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文学賞の基本的な役割のひとつが作品の質を認め、それに報いることであるとすれば、ゴンクール賞日
本は日仏文化交流に果たすべき独自の役割を担っていると確信しています。この賞の創設により、多く
の学生がフランス文学のさまざまな表情に親しむことができ、読者が現代の社会を垣間見ることができ
る現代作家の声に焦点を当てることができるようになったのです。

ゴンクール賞日本は、毎年開催される文学賞がもたらす興奮や名声だけでなく、大手出版社のみならず
中小出版社にとっても、東洋であまり知られていないフランスの作家を出版する勇気を与えてくれるも
のなのです。日本の文学界における古くからのフランスのイメージを裏切ることなく、21 世紀における
フランス語の意味を再定義し、当初から現代の創作に焦点を当てた「ゴンクール賞日本」は、明日の日
仏出版界にとって重要な存在となるに違いありません。

ゴンクール賞日本委員会

Si l’un des rôles fondamentaux des prix littéraires est de reconnaître et de récompenser 

la qualité d’une œuvre, je suis convaincu que le Choix Goncourt du Japon a son rôle à part 

entière à jouer dans les échanges culturels franco-japonais. La création de ce prix a permis à 

de nombreux étudiants de se familiariser avec les multiples visages de la littérature française, 

mettant en lumière les voix d'auteurs contemporains qui peuvent offrir aux lecteurs un aperçu 

de ce qu'est notre société aujourd’hui. 

Au-delà de l'excitation et du prestige qu'un prix annuel peut apporter, le Choix Goncourt 

du Japon est une incitation, non seulement pour les grands éditeurs établis mais aussi pour 

les plus petits, à trouver le courage de publier des auteurs français moins connus en Orient. 

Contribuant à redéfinir ce que signifie le français, dans toutes ses expressions du XXIe siècle, 

sans trahir toutefois l’image séculaire de la France au sein du champ littéraire japonais, et se 

concentrant d’emblée sur la création contemporaine, le Choix Goncourt du Japon a vocation à 

devenir une composante majeure du champ éditorial franco-japonais de demain.

Le Comité de Direction

はじめに
iNTRODUCTION
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ゴンクール賞について知る

Le prix Goncourt
プルースト、マルロー、ボーヴォワール…
ここに名前を挙げた作家の共通点、それは全人がゴンクール賞の受賞者ということです。1903 年にはじ

まる賞の歴史は 120年におよび、フランスでもっとも影響があります。毎年 11月の発表は一大イベント

であり、受賞作は数十万部が売れ、たちまち各国語に翻訳されます。	 　						
倉方健作	九州大学大学院言語文化研究院 : 准教授

 in 『ふらんす』

ゴンクール賞は、フランスの最も権威のある文学賞

の一つです。毎年、フランス語の小説に贈られます。

1896 年、エドモン・ド・ゴンクールの遺言により

設立され、彼と兄の文人としての悲願を実現しま

した。ゴンクール・ソシエテ（Société	littéraire	

des	Goncourt）は、1902 年に正式に設立され、

流行のフランス人作家だけで構成されています。

1903 年、第 1回ゴンクール賞は、有名なエスコフィ

エが厨房に君臨していたオペラ座近くのグランド

ホテルの「サロン・プール・ノック」において授与

されました。これが、毎月行われる有名な「十」の

夕食会の伝統の始まりであった。最初のアカデミー

には、ジョリス＝カール・ユイスマン、オクターヴ・

ミルボー、レオン・アニク、ギュスターヴ・ゲフロ

ワ、ロズニー兄弟、ポール・マルゲリット、レオン・

ドーデ、エレミール・ブルジュ、ルシアン・デカー

ヴが参加しました。

マルセル・プルースト
（1895 年）

オクターブ・ミルボー
（1898 年）

10 本のフォーク
の逸話

1961 年、作家のアンドレ・ビリーは、
フランス・アカデミーの肘掛け椅子に合うように

（陳腐なフランス・アカデミーとは異なり、ゴン

クール賞はモダンでアバンギャルドなものを目指

していた）、それぞれの受賞者とその先達の名前を

刻んだカトラリーを用意することを発案した。作

家のフィリップ・エリアーは、ローマ王のゆりか

ごを作った名門工房を訪ね、ハンドルにイタリッ

ク体で名前を刻んだヴェルメイユのカトラリーを

注文した。それ以来、カトラリーの刻印の伝統は

続いている。1914 年 10 月 31 日、ドルーアンで

アカデミー・ゴンクールの第 1回会合が開催され

た。パリの中心部、オペラ座からほど近いガイオ

ン広場にあるこのレストランには、晩年のエドモ

ン・ド・ゴンクールが足繁く通っていた。11年間

通ったカフェ・ド・パリが閉店し、新しいテーブ

ルを選ばなければならなくなったとき、ドルーア

ンはおいしい料理を好む「10人」の新しい出会い

の場となった。夏期を除く毎月第一火曜日には、1

階のサロン「ゴンクール」にてアカデミックな面々

が昼食をとっている。以来、毎年ここでゴンクー

ル賞が授与されている。エドモン・ド・ゴンクール（左）と
ジュール・ド・ゴンクール（右）

ポール・カヴァルニ（1804-1866）

パリ、ドルーアンレストランにてゴンクール賞受賞
（写真 : アントワーヌ・ウェスターマン）

永続的に文学会を設立すること。
その思いは、私と兄が文学者として

生きている間中、
常に考えていたことである。

ゴンクール賞の創設者
エドモン・ド・ゴンクールの遺言
（1884 年 11 月 16 日付 )
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これまでの受賞作を読んでみよう
Le Prix Goncourt, d'hier à aujourd'hui

1998
GONCOURT 賞

2013
GONCOURT 賞

2003
GONCOURT 賞

2016
GONCOURT 賞

CONFIDENCE 
POUR 
CONFIDENCE
うちあけ話

PAULE CONSTANT
ポール・コンスタン

薮崎利美 訳
人文書院 2015 年

TROIS FEMMES 
PUISSANTES

三人の逞しい女

MARIE NDIAYE
マリー・ンディアイ

小野正嗣 訳
早川書房 2019 年

AU REVOIR 
LÀ-HAUT
天国でまた会おう

PIERRE LEMAITRE 
ピエール・ルメートル
平岡敦 訳
早川書房 2015 年

CHANSON DOUCE
ヌヌー

完璧なベビーシッター

LEILA SLIMANI
レイラ・スリマニ

松本百合子 訳
集英社 2018 年

2017
GONCOURT 賞

2019
GONCOURT 賞

2021
GONCOURT 賞

2018
GONCOURT 賞

2020
GONCOURT 賞

L'ORDRE DU JOUR
その日の予定 - 
事実にもとづく物語

ERIC VUILLARD
エリック・ヴュイヤール
塚原史 訳
岩波書店 2020 年

LEURS ENFANTS 
APRÈS EUX

彼らの後の子どもたち
 

NICOLAS MATHIEU
ニコラ・マチュー

L'ANOMALIE
異常

HERVE LE TELLIER
エルベ・ル＝テリエ

未出版 (2022 年予定 )

TOUS LES HOMMES 
N'HABITENT PAS 
LE MONDE DE LA 
MÊME FAÇON
すべの人が同じやり方で　
この世を渡っている
わけではない

JEAN-PAUL DUBOIS
ジャン = ポール・デュボワ
未出版 (2022 年予定 )

LA PLUS SECRETE 
MEMOIRE DES 
HOMMES

男たちの秘密の記憶
MOHAMED 
MBOUGAR SARR 
モハメドンブガーサール
未出版 (2022 年予定 )
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小野正嗣	作
家

ゴンクール賞日本
日本の学生による選考
Lancement du Choix Goncourt du Japon en 2022

ゴンクール賞にはこのほかに外国版として、各国の大学生が選ぶ Les	Choix	Goncourt	internationaux

があり、この度、日本も参加することになりました。すでに全世界で 26カ国が参加しており、国によっ

ても選考方法に違いはあるものの、ゴンクール・アカデミーがあらかじめ選考した作品を、各国の学生

がフランス語で読み、自分たちの気に入った作品を選ぶという催しです。	日本では全国を５つの地区ブ

ロックに分け、それぞれの地域ごとに審査を行い、地区の代表者によるディベートを経て受賞作を決定

します	。また受賞作は翻訳出版される予定ですので、ぜひご期待ください。

ゴンクール賞日本の後見人に、フランスと
日本の著名な作家、小野正嗣氏とマリー・
ンディアイ氏をお迎えすることができ、

大変光栄に思います。
この賞の具体的な目的は、日本の大学での
フランス語学習に新しい息吹を吹き込むこ

とです。
これをきっかけに、出版社がもっと
フランス文学を翻訳してくれることを

願っています。
また、さまざまな世代や背景の人々が集う
場を提供し、本業界を支えたいという私た

ちの思いと合致しています。

在日フランス大使館

Photo	by	Francesca	Mantovani
	©	Gallimard

マリー・ンディアイは、ビデオ会議

を通じて学生たちと会うことができ、

ゴンクール賞が自分にとってどのよ

うな意味を持つかを説明しました。

学生たちは、彼女に直接質問をする

ことができました。

澤田	直先生
(ゴンクール賞日本委員会 )

の言葉
in 『ふらんす』

日本の学生が原書で作品を読み受賞

作を選ぶというゴンクール賞＠日本

の冒険は一本のメールから始

ま っ た。2020 年 11 月 21 日、 フ ラ

ンスの友人からちょっと相談があ

る、Zoom で話さない？と連絡が

あった。ニューョーク大学で教えて

いる彼は、国際ゴンクール賞をアメ

リカで立ち上げたんだけれど、日本

で も や っ て み て は ど う？ と 言 う の

だ。高校生が自分たちの基準で受賞

作を選ぶ「高校生のゴンクール賞」

があることは知っていた。選ばれる

作品の質も高く、しばしば邦訳もさ

れている。その外国版、世界の大学

生が選ぶ「国際ゴンクール賞」(Les 

Choix Goncourt internationaux)、

こちらは不勉強で知らなかった。参

加国は 26、欧米が中心だが、中国

やインドというフランコフォニーと

は縁遠いと思われる国も名を連ねて

いる。アカデミー・ゴンクールがノ

ミネートした作品を複数の拠点大学

の学生が読んで選考するという話を

聞いた最初のリアクションは、日本

では難しいなあ、だった。一方で、

すごいね、おもしろいじゃない、フ

ランスでも権威あるゴンクール賞を

自分たちで選ぶなんて、学生たちに

とって一生の宝物になる、やるなら

喜んで協カします、という周囲の友

人の心強い反応。そんな言葉に背中

を押されてやってみるかという気持

ちになり、概要を知るためにアカデ

ミー・ゴンクールの委員である作家

カミーユ・ロランスさんに連絡して

みた。具体的な連営を尋ねてみると、

各国である程度は自由に運用できる

とのこと。読む作品数も国によって

違うようだ。それなら、日本を 5 つ

の地区に分けて、いろいろな大学か

ら募れば可能かもしれない、と

おっちょこちよいで怖いもの知らず

の 1 まくはいつの間にかこの無謀な

試みを始める気になっていた。幸い

なことに、イべントの趣旨に賛同し、

ご協力をいただくことになった方は

40 人ほどになり（ページ 8 にお名前

が載っています）、北海道，東北、関

東、中部、関西、中国・四国，九州

の 5 つの地区が作られた。 この催し

は、誰のために、何のためにやるの

か。それは、読書会を通じて、地域

と世代を超えた交流のため。 若者が

文化の創造に主体的に参加すること

で、次世代の文化の担い手を育成す

るため。本のフランス語教育とフラ

ンス文学研究の活性化のためだ…

澤田	直	in	『ふらんす』

マ
リ
ー
・
ン
デ
ィ
ア	

作家

ゴンクール賞作家の
マリー・ンディアイさん
とその訳者で芥川賞作家
である小野正嗣さんに後
見人となっていただけた。
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日本の選考

La Sélection 
du Japon
ルソーが『告白』(p.9) で描いたこの読書への情熱は、この 2022 年版のゴンクール賞日本の学生審査員

も感じたのではないでしょうか。学生たちは 6ヶ月以上にわたって、文学への愛情、立派な分析力をもっ

て、このプロジェクトを実現させたのです。彼らの努力が、現代の日本の若者たちにとって、偉大な古

典にとどまらず、もっとフランス文学を読むきっかけになることを、心から願っています。

澤田直（立教大学）、ミカエル・フェリエ（中央大学）、コリーヌ・カンタン（フラ
ンス著作権事務所）、ステファンヌ・マルタン（フランス大使館文化参事官）、クロエ・
べクリオー（アンスティチュ・フランセ日本 本部）

小倉孝誠（慶応大学、SJLLF）、西山教行（京都大学、SJDF）、塩塚秀一郎（東
京大学、SJLLF）野崎歓（放送大学）、西澤文昭（APEF）、深川聡子（APEF）

北海道・東北地区：今井勉（東北大学）／関東地区：國枝孝弘（慶應大学）／
中部地区：加藤靖恵（名古屋大学）／関西地区：久保昭博（関西学院大学）／
中国・四国・九州地区：倉方健作（九州大学）

組織委員会

	地区組織委員長

	アドバイザー

私	の母は小説類を残してくれていた。
私たち、つまり私と私の父は
夕食後、それを読み始め	た。

初めは、面白い本で
私の読書力をつけるためでしかなかった。

しかし、すぐにあまり	に面白くなったので、
私たちは代わる代わる休みなく読み続け、

そのようにして幾晩をも	過ごした。
一巻を読み終わるまで、

本を離れることなど決してできなかった。

ルソー、『告白』(上 )

井上櫻子（慶應大学）、岩津航（金沢大学）、小川美登里（筑波大学）、小黒昌文（駒
澤大学） 、笠間直穂子（國學院大学）、木内尭（名古屋外国語大学）、齋藤山人（日
本大学）、佐々木匠（早稲田大学）、篠原学（大阪大学）、陣野俊史（立教大学）、
杉原賢彦（目白大学）、鈴木雅生（学習院大学）、関未玲（立教大学）、中野芳彦（慶
應大学）、中畑寛之（神戸大学）、畠山達（明治学院大学）、平光文乃（大阪大学）、
深井陽介（東北大学）、福田美雪（青山学院大学）、星埜守之（東京大学）、村石
麻子（福岡大学）宮川朗子（広島大学）、山上浩嗣（大阪大学）エリック・アヴォ
カ ( 大阪大学）、マリ＝ノエル・ボーヴィウ（広島大学）、クロエ・ベレック（東北大
学）、ヴァンサン・ブランクール（慶應大学）、ジャック・レヴィ（明治学院大学）

黒木秀房（立教大学）、山田仁（アシェット・ジャポン） 、レア・ゲマール（フランス
大使館）

	運営委員

事務局

今年は、

	65名

以上の学生が
参加することに
なりました。
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本書は、しょうがいを持って生まれた第三子と彼

の存在と向き合う兄姉弟を描いた物語である。物

語は第三子の誕生から始まる。眼が見えず、身体

も動かすことのできないしょうがい児であること

がわかると家族の生活は一変し、弟を中心に新た

な生活が再編成されてゆく。 第一章と第二章は兄

と姉の視点から、第三章は彼の死後、第四子とし

て誕生した末弟の視点から語られており、両親は

断片的な形でしか物語に登場しない。 三者の視点

と二つの時間軸から物語が構成され、崩壊の手前

で辛うじて再構築された家族の姿が記されるとと

もに、互いの関係性のなかでそれぞれが再生の役

割を担う様が示されてている。作家自らの体験が

色濃く反映された本作は、読者の感情を大きく揺

さぶる。心の機微を赤課々に描写することで、登

場人物の感情が時間とともに変貌してゆく様がと

きに鋭く、ときに緩やかな筆致で描かれる。登場

人物には名前が与えられず、固有性が削ぎ取られ、

その結果、感情描写に焦点が定められたことで、

一家を取り巻く南仏セヴェンヌの大地とのコント

ラストが浮き彫りにされている。

（関	未玲／せき・みれい）
立教大学

ろくでなしの子ども	/	Enfant de salaud 
ソルジュ・シャランドン /		Sorj CHALANDON 

© Editions Grasset

1987 年、ナチス占領期にユダヤ入検挙を指揮した

ゲシュタポ幹部クラウス・バルビーの裁判が行わ

れた。語り手はジャーナリストとして故郷リョン

に戻って取材を続けるうちに、自分の父親がコラ

ボ（対独協力者）だったことを知る。だが、かつ

て父親はレジスタンスに参加していたと言い、ベ

ルリンでの戦闘の作り話を語っていたのだ。かく

して、裁判の経緯と並行して、語り手は自分が「ろ

くでなしの子ども」であることを発見していく。

「ろくでなし」とは、単なる裏切り者ではなく、そ

のことを恥じない人間のことである。まさに，バ

ルビーのように。だが、バレビー裁判が、フラン

ス社会における戦争の傷を癒すための記憶の作業

だったのに対し、父親の過去を暴くことは、語り

手を再び傷つけていく。 それはまた、嘘をつき続

けることで人生を切り抜けようとした父と、真実

を求めることを仕事とした息子の対立でもある。 

ノンフィクション出身の作家らしい抑制の効いた

リアリズム文体だが、ときには幻想的な場面も挿

人しつつ、シャランドンは事実の解明よりも、事

実がもたらす衝撃を語ろうとする。 小説という形

式こそが、この物語に奥行きと説得カを与えてい

ると言えるかもしれない。

（岩津航／いわつ・こう )
金沢大学

私を「ろくでなしの子ども」と呼んだ祖父のことを思
い出す。第一次大戦に従軍し、共和派で、大きな保険
会社の部長を務め、家でもいつも正装だった祖父は、
コラボの父親として、ドイツ軍やフランス警察、粛清
委員会にまで出頭しなければならなかった。祖父は息
子の分まで、愛国者であることを示さなければならな
かった。私が父から聞いた嘘を繰り返しても、祖父は
黙っていた。しかし、一九六二年のある木曜日、つい
に堪忍袋の緒が切れた。祖父は息子のことで、ドイツ
人に、フランス人に、そして自分自身に対して、嘘を
ついてきた。ろくでなしの父親は、孫に任務を引き渡

したのだ。

ソルジュ・シャランドン
『ろくでなしの子ども』p.	200-201

この小説は、非常に強い感情を伴う
テーマを扱っているため、より顕著
に表れています。私の解釈では、こ
のスタイルは著者にとって、署名の
ようなものであり、倫理的原則の確
認である。つまり、ジャーナリスト
の目で父親の戦争時代を考察し、こ
の伝記の謎に通常の調査手順を適用
し、この職業に求められる公平性と
客観性を備えたものである。

学生選考委とのディスカッション

受け入れたならば	/		S'adapter
クララ・デュポン -モノ /		Clara DUPONT-MONOD

© Editions Stock

両親たちは面倒も見てもらえず、
将来の計画もなく、
友達もいない、

社会の外縁部の人々が集まる、
広大な「無人地帯」
があることを知った。

クララ・デュポン =モノ
『受け入れたならば』p.43

親子ではなく兄弟、子供たちの世界
が描かれていたのが良かった。兄弟
間の関係性など、共感できた。	

学生選考委とのディスカッション

子供たちの物語で、
おとぎ話のような
感じがする。

学生選考委との
ディスカッション
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エタンプの見者	/		Le Voyant d’Étampes
アベル・カンタン /		Abel Quentin

© Editions de l'Observatoire

舞台は現代のフランス。近頃退職したばかりの酒

浸りの元大 学教員ジャン・ロ大 スコフは、 アメリ

カの 詩 ロバート・ウィローについての著作『エタ

ンプの 者』を見表する。ウィローは、フランスの

エタンプで 1960 年代初めに交通事故で亡くなっ

た、 知られざる詩 である。ロスコフはこの著作に

再起を賭けていた。ところが、この著作は人 彼に

再起をもたらすどころか、彼を地獄のような日々

へと送り出すことになる ...。 主人公は、ミシェル・

ウェルベックの作品に出てくるような、およそ小

説の主人公らしからぬ平凡な人物。時代にすっか

り取り残されてしまった、哀れな 男性である。 皮

肉たっぷりに語られる、彼の物語を通じて、SNS 

とキャンセル・カルチャーが人々を破滅へと導く 

過程が、 辛辣に描かれる。

( コリーヌ・カンタン /	木内	尭 )
フランス著作権事務所 / 名古屋外国語大学

« — C’est que tu es passé à côté de ton sujet. 

Désolé de te le dire, Jean. Tu as tapé à côté. 

Ce n’est pas ta faute : un Blanc ne peut pas 

savoir ce que ressent un Noir discriminé à 

cause de sa couleur de peau. » 

	「あなたは主題を見失ったの。ごめんなさい、
ジャン。あなたはしじくった。あなたの間違
いじゃない。白人は肌の色のせいで差別され
る黒人の感じることは分からないの。」

「エタンプの見者」(p.176-177)

«Je suis un petit Blanc j’habite à 

Paris capitale/ Cent pour cent hétéro 

couleur plâtre un blanco/ J’suis un 

petit Blanc j’ai envie d’faire du sale/ 

J’ai monté une équipe et on boit du 

Pernod.» 

「俺はパリ住まいの白人野郎／
１００％ヘテロの白人野郎／ヤバい
ことやらかしたい白人野郎／野郎
集めてペルノー呑んでる白人野郎」	

(p.352)

男たちの秘密の記憶	/		 La plus secrète mémoire des hommes
モハメドンブガーサール /	 Mohamed Mbougar SARR

© Editions Philippe Rey/Jimsaan

いまでは幻となった一冊の書物とそれを著したひ

とりの作家の影に、「私」はどこまで迫ることがで

きるのか―2021 年度ゴンクール賞の栄冠を手にし

た長編小説は、消え去ったはずの存在がまとい続

ける謎をめぐって、今日のパリに生きる若きセネ

ガル入作家ディガン・ファィが繰り広げる探求の

物語だ。セネかレやフランス、アルゼンチンを舞

台に、1900 年代初頭から現代におよぶ時間のなか

で、かつては「黒褐色のランポー」と讃えられた、

ある呪われた作家をめぐる回想や証言が徐々に掘

り起こされてゆく。しかし、それらの「声」がた

がいに響きあい、ときに語り手の「声」と重なる

ことで浮かび上がるのは、あくまで断析片的で曖

昧な肖像でしかない。そして読者は、ロベルト・

ボラーニョの 『野生の探偵たち』にも通じる語りに

よって、壮大な文学叩迷宮の最奥へと誘われるこ

とになる。極めて理知的に構成された作品世界は、

植民地政策やホロコーストのような社会的・歴史

的問題にくわえ、父子や兄弟、夫婦田愛噌を重要

な骨格とするいっぽう、1 人の人間をめぐる探求

を通して、文学とは可か、書く営みとは何なのか、

という根源的な問い ( それはサールの問であり、私

たちの問でもある ) を発し続けるだろう。

( 小黒昌文／おぐろ・まさふみ )
駒澤大学

その永遠の創意工夫によって、『La	plus	
secrète	mémoire	des	hommes』は、書く
ことと生きることのどちらかを選ばなければ
ならない、あるいはアフリカと西洋の対決と
いう問題を超えようとする欲求に支配され
た、めまぐるしい小説なのである。この作品
は、何よりも文学とその永遠の力へのラブソ

ングなのだ。

学生選考委との
ディスカッション

D’une perpétuelle inventivité, La 

plus secrète mémoire des hommes 

est un roman étourdissant,

dominé par l’exigence du choix entre 

l’écriture et la vie, ou encore par le 

désir de dépasser la

question du face-à-face entre 

Afrique et Occident. Il est surtout un 

chant d’amour à la littérature et à

son pouvoir intemporel.

Philippe Rey/Jimsaan

フランス語、文学、そし
て小説や寓話、物語の持
つ永遠の力への見事な賛

歌です。

学生選考委との
ディスカッション
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