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「読書の秋」2019  
FESTIVAL FEUILLES 
D'AUTOMNE 2019

カメル・ダーウドはアルジェリア人のジャーナリスト、小説家。ダウ
ドのデビュー作、『もうひとつの『異邦人』 :  ムルソー再捜査』は、
カミュの『異邦人』に呼応したオマージュ的な作品で、2014年にフ
ランスで出版された。11月10日、アンスティチュ・フランセで作家の小
野正嗣と対話開催されます。

バンド・デシネ作家で映画監督としても活躍するリアド・サトゥフは
アンスティチュ・フランセで、10月15日（火）漫画家のヤマザキマリ
と対談し、17日には、彼の映画作品の上映会とトークイベントが開
催されます。アングレーム国際漫画祭の年間最優秀作品（金の野
獣）賞を二度にわたって受賞したという珍しい経歴の作家。

ハイチ共和国で1953年に生まれたダニー・ラフェリエールは、ハ
イチ育ちのフランス語作家。2015年、フランス国籍を持たないに
もかかわらず、アカデミー・フランセーズ会員に選出された二人目の
作家となる。10月7日、作家のリービ英雄と日仏会館で対談します。

マリアンヌ・ジェグレの『殺されたゴッホ』(2016)は、彼女の小説とし
ては二作目にあたる。マリアンヌ・ジェグレは、この「ノンフィクション
小説」の中で、画家の晩年から、その殺害…！に至るまでの経緯を
我々に語る。11月21日（木）、アンスティチュ・フランセで作家の原田 
マハと対談します。
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「読書の秋」のすべてのプログラムは
アンスティチュ・フランセ日本のウェブサイトでご覧頂けます。
https://www.institutfrancais.jp/tokyo/agenda/fa2019

©Riad Sattouf / Allary Editions

紀伊國屋書店は、昨年に続き、
10月7日から11月23日に開催される「読書の秋」の一環として、
10月4日より一ヶ月間、アンスティチュ・フランセ日本と共催で、
新宿本店において「フランス語翻訳書籍フェア」を行います。

この機会に、どの本を読もうか迷われている方のために、
新しい2019年版のパンフレットをご用意しました。

文学作品、青少年向け小説、バンド・デシネ、社会科学系の本など、
たくさんの本をご紹介しています。読書を楽しんでくださいね！

第12回目となる今年の「読書の秋」は、
現代フランス文学を担う作家とBD作家を迎え、
著名な日本人作家との対談、講演会、映画上映などを開催する予定です。

イベントのご案内 ｜2019/10/7-11/23
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文学  Littérature 文学  Littérature

殺されたゴッホ｜マリアンヌ・ジェグレ　           橘明美 &臼井美子 翻訳｜小学館

120年もの間、フィンセント・ファン・ゴッホは自殺したと信じられてきた。しかし、マリア
ンヌ・ジェグレは、この「ノンフィクション小説」の中で、画家の晩年から、その殺害…！
に至るまでの経緯を我々に語る。この小説は、フィンセント・ファン・ゴッホという人物へ
の、心を揺さぶるオマージュであり、芸術家と世界との関わり、そして創作全体について
深く考えさせられる作品となっている。11月21日（木）、アンスティチュ・フランセで作家
の原田 マハと対談します。

三人の逞しい女｜マリー・ンディアイ　                    小野正嗣翻訳｜ 早川書房

運命によって引き離されようとする三人の女たち。女たちは、生き続けるための力を、そ
れぞれの魂の奥底に見出していく。三つの物語から成るこの小説は、滅多にないこと
だが、一回目の投票でゴンクール賞受賞が決まった。フランスでは、大成功を収めた小
説。

セロトニン｜ミシェル・ウエルベック　                関口涼子翻訳｜河出書房新社

セロトニンの主人公は　46歳のフランス農務省の農業技師。死ぬほどの悲しみを、セ
ロトニン・ホルモンを増加させる薬剤「カプトリックス」のおかげで生きていくことができ
る。ミシェル・ウエルベックの最新作品は、連帯のない、良きものもなく、制御のできな
い世界の荒涼を描く。

パリ警視庁迷宮捜査班｜ソフィー・エナフ　          
                                                            山本知子 &川口明百美翻訳｜早川書房

ルパン の原作者の孫が創立したアルセーヌ・ルパン賞を受賞、フランスで15万部突破
の読者を惹きつけるミステリ小説『パリ警視庁迷宮捜査班』。アンヌは新結成された特
別捜査班を率いる。しかし、集められたメンバーは大酒飲み、次々事故に遭う不運の持
ち主など、厄介者ばかり。

吾輩は日本作家である／ハイチ震災日記／エロシマ
 ｜ダニー・ラフェリエール                      立花英裕翻訳｜藤原書店

ハイチ共和国で、1953年に生まれたダニー・ラフェリエールは、ハイチ
育ちのフランス語作家。自国の政治状況が悪化したため、70年代末に
ケベックに亡命。1985年に、処女作『ニグロと疲れないでセックスする
方法』を発表、即座に話題を呼んでベストセラーとなり、彼の作品はい
くつもの文学賞を受賞している。2015年、フランス国籍を持たないにも
かかわらず、アカデミー・フランセーズ会員に選出された二人目の作家と
なる。ダニー・ラフェリエールの作品は世界中で翻訳されている。10月7日
（月）、作家のリービ英雄と日仏会館で対談します。

三つ編み｜レティシア・コロンバニ　                     齋藤可津子 翻訳｜早川書房

インド、イタリア、カナダ。３人の女性、３通りの人生。唯一重なるのは、自分の意志を貫
く勇気。文学賞8冠達成し、フランス で85万部を突破してベストセラーになったレティ
シア・コロンバニの小説『三つ編み』が30語以上に翻訳された。

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

ブルンジで幸せな子ども時代を過ごした、真実味にあふれる、フランス人とルワンダ人
の混血の少年の物語。少年の幸せはある日突然、隣国ルワンダの政治不安と民族浄
化によって一変してしまう。翻訳者は2019年に小西国際交流財団主催の仏翻訳文学
賞を受賞した。

もうひとつの『異邦人』 ムルソー再捜査｜カメル・ダーウド　     
                                                                                        鵜戸聡翻訳｜水声社

あれから50年。カミュ（ノーベル賞作家）の『異邦人』で、殺された「アラブ人」の弟は、
世間に認められることに飢えていた。ダーウドのこの作品は、カミュの小説の延長線上
にあり、独立戦争後のアルジェリアを見つめ直し、アイデンティティーの概念について
問い直す。ダウードは、「読書の秋」の一環として、11月10日にアンスティチュ・フランセ
東京で講演会を行う予定。

© 「殺されたゴッホ」
小学館文庫

© 「三人の逞しい女」
早川書房

© 「セロトニン」
河出書房新社

©「パリ警視庁迷宮捜査班」
早川書房

© 藤原書店

©「三つ編み」／早川書房

© 「ちいさな国で」／早川書房

© 「もうひとつの異邦人」
水声社

作家の原田マハ
と対談

日仏翻訳
文学賞

推理小説の
おすすめ！

11月10日
対談

 2009年
ゴンクール賞
受賞作

10月7日
作家リービ 英雄

と対談

新井賞
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児童  Jeunesse 児童  Jeunesse

ママの小さなたからもの｜アストリッド・デボルド & ポーリーン・マルタン
　                                                                                 辻仁成翻訳｜早川書房

ねぇ、ママ。ママはずっとぼくのこと好きでいてくれる？とぼうやがききました。」辻仁成 の
翻訳による、世界中のお母さんと子供に薦めたい絵本『ママの小さなたからもの』。心に
響き、涙ぐむような読後感。絶妙なテンポの本書は読み聞かせに大人気！こどもを育て
る大変さ、楽しさ、せつなさすべてひっくるめて《お母さんを幸せにする絵本》です！

スイレンの花のように：平和をつなぐカンボジアの踊り子｜パスカル・ルメートル 　                                                     
                                                                                   たかのゆう翻訳｜汐文社

凄惨なカンボジア戦争を生き残ったソピリン。平和への祈りを込めて舞い踊る彼女が
同胞の傷を癒し、日常に和やかな生活が蘇る。この絵本は現代の若者たちの希望に満
ちた物語。

瓶に入れた手紙｜ヴァレリー・ゼナッティ                     伏見操翻訳｜文研出版

長い間戦争をしている国に住む17歳の少女に何ができるでしょうか？イスラエルの少
女、タル。テロ事件の後 、パレスチナ人にあてた手紙を瓶に封じて海に流した。ガザの
海で、その手紙を受け取った少年、ナイームとの友情。

はなくそ だいピンチ!｜マルジック&モリソー　               伏見 操翻訳｜汐文社

鼻をかむ時に鼻の中に何が起こっているか考えたことある？実は 鼻くその大群が住ん
でいる。鼻の形の家でそれらの幸せな生活をしているが、ある晩… 大冒険が始まった。
フランスで大人気の『はなくそ だいピンチ！』は幼児向けの 絵本。

しあわせって、なに?｜オスカー・ブルニフィエ&カトリーヌ・ムリス
　                                                                        西宮かおり翻訳｜朝日出版社

子どもたちは、いろいろなことを疑問に思います。その疑問にはしばしば、とても大切な
ことがが含まれています。この本は、私たちの人生に不可欠な、幸せについて、話し合っ
てみたいと考えている、すべてのお父さんお母さん、そして子どもたちの本です！

今さら言えない小さな秘密｜ジャン＝ジャック・サンペ
　                                                                            荻野アンナ翻訳｜ファベル

南仏サン＝セロンで評判の自転車屋、ラウル・タビュランには、誰にも言えない秘密が
あった。実は、自転車に乗れたことがないのだ！そしてある日、有名な写真家に自転車に
乗っているところを撮影したいと言われて、パニックに陥ってしまう…。

すてきな三にんぐみ｜トミー・アンゲラー　
                                                                             いまえ よしとも翻訳｜偕成社

昔々、どこに行っても人々を恐怖に陥れていた恐ろしい泥棒三人組がいました。ところ
がある日、三人組は何をも恐れないみなしごのティファニーちゃんと出会います。ティファ
ニーちゃんは、こわーい三人組をとてもすてきな人たちに変身させていくのです…。色
褪せることのない、永遠の児童文学の名作！

もくもくをつかまえた｜ミカエル エスコフィエ&クリス ディ ジャコモ  
                                                               ヨシタケ シンスケ翻訳｜クレヨンハウス

小さな男の子が、ある日、雲をみつけ、その雲を飼い慣らそうとします。しかし、雲を自分の
思い通りにするにはどうしたいいのだろう？詩的なエッセンスが詰まったこの本は、自由
への賛歌でもあります。あなたが触ることにできる雲に出会ったとしたら、どうしますか？

かんぺきなこども｜マチュー モデ& ミカエル エスコフィエ  
                                                                                石津ちひろ翻訳｜ポプラ社

「わくわくこどもストア」で「完璧な」子どもを選んだ両親。家に連れて帰ってみると、なん
と嬉しいことに、子どもはわめくこともなく、わがままも言わないし、親の失敗までカバー
してしまいます。ところがある日、自分と同じように完璧な親がほしい、と言い出して…。

© 「ママの小さなたからもの」
早川書房

© 「スイレンの花のように」
汐文社

©  「瓶に入れた手紙」
文研出版

© 「はなくそ だいピンチ !」
汐文社 © 「しあわせって、なに ?」

朝日出版社

 © 「今さら言えない小さな秘密」
ファベル

© 「すてきな三にんぐみ」 
偕成社

© 「 もくもくをつかまえた」 
クレヨンハウス

© 『かんぺきなこども』
ポプラ社

3歳～ 8歳～

10歳～

6歳～

9月
映画公開
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コミック  Bande dessinée コミック  Bande dessinée

クレール パリの女の子が探す「幸せ」な「普通」の日 ｜々オード・ピコー
                                                                        　大西愛子翻訳｜DU BOOKS

「ただ愛のある生活が欲しいだけ――。」32歳の看護師 クレール は運命の人だと信じ
ていたフランクと生活し始めたが… 標準的なカップルの「普通」は探した「幸せ」とはな
かなか違うかもしれない。

ねこのミシェル : 幸せに生きるためのニャン生指南
｜ミシェル・プレ、レスリー・プレ                           鵜野孝紀翻訳｜DU BOOKS

体重６キロの可愛い猫、ミシェル。ミシェルの目標はただ一つ：ひっきりなしに食べ続
けながら、できるだけ長生きすること。私たちが、食べることの楽しみを失わないよう、ミ
シェルはその食事の摂り方や様々なアドバイスを提案してくれる！

バンド・デシネ最初の人間｜アルベール・カミュ、ジャック・フェランデズ
                                                                                    青柳悦子翻訳｜彩流社

昨年は、アルベール・カミュの作品を漫画化した、BD『異邦人』を紹介した。今年も、
ノーベル文学賞受賞作家の二つ目の名作小説を、BDで読んで見てはいかがでしょう
か。

ナタンと呼んで：少女の身体で生まれた少年
｜カトリーヌ・カストロ、カンタン・ズゥティオン                 原正人翻訳｜花伝社

ナタンはリラとして、女の子の体で生まれてきた。このバンド・デシネは、作者のルカが実際
に経験した話に基づいている。16歳のときに、自分自身になりたくて、性別を変えた男の子。
自分の体を変えようという決意はどのようにして生まれるのか、そしてその決意を周囲の人
たちにわかってもらうためにはどうすればいいのか。作家は、2019年10月12日に、アンスティ
チュ・フランセ東京で行われる討論会「学校：平等と違っていても良い権利」に出席する。

わたしが「軽さ」を取り戻すまで "シャルリ・エブド"を生き残って
｜カトリーヌ・ムリス                                                      大西愛子翻訳｜花伝社

2015年1月7日、パリの シャルリー・エブド本社で発生したテロ事件により12人の同僚
を失うなか、ほんのわずかな偶然によって生き残った  カトリーヌ・ムリス。心の平穏を取
り戻すため、彼女は自身のバンド・デシネに、テロの後に体験した気持ちの変化を記録
した。

未来のアラブ人｜リアド・ サトゥフ                                鵜野孝紀翻訳｜花伝社

リアド・サトゥフが、リビア、シリア、そして母の実家があるブルターニュ地方で過ごした
子ども時代を通して、自分という少年が二つの世界の間でいかにして形成されてきたの
かを語る。世界的な成功を収めたこのバンド・デシネは、23カ国語に翻訳され、アング
レーム国際漫画祭で年間優秀作品賞を受賞した。サトゥフは、10月15日に、アンスティ
チュ・フランセ日本でヤマザキマリと対談する予定。

年上のひと｜バスティアン・ヴィヴェス 　                        原正人翻訳｜リイド社

13歳のアントワーヌは、ヴァカンスで家族と共に海辺の別荘を訪問する。そこで出会っ
たのは、両親の友人の女性の娘、エレーヌ16歳…。バスティアン・ヴィヴェスの最新の
BD小説は、憂なき夏の暑さの中で初めて経験する恋のドキドキを蘇らせてくれる。

ラディアン｜ トニ－・ヴァレント　                      原正人翻訳｜EUROMANGA

フランスのバンド・デシネ作家、トニー・ヴァレントのシリーズ作品、『ラディアン』は魔法
使いの見習い、セトの魔法の世界にあなたを引き込んでいく。セトは、どこから来たのか
わからない、危険な怪物、ネメシスの根絶を決意する…。10月より、シリーズ２がEテレ
で放送予定！

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
　                                                                                    原正人翻訳｜花伝社

マルグリットは27歳で、外見は他の同い年の女性と何ら変わらない。美人だし、生き生
きとして、知的だ。大企業で働き、恋人と一緒に暮らしている。しかし、彼女はちょっと、
他の人とは違うのだ…。アスペルガー症候群について理解を深め、人と違うというのは
どういうことなのかを考えさせてくれるバンド・デシネ。

© 「クレール パリの女の子が探す」 
 DU BOOKS 

© 「ねこのミシェル」
 DU BOOKS  

© 「バンド・デシネ最初の人間」
彩流社

©「ナタンと呼んで」／花伝社

©「わたしが「軽さ」を取り戻すまで」
花伝社

© Allary Éditions ／花伝社

©  「年上のひと」／リイド社

© 「ラディアン一巻」
EUROMANGA

© 「見えない違い」 ／花伝社

10月12日
討論会

猫を愛する
すべての人

に

オススメの
本。

漫画家
ヤマザキマリ
と対談

NHKが
アニメ化、脚色

、
制作

Japan Media 

Arts Festival
新人賞
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人文・社会  Sciences humaines et sociales 人文・社会  Sciences humaines et sociales

希望を蒔く人：アグロエコロジーへの誘い｜ピエール・ラビ
                                                                             天羽みどり翻訳｜コモンズ

哲学者で、農業経営者のラビは、地球を揺るがしている環境危機と対峙しつつ、現
代社会を支配する様々な価値観とは異なる、希望に満ちた視点を提供する。

鳥頭なんて誰が言った?:動物の「知能」にかんする大いなる誤解
｜エマニュエル・プイドバ　                                     松永りえ翻訳｜早川書房

動物行動学者で、フランス国立科学研究センターと国立自然史博物館で研究者と
して活躍しているプイドバ。彼女は、知性はすべての動物に備わった適応能力であ
り、羽根、毛皮、うろこ、触手、骸骨があったり、なかったりするのも、環境による制限
にできるだけ対応しようとしているからなのだと力説する。

犬たち｜マルク・アリザール       西山雄二&八木悠允翻訳｜法政大学出版局

人間と犬の複雑な関係を、歴史や有名な神話を通じて発見できる小さな本。犬たち
が、幸せの秘められた処方箋を教えてくれる、意外性に満ちた「人生の先生」だった
ら？

糧―政治的身体の哲学―｜コリーヌ・ペリュション
                                                                                 服部敬弘翻訳｜萌書房

 哲学者として、コリーヌ・ペリュションは本書で、主に環境学と動物の条件のテーマ
に取り組む。自然を取り込んだ社会契約を考え直す方法を考察する。

崩壊学：人類が直面している脅威の実態
｜パブロ・セルヴィーニュ、ラファエル・スティーヴンス
                                                                                鳥取 絹子翻訳｜草思社

今、誰もが話題にする気候変動の問題。現在、実際に我々の世界に起きていること
を理解し、この大きな試練を、誰もが希求する社会を再構想するチャンスに変えてい
くためのヒントを呈示してくれる本。

ビッグデータという独裁者：「便利」とひきかえに「自由」を奪う
｜マルク・デュガン、 クリストフ・ラベ                       鳥取絹子翻訳｜筑摩書房

オーウェルの『1984年』は、暴力的な独裁国家についての物語であった。ビッグデー
タの世界は、優しくも全体主義的なヘゲモニーの世界なのだろうか？このまま、何も
しないでいると、我々は記憶を失った、プログラミングされた、監視下にある「裸の人
間」になってしまうのか？

私にはいなかった祖父母の歴史―ある調査―｜イヴァン・ジャブロンカ    
                                                                        田所光男翻訳｜名古屋大学出版会

ジャブロンカは社会主義運動に参加したことで、ポーランドを追われ、ユダヤ人で
あったために、アウシュヴィッツに送られた祖父母の足跡を追いつつ、歴史と文学の
絆を再定義する。真実の追求は、歴史の要求に応じた文学を誕生させた。

資本主義って悪者なの? ジグレール教授が孫娘に語るグローバル経済の未来
｜ジャン・ジグレール                               鳥取絹子翻訳｜ＣＣＣメディアハウス

この本は資本主義の誕生から、世界に蔓延る弱肉強食の理念、肥大化する権力な
ど、複雑な問題をわかりやすく、しかし詳細に伝えてくれます。悲惨な現実を直視する
には勇気が要りますが、ジャン・ジグレール氏の本からは常に、次世代に対する愛と
希望を感じるのです。（フォトジャーナリスト　佐藤慧）

フランスの同性婚と親子関係―ジェンダー平等と結婚・家族の変容
｜イレーヌ・テリー                          石田久仁子&井上たか子翻訳｜明石書店

性の平等を訴え続けてきた社会学者のイレーヌ・テリーが、同性カップルの結婚を可
能にした、2013年の「みんなのための結婚」法を振り返る。テリーは、この法律がいか
にして、二世紀以上も前から社会を支配し、男性、女性の階層的な補完性を、決して
超えるとのできない一線としてきた婚姻体制を、いかに検討し直したかを説明する。

© 「希望を蒔く人」 ／コモンズ

© 「鳥頭なんて誰が言った ?」 
 早川書房

© 「犬たち」 ／ 法政大学出版局

© 「糧―政治的身体の哲学―」／萌書房

© 「崩壊学」／草思社

©  「ビッグデータという独裁者」　
 筑摩書房

© 「私にはいなかった祖父母の歴史」
名古屋大学出版会

©「フランスの同性婚と親子関係」
明石書店

© 「資本主義って悪者なの ?」
ＣＣＣメディアハウス
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