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ご挨拶 

　フランスと日本両国において、児童書は特別な位置を占め、出版界における最もダイ

ナミックで創造的なセクターのひとつとなっています。

　この傾向は日仏両国ともに、子どもの成長における本の存在の重要性を認識している

からこそです。子どもの日常生活における読書の時間というのは、ひとりきりでも、分

かちあっても、その子を成長に導く道しるべです。子供に本をプレゼントする、手渡

す、読み聞かせるということは、その子の教育と成長においてなくてはならないことな

のです。

　本とともに子どもはさまざまなことを発見をし、学び、自らに疑問をなげかけたり、

恐ろしい想像に身をまかせたり、夢想にふけって、読書を楽しむことを知るのです。

　そして、児童書は環境問題や平等というようなテーマを扱いながら、子どもに自分を

とりまく世界を理解する鍵を渡すこともできます。それだけでなく、本には子どもたち

を安心させ、落ち着かせ、新しい世界を開き、笑わせたり夢を見させたり、子どもたち

に美しいものや詩情というものを教える力と使命があります。

　今日、在日フランス文化ネットワークは、若い世代にフォーカスを当て、彼らのため

の多くの活動を行っています。

この在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本によるフランスの児童書のパ

ンフレットは、フランス語から日本語に翻訳された子どものための本のセレクションを

皆様にご紹介するものです。そして、新しい文化への手ほどきであり、今までと違った

ものごとの見方を知っていただく機会をご提供するものでもあります。ここにご紹介す

る本を皆様のお子さんたちに読んでいただき、みなさまも一緒に楽しむ時間をもってい

ただけるようにと、期待いたしております。　

　それでは、良い読書をお楽しみください。

ローラン・ピック
 駐日フランス大使
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さんびきのおさる　Kenji Abe　　　　　　　          あべけんじ 作｜福音館書店

まん丸のお顔にしなやかな手足をもつ三匹の小さなおさる、丘の上からコロンコロンと
転がり降りて、大きな川は三匹手をつないで、ワニに食べられないように渡ります。転が
り、飛び跳ねるおさるたちと一緒に、楽しい一日を過ごしましょう。フランスから届いた、
とびきり明るく愉快な赤ちゃん絵本です。   

あるひぼくはかみさまと　Kitty Crowther　　           ふしみみさを 訳｜講談社

ある日、テオは森で変なモノに出会ってびっくり。すると「こわがらないで。ボクはかみさ
まだから」って言うではありませんか！信じられない！だってかみさまって年寄りですごく
まじめでなんでも知っているでしょう？なのにぜんぜん違う。おもしろいし変身もするし。
だけどオムレツを知らないなんて…。

てをあげろ!　Catharina Valckx　　　　　　          ふしみみさを 訳｜文研出版

ハムスターがギャングになるのはそんなに難しくない。ピストルを振りかざして「てをあ
げろ」って言えば十分。ビリーのパパはビリーを強いギャングに育てようとするけれど、
ビリーにはどうすればよいか分からない。ことば遊びが散りばめられた、おとなになって
いく子どものお話。対象年齢 6～8歳

わたしのやま　François Aubineau & Jérôme Peyrat             
                                                                            谷川 俊太郎 訳｜世界文化社

お話というのは、それを語る人によって違った印象をうけるものです。この本にはふた
つの始まりがあります。ひとつは、 自分の牝羊たちを守ろうとする一人の羊飼い、もうひ
とつは、厳しい自然の中で生き残ろうとする一匹の狼が語るお話です。もともと敵同士
なのに、ひとつの同じ山にすみ、彼らが思うよりずっと共通点があるのではないでしょう
か...？3歳からのちいさな子どもに見せて読み聞かせる、美しい絵本。

ふたりのパパとヴィオレット　Emilie Chazerand & Gaëlle Souppart      
                                                                                   中山亜弓 訳｜ポット出版

ヴィオレットの二人のおとうさんは娘と一緒に遊び、おはなしをしてくれるし、宿題をす
るのを手伝ってくれて、もしご飯をのこしたら叱ります...つまり、みんなの両親と変わら
ないんです！ この絵本はシンプルに同姓カップルの家族とそのひとたちが被る他者の
偏見の眼というような困難について語っています。とてもさわやかな色使いのイラストと
ともにこの本は、 このような家族を馬鹿にする人はやがていなくなり、ヴィオレットの家
族は他の家族と同じになるのだという希望をあたえます。対象年齢 5歳以上

© 福音館書店 , 2019.5.

© 講談社 , 2013.4.

©文研出版 , 2014.8.

©世界文化社 , 2020.2.

©ポット出版 , 2019.10.

皆さんにおすすめの絵本
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© 朝日出版社 , 2019.5.

©東京 : アノニマ・スタジオ , 
2012.2.

© アノニマ・スタジオ , 2013.6.

ペネロペおおきくなったらなにになる? 　
Anne Gutman & Georg Hallensleben　　　　     ひがしかずこ 訳｜岩崎書店

ペネロペ、大きくなったらなにしたい？みんなと同じように、ペネロペもいろいろなおしご
とをおもいつきます…：うちゅうひこうし、ダイバー、しきしゃ、動物のおいしゃさん、しょ
うぼうし？…どれが一番気に入ったのでしょうか？対象年齢 3歳以上

ちいさなフェミニスト宣言：女の子らしさ、男の子らしさのその先へ
Delphine Beauvois & Claire Cantais　　                       新行内美和 訳｜現代書館

お人形遊びは女の子だけの遊び？戦いごっこは男の子だけ？それとも教育においてだ
けの話？女の子だから、男の子だから、こうあるべきということに、子ども自身疑問に
思うのは当然のこと。そういうことを教えてくれる最初の絵本。対象年齢 3歳以上

美と芸術って、なに?　Oscar Brenifier & Rémi Courgeon　　　　　　         
                                                                                                  西宮かおり 訳｜朝日出版社

うつくしい、ちょっと変、ひどい、おもしろい、感動する...うつくしいもの、アートって、みん
ながそれぞれで感じるもの。でも、結局、「美しさ」って何なんだろう？なんである作品が
傑作と呼ばれるのだろう？この大問題に興味がある子どもたちのための「美」と「芸術」
を学ぶ小さな入門書。対象年齢 8歳以上

ナマケモノのいる森で　Anouck Boisrobert & Louis Rigaud　　　 
     　　　　　　　　　　　　　　　　  松田素子 訳｜アノニマ・スタジオ

この詩的で優しさにつつまれた本があなたをアマゾンの森林の探検にい
ざないます。自然の真の姿、そのエコ・システム、そしてその傷つきやすさ
を、見事なポップ-アップのしかけで見せる、環境問題への意識を子どもた
ちに芽生えさせる美しい絵本。対象年齢 3歳以上

オセアノ号、海へ!　Anouck Boisrobert & Louis Rigaud　　　 
     　　　　　　　　　　　　　　　　  松田素子 訳｜アノニマ・スタジオ

海の美しさと傷つきやすさを子どもたちに伝える、目を見張るようなポップ
アップ絵本。
水の表とその奥深くにある海の姿を発見するために出発しましょう。子ど
もたちは、海洋世界への讃歌と敬意をこめた、ポップアップの巧みなしかけ
と美しいいろどりに魅せられながら、海の探検にいざなわれます。

©岩崎書店 , 2020.1.

© 現代書館 , 2020.1.

成長と気づきのための絵本 
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アートのなかでかくれんぼ 2　オルセー美術館でさがせ！　
Nicolas Piroux　　　　                              木村泰司 日本語版監修｜フレーベル館

みんなが知っているオルセー美術館のシロクマの「ポンポン」、でも最近はちょっといた
ずら好きで、美術館の美しい絵画や彫刻などのどこかに隠れているようです。アートが
身近になる、遊び心いっぱいの探し物絵本。対象年齢 9歳以上

カシュカシュのまちでかくれんぼ：まほうのルーペでさがしてあそぼう!
Agathe Demois & Vincent Godeau　　           うちださやこ 訳｜アノニマ・スタジオ

こどもからおとなまで楽しめる絵本。赤いルーペを使って不思議なまちのなかに何が見
つかるか探してみよう！対象年齢 ３～６歳

さわれるまなべるうみのいきもの　Nathalie Choux　　          
                                                                     大浜千尋 訳｜パイインターナショナル

海のいきものの発見に行ってみないかい？この絵本は、海に生きる素敵な住人たちを
もっとよく知ることができるようにかかれています。各見開きページごとにさわれる海の
いきものが登場。対象年齢 3歳以下のお子さん

さがしてみつけて! どこどこ? カメレオン：さがしえしかけえほん　
Miyauni　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           永岡書店

いたずらなカメレオンが、絵本のそれぞれのページの中に隠れています。付録の「カメレ
オンスコープ」を手に持って、お手本と同じ柄のカメレオンを探しましょう。
対象年齢 3～6歳

バーバパパのさがしもの　Alice et Thomas TAYLOR
                   　　　　　　　　　　　                                                          講談社
みんなが知っているバーバパパファミリーといっしょに、博物館や、水族館など、いろん
なところへ出かけて絵さがしをしよう。どのページにもクイズがあって、大判サイズなの
で、みんなで楽しく遊べる絵本です。

© フレーベル館 , 2020.1.

© アノニマ・スタジオ , 2019.9.

© パイインターナショナル ,
2019.4.

© 永岡書店 , 2019.11.

© 講談社 , 2019.2.

遊べる絵本
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ゆめみるどうぶつたち 　Isabelle Simler　　　      石津ちひろ 訳｜岩波書店

みなさんは動物たちにもおねんねの時間があるのを知っていますか。どんな夢を見てい
るのでしょう。この詩情あふれる優しさにつつまれた絵本には、美しい毛並み、羽根、毛
皮につつまれた動物たちが、あどけなくすやすやと眠る様子が息をのむ美しさで描かれ
ています。

おやすみ、ミユキ 　Roxane Marie Galliez & Seng Soun Ratanavanh      
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      桜庭一樹 訳｜岩崎書店

ミユキは寝る時間になると、ちょっとでも長く起きていたくて、やることがいっぱい。詩的
でとても素敵な絵本は寝る前のひとときにぴったり。対象年齢 6歳以上

14歳からの瞑想「超」入門　Johanne Bernard, Laurent Dupeyrat, Alice Gilles
                                                        山口羊子 訳｜ディスカヴァー・トゥエンティワン

子どもたちにとって、瞑想は素晴らしい遊びの場です。少しずつ瞑想に慣れ親しみなが
ら、子どもは注意力と集中力は、苦労をせずに楽しく身につけられるものだということを
知るでしょう。シンプルでイラスト入りの説明や、伝統的な小話と瞑想の練習によって、
子どもは一歩ずつ導かれていきます。この絵本は日常の一日における13の瞑想の方法
を紹介します。対象年齢 7歳以上

ドラゴンにあったよ!　Anne Gutman & Georg Hallensleben      
　　　　　　　　　                                                       ふしみみさを 訳｜小学館

こねこちゃんはいつまでも起きていたいので、寝る時間になるといろんなお話を始めま
す。今日はなんとドラゴンのお話！「リサとガスパール」シリーズの著者のとても楽しくて
想像力がどんどんふくらむ絵本。対象年齢 3歳以上

このほんよんでくれ!　Bénédicte Carboneill & Michaël Derullieux      
　　　　　　　　　                                            ほむらひろし 訳｜クレヨンハウス

ひるねをじゃまされるのが大きらいなオオカミ。なのに、人間のおとうさんが娘に読み聞
かせている本が気になってしかたがない。ふたりを食べちゃうより、おはなしの続きをし
りたくてたまらない...でもオオカミは字がよめない。どうしたらいいのでしょう？読むた
のしさいっぱいの一冊。対象年齢 4歳以上

© 岩波書店 , 2019.9.

© 岩崎書店 , 2019.11.

© ディスカヴァー・トゥエンティワン , 
2018.12.

©小学館 , 2019.11.

© クレヨンハウス , 2019.7.

お休み前の読書に
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アヤンダ：おおきくなりたくなかったおんなのこ 　
Véronique Tadjo & Bertrand Dubois　　　               村田はるせ 訳｜風濤社

アヤンダのパパは戦争から戻って来ませんでした。アヤンダは大人たちが殺し合いをす
ることに心を痛め、大人になることをやめようと思いました。 そうは言っても、アヤンダ
はある日突然巨人になってしまいます...ファンタジーの力で、子どもたちの閉ざされた
心をときほぐし、いまを生きることを伝える絵本。

ダニーの学校大革命 　Rachel Hausfater　　　              
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダニエル遠藤みのり 訳｜文研出版
ダニーはなんにでも反対する。授業や先生やクラスメ－ト達にもノ－。ようするに彼に
とって学校はノ－なのだ。それなのに、うっかりクラス委員選挙に立候補することにな
り、しかも当選してしまった！この思いがけない展開をダニーはどう切り抜けるのか？
対象年齢 9歳以上

バイバイ、わたしの9さい ! 　Valérie Zenatti　　　      伏見操 訳｜文研出版

タマラにとっては1歳、10歳、100歳の３つがとっても大事な歳。10歳の誕生日を迎える
ちょっと前に、タマラはどうやってこれから生きていこうか真剣に考えた。対象年齢 9
歳以上

3つ数えて走りだせ　Eric Pessan　　　                   平岡敦 訳｜あすなろ書房

胸にぐっとくる逃走の物語。アントワーヌとトニーは走り続けます。一人はフランスから
追放されるのではないかという恐怖から。一人はおとなの暴力から逃れるために。この
途方もない疾走の果てに二人が見い出したのは？NRP児童文学賞を受賞したフラン
ス青少年文学の傑作！

ファニー13歳の指揮官　
Fanny Ben-Ami, Galila Ron-Feder-Amit & Claude Grimmer　　　
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      伏見操 訳｜岩波書店

1943年．ユダヤ人はナチスに追い回された。ゲシュタポから逃れるために、13歳のファ
ニーはいやいやながらも、逃亡する28人の子どもたちのグループのリーダーになる。彼
らが終に自由になれるスイスの地に到着するには、ファニーは途方もない勇気をもって
この遠征を成功させなければならない。子どもらしさを犠牲にし、大人にさえもめったに
ない決断力をもった少女の驚くべき実話。映画『少女ファニーと運命の旅』の原作本。

© 風濤社 , 2018.4.

© 文研出版 , 2016.8. 

© 文研出版 , 2015.11.

© あすなろ書房 , 2017.3.

© 岩波書店 , 2017.8.

10代への本



子どものためのフランス語講座
小さいころから世界へと目を向け始めましょう！

豊かな感性を養う授業、お話の時間、フランス語を学習する講座…
アンスティチュ・フランセとアリアンス・フランセ－ズは、5 歳から
スタートでき、将来的に有効な切り札となる、キッズ・ジュニアに向
けた数多くのフランス語講座をご用意しております。

子どもたちがより若いうちに外国語を学ぶことで、外の世界へ興味を持ち、記憶力と的確
な情報処理能力を習得する助けとなるでしょう。さあ、迷わず一歩を踏み出しましょう！
キッズ・ジュニア向け講座の詳細は、お近くのアンスティチュ・フランセ、あるいはアリアンス・
フランセーズにお問い合わせください。

https://www.institutfrancais.jp/network/


