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日仏交流160周年を記念する本年、アンスティチュ・フランセ日本と共同で
『フランス語翻訳書籍フェア』を開催することを、心より嬉しく思います。
当フェアでは、フランス語オリジナルから日本語に翻訳され、近年出版さ
れた本の中から精選したタイトルを展示販売します。文学、児童、バンド
デシネ、人文社会の各分野で、フランスの「今」がわかる、選りすぐりの逸
品を集め、新宿、梅田、札幌、福岡の各本店で同時開催します。
世界でも屈指の出版大国、日本とフランス。原書の輸入や翻訳を通じて、
両国の文化的交流の現場で、出版はきわめて大きな役割を果たしてきま
した。両国の文化的遺産ともいえる名著の数々が、それぞれの言語で読
める、読むことによって相互理解が深まる。また、現在の、新進気鋭の著
作が、両国で互いに、いち早く受容される。長い歴史に培われた友好関
係が、未来に向かってさらに発展することを期待しています。本フェアが、
その発展に貢献することを願っています。
一人でも多くのみなさまのご来場を心よりお待ちしております。

内向きになりがちな世界の中で、知性と文学の交流は、多様性を大切に
しつつ、他者へと心を開き、互いを理解して尊重し合うのに不可欠です。
翻訳は文学に新たな可能性を与えます。そして読書は、ツイッターやデジ
タル媒体のコミュニケーションがもたらす熱狂性の中で、嬉しい休息を生
み出します。全国の四店舗で「フレンチ・フェア」の開催を可能にしてくだ
さった紀伊国屋書店の関係各位に感謝の気持ちをお伝えする共に、読
者の皆様には新しい作家との出会いに大いなる喜びを感じていただけま
すよう願います。Bonne lecture （楽しい読書を）！ローラン・ピック

駐日フランス大使

 株式会社紀伊國屋書店
代表取締役会長兼社長

高井 昌史

イベントのご案内｜2018/10/20-12/01

「読書の秋」2018  
FESTIVAL FEUILLES D'AUTOMNE 2018

日仏交流160周年を祝う本年、フランス大使館／アンスティ
チュ・フランセは第11回となる「読書の秋」を開催いたします。
本企画は10月から11月に亘りフランス語圏の著名作家を招
聘し、日本各地で共に祝う文学の祭典です。

2016年にフランスの文学賞で最も権威のあるゴンクール賞を「ヌヌ　完璧
なベビーシッター」で受賞したレイラ・スリマニは作家兼「フランコフォニー
担当大統領個人代表」として来日します。桐野夏生と11月24日（土）にアンス
ティチュ・フランセ東京で対談します。レイラ・スリマニを囲む講演会は他に
も、11月22日(木)に大阪の関西大学で、11月25日（月）には長崎の長崎外国
語大学で行われます。

オリヴィエ・ゲーズはその翻訳が刊行されたばかりの小説「ヨーゼフ・メンゲ
レの逃亡」で2017年にフランスでルノドー賞を受賞しました。芥川賞作家の
平野啓一郎と11月11日(火）にアンスティチュ・フランセ日本−東京で対談しま
す。他にも、11月16日（日）には文学評論家の佐々木敦と訳者の高橋啓と共
に紀伊國屋新宿本店で対談します。また、11月13日（火）には関西学院で講
演会に参加します。

フランス漫画で初めてアニメ化（10月よりEテレで放送開始）された「ラディ
アン」の作者トニー・ヴァレントがバンド・デシネと漫画界を代表して登壇し
ます。11月17日（土） に人気漫画家の助野嘉昭と京都国際マンガミュージア
ムで対談いたします。また、ヴァレントは北九州と東京で開催される海外マン
ガフェスタにも、11月10日と11月25日にそれぞれ参加します。

Photo Catherine Hélie © Editions Gallimard
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「読書の秋」では他にも沢山の対談やイベントが開催されます。全国各地で
行われるイベントの詳細はアンスティチュ・フランセ日本のHPをご覧下さい。

Radiant © Ankama Editions 2018, par Tony Valente

主催者のあいさつ
Édito 

日仏交流160周年を機に、駐日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ日本は紀伊國屋書店と共催
で初の「フランス語翻訳書籍フェア」を「読書の秋」の一環として読者の皆様にお届けいたします。

「フランス語翻訳書籍フェア」は11月に紀伊國屋書店の四店舗（東京、梅田、札幌、福岡）で開催され、主
に近年和訳されたフランスの書籍を特設販売いたします。日本人読者の皆様にはフランス人、さらにフ
ランス語圏の新興作家や不朽の名作を発見頂けます様、幅広いジャンルを取り揃えております：フラン
スの文学からコミック、推理小説や児童書などを集めました。また、人文・社会科学分野の著作もご覧
になれます。

本パンフレットでは、フランス大使館がおすすめする著書を紹介しております。特に、「読書の秋」で日本
人作家と対談するために来日するフランス人作家をご紹介しております。皆様には是非これらの作家の
作品をお読み頂き、対談にもご参加頂けますようお待ちしております。
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文学  Littérature 文学  Littérature

ヌヌ完璧なベビーシッター｜レイラ・スリマニ　 松本百合子訳｜集英社文庫

レイラ・スリマニは1981年にモロッコで生まれ、高校卒業後パリへ移住します。「フラン
コフォニー担当大統領個人代表」、また2016年にはフランスの文学賞で最も権威のあ
るゴンクール賞を「ヌヌ　完璧なベビーシッター」で受賞しました。
レイラ・スリマニは11月に「読書の秋」のため来日します。桐野夏生と11月24日（土）に東
京で対談する他、多数の講演会に参加するために日本の主要都市に赴きます（東京、
仙台、大阪、長崎など）。
彼女の小説は現代社会が生む人々の苦悩の心理を描写しています。「ヌヌ　完璧なベ
ビーシッター」はベビーシッターを雇った家庭の崩壊を描いています。完璧を装ってい
たベビーシッターはどのようにして一家の運命を狂わせたのでしょうか？

傷だらけのカミーユ｜ピエール・ルメートル　                橘明美訳｜文藝春秋

ピエール・ルメートルの「傷だらけのカミーユ」は日本国内で絶大な好評を博し、2016
年度で最も評価された推理小説の一つです。フランス人推理小説の巨匠で、このジャ
ンルがお好きであればこの一作をお勧めします。この機会にぜひフランス文学を堪能し
てください。

愛人｜マルグリッド・デュラス　                             清水徹訳｜河出書房新社

マルグリット・デュラスは日本でも小説家、脚本家、映画監督として名高いフランス人
です。デュラスの自伝、「愛人」は彼女の世界観を目の当たりするには最適な作品です。
映画化されたデュラスの小説「苦悩」の国内上映に先駆け「読書の秋」の一環として回
顧イベントを行います。
このデュラスの代表作をお読みになって、11月18日（土）に東京、11月30日（金）と12月1日
（土）に京都で開催されるイベントにぜひ足をお運びください。

ちいさな国で｜ガエル・ファイユ　                           加藤かおり訳｜早川書房

ガエル・ファイユはブルンジで生まれ、幼少期に内戦が勃発しフランスへ移住。ラッパー
としてデビューし、2016年に「ちいさな国で」を出版します。
幼くも自身の痛烈な経験を基に執筆されたこの作品は、ルワンダ虐殺の原因となった
ブルンジ内戦の恐怖を明確に描いています。
作者のラッパーとしての経歴が華麗な文章に顕れています。

エロシマ｜ダニー・ラフェリエール　                          立花英裕訳｜藤原書店

エロスと広島の融合、生と死の交わり：ダニー・ラフェリエールは極寒のモントリオール
で自身の魅惑を露わにします。作者はハイチ出身のケベック在住者であり、この著書は
フランコフォニーの重要性と豊かさを証明しています。

ヨーゼフ・メンゲレの逃亡｜オリヴィエ・ゲーズ　              高橋啓訳｜創元社

オリヴィエ・ゲーズは2017年に「ヨーゼフ・メンゲレの逃亡」でルノドー賞に輝いたフラ
ンス人作家です。彼の才能は文学だけに留まらず、ジャーナリズムや脚本家としても活
躍しており、それが本作品のテーマにも影響しています。この小説はナチスの悪名高い
医師ヨーゼフ・メンゲレの半生を辿っています。作者は巧妙に「死の天使」の南アメリカ
での彷徨を描いています。
オリヴィエ・ゲーズも「読書の秋」のために来日する作家の一人です。東京では芥川賞
作家の平野啓一郎と11月11日（火）に対談予定です。他にも、11月16日（日）には文学評
論家の佐々木敦と本著の訳者である高橋啓と紀伊國屋新宿本店で対談します。

ボージャングルを待ちながら｜オリヴィエ・ブルドー　金子ゆき子訳｜集英社

2016年に発売されたオリヴィエ・ブルドーの処女作「ボージャングルを待ちながら」は
評論家に賞賛され、瞬く間にフランス国内のベストセラーとなりました。
泣いて笑えるこの意表をついた成功作はフランス人の心を掴み、フランス文学入門者
にオススメの一冊となっています。

デルフィーヌの友情｜デルフィーヌ・ド・ヴィガン　     湯原かの子訳｜水声社

「デルフィーヌの友情」は2015年にルノドー賞と高校生が選ぶゴンクール賞を受賞し、
評価の高い作品です。作家のデルフィーヌ・ド・ヴィガンは同名のドッペルゲンガーを主
人公として描いているメタフィクションです。スリリングで異色な物語となっています。

『ヌヌ　完璧なベビーシッター』
／集英社文庫

©『傷だらけのカミーユ』／文藝春秋

©『愛人』／河出書房新社

©『ちいさな国で』／早川書房

©『エロシマ』／藤原書店

©『ヨーゼフ・メンゲレの逃亡』
／創元社

©『ボージャングルを待ちながら』／集英社

©『デルフィーヌの友情』／水声社

新作

新作

新作

ドリアン助川
推薦
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児童  Jeunesse 児童  Jeunesse

リサとガスパールとうきょうへいく｜アン・グットマン&ゲオルグ・ハレンスレーベン
                                                                         石津ちひろ訳｜ブロンズ新社

「リサとガスパール」は30作以上も和訳されており日本でも大人気なアン・グットマンの
ロングセラーシリーズです。
今回は可愛い主人公達のリサとガスパールがついに東京へ！

うんちっち｜ステファニー・ブレイク　              ふしみみさを訳｜あすなろ書房

「うんちっち」はうさぎのシモンのお話。ステファニー・ブレイクが描くロングセラーシリー
ズの一冊目。
絶妙なテンポの本書は読み聞かせに大人気！

ちいさいきみとおおきいぼく｜ナディーヌ・ブラン・コム&オリヴィエ・タレック　
                                                                                    磯みゆき訳｜ポプラ社

一人ぼっちの大きいオオカミは突然やってきた小さいオオカミと過ごすことに・・・。他
人と過ごす喜びを知る大きいオオカミの感動物語！

ルージュベックのだいぼうけん｜アガット・デモワ&ヴァンサン・ゴドー　
                                                                 うちださやこ訳｜アノニマ・スタジオ

「ルージュベックのだいぼうけん」は不思議なルーペを使う、しかけ絵本です。
作者のアガット・デモワとヴァンサン・ゴドーは「読書の秋」の一環として11月2日に開催
される「読書マシン」展に参加します。ぜひ遊びに来てください。

あそぼ｜エルヴェ・テュレ　                                     谷川俊太郎訳｜ポプラ社

「あそぼ」は世界的ベストセラー絵本作家のエルヴェ・テュレのシリーズ第三弾。主役の
黄色い丸とあそぼ！

オセアノ号、海へ！｜アヌック・ボワロベール&ルイ・リゴー  
                                                                    松田 素子訳｜アノニマ・スタジオ

創意工夫に満ちた「オセアノ号、海へ！」は、色々なカラクリが満載の、親子で遊べる、体
験型の絵本！
海の美しさを自宅で体感しよう！
同じ著者による「ナマケモノのいる森で」も好評発売中。

ペネロペゆきあそびをする｜アン・グットマン&ゲオルグ・ハレンスレーベン
                                                                            ひがしかずこ訳｜岩崎書店

同じくアン・グットマンのロングセラーシリーズのペネロペの18作目。
毎週水曜日にNHK絵テレで絶賛放送中！

もののしくみ大図鑑｜ジョエル・ルボーム&クレマン・ルボーム    世界文化社

世界で大人気「もののしくみ大図鑑」は必ず一度は抱いた疑問にお答えします。
親子で新たな発見ができる一冊となっています。

ミニオンズ　バナナ　バナナ　バナナ！｜
レナウド・コリン&ディディエ・アークーン                                          汐文社

ミニオンズは大ヒットを記録したアメリカのアニメーション映画。ユニークな黄色い
キャラクターは皆の人気者。
しかしご存知でしたか？ミニオンズをデザインしたのは実はフランスの制作会社なの
です。
フランス人が描くこの絵本で映画では描かれなかったミニオンズの素顔をご覧ください。

フランスのパパはあわてない｜リオネル・パイエス&ブノワ・ル・ゴエデック
                                                                鳥取絹子訳｜CCCメディアハウス

フランスで大人気のパパになるための入門書。フランス人パパはどうやって妻の妊娠と向
き合っているのか？イクメンを目指しているパパの皆さんにとっておきの一冊です。

©『リサとガスパールとうきょうへいく』
／ブロンズ新社

© 『うんちっち』／あすなろ書房

©『ちいさいきみとおおきいぼく』／ポプラ社

©『ルージュベックのだいぼうけん』
／アノニマ・スタジオ

©『あそぼ』／ポプラ社

©『オセアノ号、海へ！』／アノニマ・スタジオ

©『ペネロペ　ゆきあそびをする』／岩崎書店

©『もののしくみ大図鑑』／世界文化社

©『ミニオンズ　バナナバナナバナナ！』
／汐文社

©『フランスのパパはあわてない』／CCCメディアハウス
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コミック  Bande dessinée コミック  Bande dessinée

ラディアン｜トニー・ヴァレンテ                         原正人訳｜EUROMANGA

アニメ化され10月25日からNHK Eテレで放送開始された「ラディアン」はトニー・ヴァ
レントの代表作です。
「ラディアン」は見習い魔法使いのセトの冒険を描く王道ファンタジーです。

11月17日（土）に売れっ子漫画家の助野嘉昭と京都国際マンガミュージアムで対談しま
す。また、ヴァレントは北九州と東京で開催される海外マンガフェスタにも、11月10日と
11月25日にそれぞれ参加します。

異邦人｜アルベール・カミュ（原作）ジャック・フェランデズ　
                                                                                     青柳悦子訳｜彩流社

フランス国外でも名高い作家のアルベール・カミュの代表作「異邦人」がバンド・デシネ
となって蘇る。
原作に忠実に沿ったこの一作でフランス文学の代名詞を読もう。

キュロテ｜ペネローペ・バジュー　
                                             関澄かおる訳｜DU BOOKS/ディスクユニオン

フェミニズムの歴史に貢献した15人の女性達の生き様を実話にそって物語っている
作品。
現代社会で重要性を増すフェミニズムを理解するには欠かせない一作です。

星々の城｜アレックス・アリス　                                        原正人訳｜双葉社

「星々の城」はジュール・ヴェルヌの世界観を想起させる歴史改変SFです。
もし、1880年代に人類が月に行っていたら・・・どんな世界だったでしょう？

スターリンの葬送狂騒曲｜ファビアン・ニュリ&ティエリ・ロバン
                                                   大西愛子訳｜小学館集英社プロダクション

1953年、スターリンの死が及ぼしたソビエト連邦内の混乱が実話に基づいて描かれて
います。20世紀を揺るがした歴史的瞬間が蘇るグラフィック・ノーベルです。
2017年に映画化された人気作です。

HARUKI MURAKAMI 9 STORIES｜村上春樹（原作） 
                                             Jcドゥヴニ&PMGL｜スイッチ・パブリッシング

時代を代表する作家と目される村上春樹の短編小説がフランス人の手によってグラ
フィック・ノーベルの形で進化する。全9巻まで発売予定、現在4巻まで好評発売中。

鬼火　フランス人二人組の日本妖怪紀行｜アトリエ・セントー 
                                                                                     駒形千夏訳｜祥伝社

「鬼火」はフランス人の二人組、アトリエ・セントーが描く妖怪探しの物語。
舞台となっている新潟では、10月21日～1月15日まで「アトリエ・セントー『鬼火』の世界
展」を開催いたします。「読書の秋」の一環として、10月21日（日）にはアトリエ・セントー
の二人が新潟市マンガの家で講演会を行います。

オリエンタル・ピアノ｜ゼイナ・アビラシェッド　  関口涼子訳｜河出書房新社

ゼイナ・アビラシェッドの作品はレバノンとフランスの両方の文化、芸術を内包していま
す。「オリエンタル・ピアノ」は東洋と西洋の架け橋となっています。
このグラフィック・ノーベルは圧巻の画力で読者を魅了します。

パリ再訪｜ブノワ・ペータース　                                 関澄かおる訳｜小学館

「闇の国々」の作者ブノワ・ペータースの新作「パリ再訪」はSFものです。近未来、宇宙
で暮らす人々、ある少女が地球に戻り憧れのパリへ赴きます。未来都市となったパリは
どう変貌したのでしょうか？

見えない違い、私はアスペルガー｜ジュリー・ダシェ&マドモワゼル・カロリーヌ　
                                                                                         原正人訳｜花伝社

「見えない違い、私はアスペルガー」はジュリー・ダシェの最新作。アスペルガーの日常
を自身の経験を元に描いています。規範が定着している現代社会の中で、作者は「違
い」とは何かを問いかけます。 

©『ラディアン一巻』
／ EUROMANGA

©『異邦人』／彩流社

©『キュロテ』／ディスクユニオン

©『星々の城』／双葉社

©DARGAUD 2014, by Robin, Nury

©『HARUKI MURAKAMI 9 STORIES』
／スイッチ・パブリッシング

©『鬼火』／祥伝社

 ©『オリエンタル・ピアノ』／河出書房新社

©『パリ再訪』／小学館

©『見えない違い、私はアスペルガー』／花伝社

松本大洋
推薦

池澤夏樹
絶賛
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人文・社会  Sciences humaines et sociales 人文・社会  Sciences humaines et sociales

60－90年代の人文社会科学の発展に貢献したフランス人
の著者達は日本でも大きな影響を与えた。新しい著者が頭角
を現す中、今でも反響の高い著書を四冊厳選しました。
４名の著者は各学問の権威です。ピエール・ブルデューはフラ
ンスで最も有名な社会学者、フランソワーズ・エリチエはジェ
ンダー学の先駆者、ロラン・バルトとジャック・デリダはそれぞ
れ言語学と哲学のスペシャリストです。これらの作品はフラン
スの人文社会科学の世界に分け入るキッカケとなるでしょう。

帝国の最期の日 ｜々パトリス・ゲニフェイ&ティエリー・ランツ
                                                                                  鳥取絹子訳｜原書房

より多くの国々が帝国主義の誘惑に駆られているこの時世に適する一冊です。帝国
の終焉はいつも一つであり、異なる時代や地域を通じて2500年に渡る20もの帝
国の崩壊を分析しています。多数の歴史学者がこの著書に取組み、過去の過ちが未
来への糧になることを切に願っております。

そろそろ、人工知能の真実を話そう｜ジャン＝ガブリエル・ガナシア
                                                                              小林重裕訳｜早川書房

フランスでAIの論理学者で最も権威のあるジャン＝ガブリエル・ガナシアは大学で
科学と哲学を学びました。それ故、彼の研究には両方の学問が融合しています。2017
年には仏大使館主催の人工知能フォーラムに登壇の為来日し、AIの専門家である
西垣通らと対談しました。この作品はAIに纏わる神話を読み解いています。

貧困の基本形態｜セルジュ・ポーガム    川野英二訳／中條建志訳｜新泉社

貧困をテーマにしたフランス人著者は日本でも有名なトマ・ピケティだけではありま
せん。フランスを代表する社会学者であるセルジュ・ポーガムは現代の貧困を社会学
的なアプローチで分析しています。
普段よく耳にする「貧困」の不均質性による複雑さを露わにし、現代社会の重要課
題である貧困を解読するための一冊です。

未来のために何をなすべきか？｜ジャック・アタリ      的場昭弘訳｜作品社

経済学者でフランスとヨーロッパの政界に大きな影響力を保持するジャック・アタリ
の思いを纏めた一冊です。混沌とした世界において、明るい未来を築くための著者に
よる17の提言です。

孤独な帝国　日本の一九二〇年代｜ポール・クローデル      
                                                                               奈良道子訳｜草思社

劇作家、詩人、外交官として名高いポール・クローデルの生誕150周年を祝う本年、駐
日大使時代に書き送った外交書簡集が再販されました。戯曲「マリアへのお告げ」や
詩集「五大頌歌」などの著作もあるクローデルは日本をこよなく愛していました。生誕
祭を機に「読書の秋」では回顧イベントを東京で11月３日(土)に、10月20日(土)と
11月８日(木)に京都で行います。

家族システムの起源｜エマニュエル・トッド        石崎晴己監訳｜藤原書店

多数のヒット作を執筆したフランスの歴史学者・家族人類学者のエマニュエル・トッ
ドの思考が本著に凝縮されています。
長年に亘り家族の起源を研究しているトッドは、本書でユーラシアの国々を比較し、
家族システムの成り立ちを描き出しています。
日本社会で特別な役割を補う家族の歴史とは何か？

増補改正版　最新　世界情勢地図
パスカル・ボニファス&ユベール・ヴェドリーヌ
                        佐藤絵里訳｜ディスカヴァー・トゥエンティワン

グローバル化した世界情勢は、不安定で変化の速度が速く把握するの
が難しくなっています。しかし、豊富に地図を使用した本書を読めば、一
目で世界情勢を理解できます。地政学の知識が無くても読める入門書
であり、地政学に詳しい方でも新たな知識を学ぶことができます。

©『男性支配』／藤原書店

©『物語の構造分析』
／みすず書房

©『序列を解体する』
／明石書房

©『動物を追う、ゆえに私は
（動物で）ある』／筑摩書房

©『帝国最期の日々』／原書房

©『そろそろ、人工知能の真実を話そう』／早川書房

©『貧困の基本形態』／新泉社

©『家族システムの起源』／藤原書店

©『未来のために何をなすべきか？』／作品社 

©『孤独な帝国　日本の一九二〇年代』
／草思社

©『増補改正版　最新　世界情勢地図』
パスカル・ボニファス&ユベール・ヴェドリーヌ　
佐藤絵里訳　ディスカヴァー・トゥエンティワン刊

男性支配｜ピエール・ブルデュー
坂本さやか／坂本浩也訳｜藤原書店

序列を解体する｜フランスワーズ・エリチエ
井上たか子／石田久仁子訳｜明石書房

物語の構造分析｜ロラン・バルト
花輪光訳｜みすず書房

動物を追う、ゆえに私は（動物で）ある｜ジャック・デリダ
鵜飼智訳｜筑摩書房
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