力的な世界

熱帯地方の町を舞台にした、幻覚のような夜の彷徨の物語です。 

 

 

SEUIL 社出版社出版社出版社出版 
 

 

 
 
 

Olivier Rolin, 『『『『Le météorologue』』』』    2014 年年年年 
SEUIL 社出版 224 ページ 

2014 年、文体賞受賞作品 

『彼の専門分野、それは雲であった。広大なソヴィエト連邦で、飛行機は、着陸の

ために、船は流氷をかき分けるために、トラクターは黒い土地を耕すために、雲の

詳細を必要としていた。市場の制覇のため、風力、太陽エネルギーを活用すること

を夢見ていた。「社会主義の形成」を信じていた。1934 年に、「妨害者」として、

逮捕されるまでは。この日から、スターリンの恐怖政治によって生じた膨大な数の

犠牲のひとつとなった彼の人生の、地獄への墜落が始まった。彼は、収容所で、死

の前日まで、自分の幼い娘エレオノラにデッサン、押し花、なぞなぞの問題などを

送り続けたのだ。この、二度と目にすることの無かった幼い子供に綴られた書簡の

数々を知り、私は、気象学者、アレクセイ・フェオドセヴィッチ・ヴァンゲンハイ

ムの運命を調べようと考えたのだ』オリヴィエ・ロラン、本作の著者 

 

 

Lydie Salvayre, 『『『『Pas pleurer』』』』 2014 年年年年 

SEUIL 社出版 288 ページ 

2014 年度ゴンクール賞受賞 

 

二つの重なり合う声。ひとつは、憤慨したベルナノスの声で、スペインの内戦を直

に体験し、教会の加護のもとに行われるナショナリスト反乱軍の「悪の貧者（＝共

和国派）」に対する圧政を告発するもの。もうひとつは、溌剌とした、モンツェの

声。「悪の貧者」の一人である話し手の母、モンツェは、彼女の人生において、最

も強烈な日々、いくつかのスペインの地方で、1936 年に勃発した内戦の引き金とな

った蜂起の、解放の素晴らしい日々以外の全ての記憶を消し去ってしまっていた母

の声。二者による語り、不思議にも我々の生きる現在に反響するふたつの解釈が、

時には非の打ち所の無い散文、時には楽しげにやりこめるような文体の、暴力と軽

やかさ、残虐さと繊細さを行き来するような、作家、リディ・サルヴェールの小説

芸術を生み出したのです。 
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P.O.L 社出版社出版社出版社出版 
 

 
 
 
 

Mathieu Lindon, 『『『『Ce qu’aimer veut dire』』』』    2011 年年年年 
P.O.L 社出版 320 ページ 

2011 年度メディチ賞受賞 

 

このマチュー・ランドンによる物語は、自由について研究を行った教授、ミッシェ

ル・フーコーにオマージュをささげています。フーコーは、自分が長期不在の際に

ランドンにアパートを貸しだすなど、ランドンにとっての気前のいい友人、ランド

ンにあてつける事無く、恐らくは自身が自覚していた以上に、ランドンの指導者と

なっていたのでした。また、ランドンの示唆に富む執筆の才能で、激しく、時には

混乱しつつも、フーコーとの友情によって支えられた青春の６年間が再現されてい

ます。ミッシェル・フーコーの人物像と同時に、作家の父、ジェローム・ランドン

の人物像も描かれています。また、好意的なサミュエル・ベケットや、ロブ＝グリ

エについても… 

 
 
 
 

Célia Houdart, 『『『『Carrare』』』』    2011 年年年年    
P.O.L 社出版 144 ページ 

2011 年度フランソワーズ・サガン賞受賞 

 
トスカーナが舞台。時に、激しくざわめき、古めかしく、官能的でもあるイタリア

で、ひとりの被告人が、法廷の判決を待つ。女性判事が、指輪をなくし、夜も眠れ

ずにいる。羊飼いは、恐怖を乗り越え、証言する。子供は、陽のあたる低い石垣で

夢を見る。若い娘はアルプスの麓のアトリエで、大理石を彫りながら、自分自身に

目覚める。人と、石の、その特性が入れ替わったかのような気配がする。身体は硬

直し、はっきりとした形を現してくるのだ。いくつかの経路がまるで磁石で引き寄

せられるかのように交差する。影で、彫刻が輝く。ほのかな魔法が作用して、目に

見えない力の領域が開け放たれる。空に面した、石切場で。  

 

 
 
 
 

Jean Rolin, 『『『『Ormuz』』』』    2013 年年年年 
P.O.L 社出版 224 ページ 

2013 年度フランス語賞受賞 

 

世界経済を動かす石油やガスの 20 から 30 パーセントは、ホルムズ海峡が搬出路と

なっています。イランの核プログラムによって生み出された数年前からの緊張情勢

において、ホルムズ海峡はおのずと戦略的に優れた争点にもなっています。定期的

に、甚だしく勢力の劣るイランの船舶から注意深く観察される米海軍艦隊の姿が見

受けられますが、これらのイラン船舶は、勢力ではかなわないもののこの「不釣合

いな」海上戦に対しては狡猾な戦術に熟練しているのです。というわけで、ほんの

小さな紛争が起こるだけで… 

 

 
 

Frédéric Léal, 『『『『Asparagus』』』』    2013 年年年年 
P.O.L 社出版 224 ページ 

 
フレデリック・レアルは、カイエンヌの外人部隊で、医者として兵役を行いまし

た。この体験が彼の最初の出版、『 Selva 』の主題だったのです。今作でも自身の

兵役時代に遡り、今回は小説の形で、不注意や財力の欠乏が部隊兵士間での虐殺の

原因となるような、血のしたたる三面記事を物語ります。しかし、その前には美し

い友情の話もあります。さらにはフレデリック・レアル独特の強烈なユーモアが、

作品のページを照らします。 
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Christine Montalbetti, 『『『『Plus rien que les vagues et le vent』』』』    
2014 年年年年 
P.O.L 社出版 88 ページ 

2014 年度フランツ・ハッセル賞受賞作品 
 
『 Western 』とロード・ストーリーの『 Journée américaine 』（日本へも立ち寄

る場面のある、「アメリカの一日」というタイトルの作品） の後、クリスティー

ヌ・モンタルベッティが再び、アメリカの風景を描きます。今度は、西海岸、キャ

ノン・ビーチという太平洋沿いの小さな村を舞台にした物語です。季節はずれの、

人気の無い場所。ひとりのフランス人が、ウェイヴス・ホテルに舞い込む。自分の

部屋のガラス窓から見えるのは波しかない。太洋の、遠い過去の怒りの有様。彼

が、毎晩、バー「モーゼス」で思い出す、コルテール、シャノン、ハリー・ディー

ンを苛んだと思われる憤り。 

STOCK 社出版社出版社出版社出版 
 

 

 
 
 
 

Nina Bouraoui, 『『『『Mes mauvaises pensées』』』』 2005 年年年年 
Stock 社出版 288 ページ 

2005 年度ルノド賞受賞 

 

3 年間、私は毎週、ドクターＣの診察を受けました。毎回、ドクターに、絆、別れ、

出会い、愛の集大成を築き上げてはぶち壊すといった内容の本を捧げているような

気持ちになっていました。『 Mes mauvaises pensées 』は、これらの告白の物

語、熟練した生き方、愛し方について、語りたかったのです。本作品は、セラピー

に関するお話でも、伝説でもなく、私の家族、恋人、歌手、エルヴェ・ギベール、

の伝えにもとづくがゆえの小説作品なのです。私の 2 つの国の物語です。私はアル

ジェで育ちましたが、一度もアルジェリアに、別れを告げ、アルジェリアを後にし

たとは思っていません。フランスで私は変転したのです。私は 2 度生まれたのだと

考えています。 

 

 
 
 
 

Eric Reinhardt, 『『『『Cendrillon』』』』 2007 年年年年 
Stock 社出版 594 ページ 

 

これは、ひとつの季節、秋に捧げられた愛の書です。現代資本主義の変動、愛とグ

ローバル化についての戦争に関する書なのです。フランスの世帯景気報告書によれ

ばあまり良い暮らしをしていない 3人の中流階級出身者を通して、社会の過酷さ 

― コカイン浸けのトレーダー、社会的地位の向上の利点から取り残された人々、

従順でへりくだった親、不機嫌な少年少女、貪欲で野心的な若者、人の傲慢さと堕

落、社会の落伍者に対する左派知識人たちの軽蔑など ― が浮かび上がります。

『 Cendrillon 』は、我々の世界、次々と異なる金融市場を回復させつつも、崩壊寸

前の世界についての、資料に裏づけされた、明確で、読む人を夢中にさせるような

待ち望まれた小説です。我々は、全てを失うかもしれないというリスクを負いなが

ら他人の資金で危険な賭けに臨む投機家に夢中になるのです。 

 

 

Adrien Bosc, 『『『『Constellation』』』』 2014 年年年年 
Stock 社出版 198 ページ 

2014 年度アカデミーフランセーズ小説大賞受賞作品 

 

1949 年 10 月 27 日、突飛な実業家、ハワード・ヒューズに始動させられた新たなエ

ールフランスの機体「コンステラシオン（＝星座）」が、37 人の乗客を迎えた。10

月 28 日、機体は、管制塔からの連絡に応じなかった。同機は、アゾレス諸島のサン

タ・マリア島に墜落し、消息を絶ったのだ。生存者無し。どの様な僅かな因果関係

のつながりが一緒に重なることで、機体はレドンド山に墜落させられたのか？シュ

ールレアリストにとって重要な観念である、どのような、実質的な偶然が、コンス

テラシオンを鋼の墓碑に変えたのか。「死者に耳を傾け、彼らの小さな伝説を描

き、48 人の女性・男性に、星座の数々のように、人生と、物語を捧げるのだ」 
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JULLIARD 社出版社出版社出版社出版 
 

 

 
 
 

Philippe Besson, 『『『『L’arrière-saison』』』』  2002 年年年年 
Julliard 社出版 198 ページ 

2003 年度、RTL（ラジオ局）図書大賞受賞作品 

 

最初は、シカゴで、エドワード・ホッパーの絵画を鑑賞できるとのことだった。あ

る、退屈な日曜日、何度も本物を目にした挙句に複製を購入した。自宅のアパート

に持ち帰った後も、この絵には不思議な親近感を感じた。だから特に気にも留めな

かった。何日もの間、その複製は、壁にもたれ掛けられたまま、床に置いておいた

（その上、今もそのままの状態である）。ある晩、フィリーズというカフェで、3 人

の男性に囲まれた、絵画の、赤いスカートを履いた女性に、何の気なしに気がつい

た。ニューイングランドの景色が好きだった、エドワード・ホッパーのことを思い

出した。特に望んだわけではなかったが、急に思い出したのだ。 

ALLIA 社出版社出版社出版社出版 
 

 

 
 
 

Hélène Frappat, Par effraction   2009 年年年年 
Allia 社出版 128 ページ 

2009 年度ウェプレール賞受賞作品 

 

クリニャンクールの蚤の市で出物をあさりながら、男性だか女性だか定かにされな

い語り手は、50 年代に撮影された、家族の映像を購入する。フィルムには、30 歳に

なるまで最初は父に、それから婚約者に撮影された、ブルジョワ家庭に育つオロー

ルが映っていた。オロールの映像と、夢想、テレパシー能力のある若きＡの話が重

なったとき、驚きが生じる。Ａとオロールのアイデンティティが同化し、疑いが増

すにつれ、謎はさらに気がかりになる。 

 

MERCURE DE France 

社出版社出版社出版社出版 
 

 

 
 
 

Denis Podalydès, 『『『『Fuir Pénélope』』』』  2014 年年年年 

Mercure de France 社出版 280 ページ 

    

ガブリエルが、ギリシャ人の映画監督から、映画出演の依頼を受けた時、彼の人生

が大きく変わる…恋人と別れたばかりだった。うまく立ち直るチャンス！映画の冒

険に、がむしゃらにのめりこむべき。映画大ファンのガブリエルではあったが、撮

影舞台での現実にはとんとうとかった。監督自身もガブリエルとほぼ同じく初心者

であった。このありえない二人の組み合わせが、いくつもの驚きを秘めている。 

RIVAGES 社出版社出版社出版社出版 
 

 

 

Céline Minard, 『Faillir être flingué』』』』 2013 年年年年 
Rivages 社出版 336 ページ 

2014 年度、インター（ラジオ）図書賞受賞作品 

 

全ての手がかりが辿り着く、生まれたばかりの街周辺の、米最西端の牧草地に風が

吹く。平原を流れる水という名を持つ一族を殺されたアメリカ先住民の祈祷師が、

行く先々で、その才能を発する。彼女は、ジェフとブラッドという、マクファーソ

ン兄弟に出会う。兄弟は、年老いて瀕死の母親を、一心不乱な牛たちに引かせた荷

車に乗せて広大な土地を渡る途中であった。数奇な運命を辿るその他の大勢の運命

が、荒涼たる一大絵巻の中で操られる。そこでは、あらゆる密売、通過、巡回に開

かれ、まだ分配の余裕のあるアメリカ西部の神話が、大胆に溌剌と見直されてい

る。 
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ZULMA 社出版社出版社出版社出版 
 

 

 
 
 
 
 

J-M Blas de Roblès, 『『『『Là où les tigres sont chez eux』』』』 2008 年年年年 

Zulma 社出版 784 ページ 

2008 年度、フナック小説賞、ジャン・ジオノ賞、メディシス賞 受賞作品 

 

ストーリーが途方も無く錯雑した本作品の、不安げな主人公、エレアザール・フォ

ン・フォガウは、ブラジル北東部奥深くで、プレスの特派員をしている。ある日、

彼は心を奪うような写本、バロック時代のイエズス会士の、未発表の自伝を手渡さ

れる。学識や、彼の私生活に影響を与えたであろう寓話を通して、調査が始まっ

た。アタナウシス・キルヒャー（ドイツ出身のイエズス会司祭）の世界への奇妙な

没頭が、マトグロソ州のジャングルでありえないような任務を行う考古学者のエラ

イン、無気力な学生のノエマ、復讐の重苦しさを吸い込むスラム街を改善しようと

する若者ネルソン、など他の登場人物たちが交雑する冒険を経て、反響しあうかの

ようだ。舞台は極端さの国、ブラジル。 

LEO SCHEER 社出版社出版社出版社出版    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Chloé Delaume, 『『『『Cri du sablier』』』』  2001 年年年年 

Léo Scheer 社出版 136 ページ 

2001 年度 、１２月賞受賞作品 

 

この小説の真の主題は、小説のあちらこちらで蔓延し、枝分かれしていく、砂時計

の隠喩です。この隠喩は「砂が体積するよう」で、「泥で出来た子供」のような、

トラウマを引き起こす話の中心人物、父を描いています。悲壮感も、愛想もありま

せん。大人の年齢になって、子供の問題提起に応えようとする試み、皮肉に潜むい

くらかの優しさによって可能になる試みが描かれています。全てはでっち上げの独

特の話し方を通して語られます。小説のスタイルは突拍子もなく、あるときは宝石

細工、あるときは深海のような様式です。言葉が次々と変化してあふれ出し、融合

されるかのようにフレーズとなっていきます。本性と役割が交じり合い、入れ替わ

る混沌において、それらは鏡のように、アイデンティティの分割を映し出すので

す。 

 

SABINE WESPIESER 社出版社出版社出版社出版    
 

 

 
 

Yanick Lahens, 『『『『Bain de lune』』』』  2014 年年年年 

Sabine Wespieser 社出版 280 ページ 

2014 年度、フェミナ賞受賞作品 

 

３日間に及ぶ嵐の後、ハイチの村の漁師が、砂浜に、酷い暴力から逃れた少女が打

ち上げられているのを発見する。彼女の声が上がり、ヴードゥー教の全ての神とそ

の先祖に訴えかけ、このような状態でその場にいる理由を理解しようと試みる。こ

の消えかけの声が、ヤニック・ラエンズの詳細な家族に纏わる小説を明瞭に語るの

です。この声は、彼女の前の３世代を遡り、自分の不遇と、アイデンティティを解

明しようとするのです。 

 

 
 
 


