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文学  Littérature

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

３人の女性、３つの人生、３大陸。インド。不可触民のスミタは、娘には悲惨な状況を抜け
出して欲しいと願い、学校に通わせることを夢見る。 シシリー島。ジュリアは父親の工場で
働いている。父が事故に遭い、家業が倒産の危機にあることを知る。 カナダ。辣腕弁護士と
して評判のサラは、所属する弁護士事務所のトップに昇進しようとしていたが、重い病を得
ていることに気付く。スミタ、ジュリア、サラは、彼女達を深い所で不思議な形で結びつける
ものを知らずに、運命に従うことを拒み、闘うことを決断する。響き合う人間性が、希望と連
帯の三つ編みを編んでいく。「三つ編み」は３６カ国語に訳され、2017年女性経済文学賞、
2018年クリスタルグローブ賞など２０以上の国内外の文学賞を受賞している。

ランスへの帰郷
ディディエ・エリボン ｜塚原 史    訳                                                                      みすず書房

フランスの社会学者ディディエ・エリボンの自伝的エッセイ。父親の死を機に30年ぶりにラ
ンスへ帰郷した著者はそこで家族の歴史を辿り始める。労働者階級の中で育った子供時
代から次第に社会的に成功して行く各過程を描き、そこに階級社会、教育制度、自己形成、
セクシュアリティ、政治などの考察を交えている。集合的決定論に基づく現実社会における
個人史を再構成しながら、様々な支配とその抵抗の形についての私論を展開する。

彼女たちの部屋
早川書房 レティシア・コロンバニ ｜齋藤 可津子 訳

現代のパリ：40歳になるソレーヌは弁護士のキャリアに全てを捧げて来たが、ある朝均衡
を失い仕事に行けなくなる。燃え尽き症候群に陥った彼女は、困窮する女性たちが暮らす
「女性会館」でボランティアとしての使命を引き受けることにする…1925年パリ、救世軍の
トップ、 ブランシュ・ペイロンは社会から排除された全ての女性たちに隠れ家を提供しよう
と構想する。「女性会館」と名付けて彼女は奮闘する。「女性会館」は、困窮する女性のため
のヨーロッパ最大規模の施設として今日まで続いている。レティシア・コロンバニは、この唯
一無二の場所の存続を願い、過去と現在において奮闘し今も闘う女性にオマージュを捧
げ、重なり合う物語を描く。

魔女の組曲
ハーパーコリンズ・ ジャパン ベルナール・ミニエ ｜坂田 雪子 訳

イヴの夜、トゥールーズのラジオ局でパーソナリティーをしているクリスティーヌに届いた1通
の自殺予告。何かの間違いか、悪ふざけだろうと気にしていなかったが、その翌日、番組でと
りあげなかったことを非難する電話が視聴者からよせられる。冗談ではなかったのだ。そし
て中傷と脅迫が続き、やがて偶発事故が次 と々起こる…
ベルナール・ミニエは、現在目覚ましい活躍をしているフランス・ミステリー作家の一人。第
一作『氷結』はハーパーコリンズ・ ジャパンから出版されている。

©早川書房 2019

© みすず書房　2020

『読書の秋2020』  11月21日（土） 18時～19時30分   〈オンライン対談〉 レティシア・コロンバニと中江有里
https://www.institutfrancais.jp/fa2020/

© 早川書房 2020

© ハーパーコリンズ・ ジャパン 2020

https://www.institutfrancais.jp/fa2020/
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砂漠が街に入りこんだ日
グカ・ハン ｜原 正人 訳                                                                                           リトルモア

「フランス語は中立的な領域であり、韓国語の制約なしに進化することができます。」 グカ・
ハンは1987年に韓国で生まれ、書く言語としてフランス語を選んだ。彼女の最初の短編
小説は、居場所も手がかりも与えてはくれない 世界において、なんとか自らの声で訴えよう
としている極めて弱い存在である人々を描く。 ルールを知らないゲームの中を歩く、8人の
「私」の物語 。

言語の七番目の機能
ローラン・ビネ ｜高橋 啓 訳                                                                                  東京創元社

1982年、大統領候補ミッテランとの会食直後、交通事故に遭い死亡した哲学者で記号学
者ロラン・バルト。彼の手元からはある重要な文書が消えていた。これは事故ではない。暗
殺だったのだ！　捜査にあたる警視と若き記号学者の二人以外の主要登場人物のほとん
どが綺羅星のごとき実在の人物たち。フーコー、デリダ、クリステヴァ、エーコ……。謎の秘
密組織〈ロゴス・クラブ〉とは何か？フィクションと真実、言葉の持つ力について描いた傑作
記号学ミステリ。

ドイツ人の村 : シラー兄弟の日記
水声社 ブアレム・サンサール ｜青柳 悦子 訳

シラー兄弟はアルジェリア人の母とドイツ人の父と共にパリ郊外のアルジェリア人居住地
で暮らしていた。1994年、武装イスラム集団(GIA)による襲撃で両親を失う。両親の死に
よって兄弟の父の過去が明らかになる…ドイツ人でありながら、モジャーへディンの戦闘員
だったのだ。史実を源にしたこの小説は、異なってはいるが、近い関係にある3つのエピソー
ドを結びつけている。ショアー、アルジェリア紛争、難民たちが暮らすフランスの郊外。ブアレ
ム・サンサールはアルジェリアに生まれ、フランス語で執筆する小説家、エッセイスト。現政
権に批判的なことからアルジェリアで出版禁止になっている。欧州では高く評価され、多く
の賞を受賞している。

ＨＨｈＨープラハ、1942年
東京創元社 ローラン・ビネ ｜高橋 啓 訳

ナチスによるユダヤ人大量虐殺の首謀者で責任者であった、ライン・ハルト・ハイドリヒ。ヒ
ムラーの右腕だった彼は〈第三帝国で最も危険な男〉〈金髪の野獣〉等と怖れられた。類
人猿作戦と呼ばれたハイドリヒ暗殺計画は、ロンドンに亡命したチェコ政府が送り込んだ
二人の青年パラシュート部隊員によってプラハで決行された。そして、それに続くナチスの
報復、青年たちの運命……。ハイドリヒとはいかなる怪物だったのか？ナチスとはいったい
何だったのか?  本書の登場人物はすべて実在の人物である。史実を題材に小説を書くこ
とに、ビネはためらい悩みながら全力で挑み、小説を書くということの本質を、自らに、そし
て読者に問いかける。小説とは何か？

©リトルモア   2020

© 東京創元社 2020

© 水声社 2020

© 東京創元社 2013

『読書の秋2020』 10月31日（土） 18時～19時30分　〈オンライン対談〉 ローラン・ビネと平野啓一郎 
https://www.institutfrancais.jp/fa2020/

フナック小説賞
アンテラリエ賞 2015

2010年ゴンクール賞最優秀新人賞受賞作

2014年本屋大賞翻訳小説部門第1位

https://www.institutfrancais.jp/fa2020/
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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 訳                                                                            DU BOOKS

30代の女性クレールは新生児病棟担当のナース。恋愛では失敗が続きながらも、真の理
想のカップルを築こうと奮闘する。 彼女に理想の男性と思えたフランクと同棲しようと決心
したのは、ついに運命の人に会えたのだと思ったからだった。でも、彼女を待っていた標準
的な現実とは、その高みに届くものではないようで…オード・ピコーは優雅さとユーモアを
もって、女性に対する社会の圧力と今日の重要なテーマを取り上げる－カップル、欲望、自
己の探求、そして快楽。

キュロテ　世界の偉大な15人の女性たち
キュロテ deux　世界を変えた知られざる15人の女たち（仮）
ペネロープ・バジュー ｜関澄かおる 訳                         DU BOOKS

アパッチ族の女戦士、“水中のヴィーナス"と呼ばれたハリウッドの女
優、灯台守、人気妖精キャラクター生みの親、婦人科医、女帝、アフ
ガニスタンの女性ラッパー、パリジェンヌの慈善家の老婦人、女性探
検家、マラソン選手…キュロテとは、偏見を打ち砕いて活躍する女性
たちのことだ。このシリーズは行動を起こして自分の人生を作り上げ
た現代女性30人の愉快なポートレートと、彼女たちの物語を綴っ
ている。

私のおっぱい戦争―29歳・フランス女子の乳がん日記
花伝社 リリ・ソン ｜相川千尋 訳

29歳で乳がん? この作品は作者自身に起こった、乳がんの闘病生活について描かれた、
エッセイバンドデシネ。病気の発見から、彼女の周囲を取り巻く人々の反応や医療従事者
とのやりとり、彼女独自の病気との付き合い方まで、ユーモアたっぷりに綴られている。検
査、治療、症状、遺伝学だけでなく、女性らしさ、健康づくり、人間関係にもおよんで、すべて
を細かく分析し、少し自虐的に、悲劇的になりすぎず、そしてとりわけ前向きに、がん患者の
実態を伝えようとする試み。

© DU BOOKS 2017

© DU BOOKS 2017

『読書の秋2020』 10月24日（土） 18時～19時30分    
〈オンライン対談〉 オード・ピコー×鳥飼茜トークショー「日々、女子」
https://www.institutfrancais.jp/fa2020/

© 花伝社  2019

『読書の秋2020』　11月17日（火）　18時～19時30分 （日本語のみ）
 好きなように「図太く」生きる！
 フランスの女性向けバンドデシネとアニメを通じて学ぶこれからの女性の生き方

オンラインにて、女性作者のバンドデシネ討論会のイベントを開催します。
https://www.institutfrancais.jp/fa2020/

※書影は原著のものです

https://www.institutfrancais.jp/fa2020/
https://www.institutfrancais.jp/fa2020/
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リッチな人々
マリオン・モンテーニュ、ミシェル パンソン & モニク パンソン=シャルロ 
川野英二 & 川野久美子  訳                                                                                        花伝社

フィリップ・ブロコリはロトに当たった時、金持ちになったと思う。しかし金持ちの定義はそん
なに簡単ではなく、彼の銀行口座に限られた事ではない。このマリオン・モンテーニュのBD
は、フランスの二人の社会学者の富裕層の研究について解りやすくユーモラスに読み解く
社会学の入門書。この特権階級の舞台裏や作法を紹介している。

博論日記
ティファンヌ・リヴィエール ｜中條千晴 訳                           　　　     　　                花伝社

『博士論文を作成することはなんと権威のあることか？』若き教師、ジャンヌは、ソルボンヌの
博士課程入学許可を受けとった時に思ったものだ。しかし彼女は予想もつかない博論を巡
る戦いと、障害に満ちた道のりに追い込まれていく。このバンドデシネは、ジャンヌのように、
実際の院生の日常と、また彼らが自己の探求のように研究を続ける姿をユーモラスに描い
ている。

レベティコ－雑草の歌
サウザンブックス ダヴィッド・プリュドム ｜原 正人  訳

1930年代の終わり、ギリシャでは軍部独裁政治の下でまたたく間に自由がなくなっていっ
た。このバンドデシネは、警察に追われる抵抗者の日常を描いている。きれいな娘たちやハ
シッシを愛するレベチコ音楽奏者の生き方は、軍の独裁者が強いるそれとはあまりにかけ
離れているので、現行の新法に従うことができないのだ。

未来のアラブ人
花伝社 リアド・サトゥフ ｜鵜野 孝紀 訳

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、22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。『未来のアラブ人』は世界中でベ
ストセラーとなり、2019年の「読書の秋」にゲストとして来日したリア
ド・サトゥフは、2020年の文化庁メディア芸術祭優秀賞など、数々の
海外の賞を受賞。フランスにおいては11月に5巻刊行。

© 花伝社  2020

© 花伝社  2020

© サウザンブックス 2020

© 花伝社

2020年
第23回文化庁メディア芸術祭受賞：優秀賞
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哲
学

政
治

だったら哲学があるじゃない!：もうどうしていいかわからない? 
マリー・ロベール ｜山本 知子 訳                                                                           双葉社

イケアで一日過ごしたり、義理の両親と話したり、カフェでふられたり、子供のことで悩
んだり、日常の些細な出来事で途方に暮れてしまう時や、イライラしたり泣きそうになっ
た時どうすればいい？ マリー・ロベールは、プラトンやスピノザ、ニーチェやそのほかの
哲学者だったら日々のあらゆる困った出来事をどう解決するかを紹介している。カント
だったらふられた時にどう答える？ アリストテレスは飲み過ぎたりする？ 12人の哲学者
が私たちの立場になって、日常の些細な出来事にユーモアたっぷりに人生相談してくれ
る、哲学の入門書。

歴史家と少女殺人事件―レティシアの物語― 
イヴァン・ジャブロンカ ｜真野 倫平 訳                                             名古屋大学出版会

2011年、一見ありふれた18歳の少女であったレティシア・ペレが殺された。ニュースはフ
ランス全土を揺るがしたが、彼女の一生をこの殺人事件に縮約することはできない。イ
ヴァン・ジャブロンカはこの三面記事の事件を、歴史家として調査しようとした。レティシ
アの近親者や、事件捜査に携わった人々全員と出会い、犯人の裁判を傍聴した。文学
と歴史の狭間を行くこの本において、著者はレティシアの人生を独自のものであり、尊
厳に値するものとして再編成した。2016年のメディシス賞を受賞。2019年、イヴァン・
ジャブロンカは日仏会館（東京）とアンスティチュ・フランセ関西－京都で講演会をおこ
なった。

© 双葉社 2019

 © 名古屋大学出版会 2020

野蛮への恐怖、文明への怨念
新評論 ツヴェタン ・トドロフ ｜大谷 尚文 & 小野 潮 訳

哲学者、ツヴェタン・トドロフが文化の多様性と人間の権利の普遍主義の両立に成功
する鍵を与える。著者の考察は特に『文明』、『野蛮』、『文化』、そして『多様性』の概念
に及ぶ。多文化共存、ヨーロッパのアイデンテティ、そしてイスラム教徒とテロリストの同
一視に関わる問題点は、一般の読者にも深く、しかし理解しやすいやり方で喚起されて
いる。他者の存在に目を開かせる本。

良き統治―大統領制化する民主主義
 ピエール・ロザンヴァロン
みすず書房             古城 毅、赤羽 悠、 安藤 裕介、稲永 祐介、永見 瑞木、 中村 督 訳

歴史家、社会学者、コレージュ・ド・フランス教授のピエール・ロザンヴァロンは、日本で
既にいくつもの講演会を行っている。この著作では、民主主義の危機という問題を提起
している。現状の政治体制は民主主義と呼ばれてはいるが、人々は民主主義的に統治
されてはいない。政府の活動は透明性、責任の行使あるいは市民の声を聴くという規
則に従っていないからだ。著者は、問題はもはや単なる民主主義の表象の危機ではな
く、不正な統治であることを示している。民主主義の理論は今まで、統治されるものとと
統治するものの間の関係についての問題には迫ろうとしていなかった。だからこそ、果た
すべき新しい民主主義革命の条件を決定することが急務なのである。

© 新評論  2020

© みすず書房 2020
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未来を創造する物語 : 現代のレジスタンス実践ガイド 
シリル・ディオン ｜丸山 亮 & 竹上 沙希子 訳                                                      新評論

映画「TOMORROW　パーマネントライフを探して」の監督による本著は、次の質問
への答えを見つけようと書かれた「生物多様性の崩壊や気候変動、環境災害に直面す
る私たちに、何ができるのだろう？」事態は深刻で、政府は対策を取らねばならないと言
われて久しいのに、そうした動きは見られない。この本はその理由を説明し新たな行動
を提案しようとしている。個人として、また連帯して行動するためのエネルギーに満ちた
作品。

統計の歴史 
オリヴィエ・レイ ｜池畑 奈央子 訳                                                                        原書房

絶えず数字と統計を持ち出すこの偏愛はどこに由来するのだろう？科学に非があるの
だろう？とはいえ統計は民主主義と産業の度合いを測定するための道具として誕生し
た。今日では統計は社会的な事実となっている統計が社会を支配し、政治と政策機関
に力を奮う。教育と大学は成果の背後に消え、失業者は失業カーブの後ろに隠れてい
る。統計は世界を反映するもののはずなのに、世界が統計の反映となっている。本書が
その理由を説明。

© 新評論 2020

© 原書房 2020

自然と文化を越えて
水声社 フィリップ・デスコラ ｜小林 徹 訳

現代フランスの最も偉大な文化人類学者の1人で、クロード・レヴィ＝ストロースの流れ
を組むフィリップ・デスコラの代表作である本作で、著者は「自然と文化を区別せずに世
界を理解することは可能か？」と問う。そして人間と環境の間の連続と非連続を区分け
する新たな方法を提案する。これまで私たちが親しんできた人文社会学の方法論とは
非常に異なる関係性の分類学が有り得ることを示す。

もう一度…やり直しのための思索
社会評論社 マチュー・ポット=ボンヌヴィル ｜村上 良太 訳

哲学者は始まりについて問うことが多いもの。思想家や作家に寄り添う本作品は、やり
直しについて問うている。試練において、疑問、失望、失敗を乗り越え、再び行動する力
を見出すまでの間、私たちが恐れるものとは何なのだろうか？やり直しが、世界が最も
必要とすることだとしたなら？著者は2017年に来日し、現代フランスの人文社会分野の
概観について講演し、アンスティチュ・フランセ東京が開催した「哲学の夕べ」にも登壇
した。

© 水声社 2020

© 社会評論社 2020



読書の秋 2020　

文学とバンドデシネの祭典

10月31日（土） 18時-19時30分 （日仏語同時通訳）

 オンライン対談　ローラン・ビネと平野啓一郎

 © 撮影：瀧本幹也
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11月17日 （火） 18時-19時30分  （日本語のみ） 
好きなように「図太く」生きる！
 オンライン
フランスの女性向けバンドデシネと
アニメを通じて学ぶこれからの女性の生き方

AUDE PICAULT

RENCONTRE CULOTTÉES

LAETITIA COLOMBANI

© JF PAGA

10月24日 （土）18時-19時30分  （日仏語同時通訳）

 オンライン対談　オード・ピコーと鳥飼茜

11月21日（土） 18時-19時30分  （日仏語同時通訳）

 オンライン対談　
レティシア・コロンバニと中江有里
本イベントは「ヨーロッパ文芸フェスティバル2020」と連携しています。

© 鳥飼茜 /講談社

©オフィスクレヨン

© Mathieu de Pasquale

© Céline Nieszawer

LAURENT BINET

今年の対談は、アンスティチュ・フランセ日本の Youtube で直接ライ
ブ配信されます。日本語―フランス語の同時通訳付きで行われます。
https://www.youtube.com/user/instituttokyo

アンスティチュ・フランセ日本あるいはアリアンス・フランセーズによるイ
ベントのライブ配信の有無については、両機関のサイトをご参照下さい。

「読書の秋 2020」に登壇する作家の顔ぶれは、アンスティチュ・フ
ランセ日本のサイトをご覧下さい：ビデオインタビュー、邦訳出版さ
れた作品の紹介、その他の情報をご覧頂けます。
https://www.institutfrancais.jp/fa2020/

プログラムは場合により変更になる場合が
ありますので予めご了承ください。 
最新情報は公式ウェブサイトをご覧ください。

主催 助成・協賛 共催

10/20 → 11/23

https://www.institutfrancais.jp/fa2020/

