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フロール・ハズメの児童文学 

 

村田はるせ 

 

はじめに 

 

筆者は 2019 年 10 月にコートジヴォワールのアビジャンで児童文学作家や編集者にイン

タビューをする機会を得た1。この稿では、作家のフロール・ハズメ（Flore Hazoumé : 1959- ）

が 2012年に発表した『お母さん、あなたがいてくれたから（Je te le devais bien…）』を紹

介したい。これは近年コートジヴォワールで多く出版されるようになった、十代の青少年向

けの作品である。 

 

1．作家・児童文学者フロール・ハズメ 

 

 フロール・ハズメは 1959年に現在のコンゴ共和国の首都ブラザヴィルで生まれた。父は

ダホメ（現在のベナン）人であったが、コンゴ共和国初代大統領の政治顧問となった。祖父

はベナンを代表する作家ポール・ハズメ（Paul Hazoumé :1890-1980）である。少女時代を

フランスで過ごしたハズメは、1979 年からコートジヴォワールで暮らしだした。同国のア

                                                   
1 本稿は東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 共同利用・共同研究課題「『プレザ

ンス・アフリケーヌ』研究（2）テキスト・思想・運動」（代表：中村隆之）の成果です。また JSPS

科研費 17H02328、17K18480 の助成も受けました。ここに記して感謝いたします。 
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ビジャン大学で英語を学ぶと、さまざまな国連機関で長年勤務した。コートジヴォワールの

芸術文学協会の副会長や、同国作家協会の広報書記長を務めたこともある。2010 年からは

文化誌 Scrib Magazineの編集長を務める。 

ハズメは 1984 年に最初の作品である短編集『さまざまな出会い（Rencontres）』を出版

して以来九作を発表してきた。そのうち四作は児童文学だが、それらは絵本と大人向けの小

説の中間に位置する分野に属している。十代の青少年を対象にしたそうした分野は日本で

はヤングアダルト（YA）とも呼ばれることがあり（YA 出版会のサイト参照）、この稿でも

YAを使うことにする。 

さてハズメが手がけた最初の YA 作品は、1999 年に出版された『ある女中の体験（Une 

vie de bonne）』である。その主人公は、貧しい家庭に育ち、就学体験のない少女サラファ

トゥだ。家族を支えるため、女中として働くことになったサラファトゥだが、無垢な彼女は

雇用主ら狡猾な既婚男性たちに弄ばれ、妊娠し、家族にも見捨てられる。だが彼女を見かね

た誠実な青年に助けられ、人生をやり直すことになる。これは貧困や女性の就学といった問

題を読者に語りかける作品なのである。 

YAの初作からこのような社会問題を主題にしていたハズメは、2018年出版の最新作『ス

トリートの罠（Le piège de la rue）』でも、ストリートチルドレンたちへの大人による性暴

力の問題を取り上げた。彼女は、とくに児童文学は「社会的主題に導かれ」て書くのだと語

った（2019年 10月 9日のインタビューより。以下同様）。だが子どもだけでなく大人にも

問題に対する「意識をもってもらいたい、たしかにそうだと思って」もらいたいとした。 

ハズメの父方の身内には、祖父をはじめとしてものを書く人々が多かった。彼女自身も幼
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い時から詩や物語を書いてきたという。だがハズメは、読者をただ楽しませるものを書きた

いのではなく、アフリカが抱える経済的、政治的問題、「乗り越えるべき課題」を書きたい

とした。彼女は、「わたしたちにはほんとうに多くの問題がある。アフリカでは文学はそう

したことと結びついている。文学は真実を語る手段なのだ」と語り、作家としてのこうした

態度を「アンガジュマン（社会参加）」であるとした。 

 

2．『お母さん あなたがいてくれたから』 

 

2.1．個人的であり、歴史的である物語 

『お母さん、あなたがいてくれたから』は、うえにみたような作家意識を明確に示す YA

作品である。コートジヴォワールの出版社レ・クラシック・イヴォワリアン（Les classiques 

ivoiriens）社から出された本作は、日本の文庫本のようなサイズの薄い本で、143ページか

らなる。 

ハズメによるとこれは、「個人的な物語であり、またアフリカの物語でもある」という。

というのも、ここには 1960年代のコンゴ共和国の政変によって亡命を余儀なくされた父を

追い、母が子どもとともにフランスに渡った時点から、父が亡くなるまでが書かれているか

らである。その意味でこれは個人的な物語といえる。作品の表紙には少女のハズメと母の写

真が使われている。作品には明示的に書かれていないが、父は 1966年にコンゴ共和国で暗

殺されたのだという。そのため母はそれ以降、ハズメを含む七人の子どもを一人で育てると

いう試練に晒されたのである。作中ではハズメ自身が末っ娘として登場するが、彼女にはコ
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ンゴで生まれた二人の姉と三人の兄がいた。フランスではもう一人きょうだいが生まれ、そ

の子は父の死亡時にはたったの五か月だった。しかも母は読み書きができなかったのであ

る。 

だがまたハズメは、1960 年代のサハラ以南アフリカでは独立したばかりのさまざまな国

でクーデターや政権交代が起こり、多くのアフリカ人家族がヨーロッパに亡命したとも語

った。コンゴ共和国では、親西欧的な路線をとった初代大統領ユールー（Abbé Fulbert 

Youlou）が、1963年にマサンバ・デバ（Alphonse Massemba-Débat）らによって辞任させ

られた。ハズメの父もこのとき亡命を余儀なくされたとみられる。同国はその後「左派的な

政権」（小田など 2010: 498）づくりへと舵を切っていったのである。ハズメが書いたのは、

国を出ざるを得ず、歴史に忘れ去られた家族の証言の一つでもあり、この点でアフリカの物

語なのだ。ハズメはこのようなものである本作は小説でもなく、自伝でもないので、「物語

（récit）」として出版したとした。 

 ところでダホメ人だった父は、なぜコンゴ共和国の政治家になったのだろうか。ハズメに

よると、ダホメはフランスの植民地だったほかのアフリカ地域に比べ、西洋式の教育を受け

た人々が多かった。このため彼らは植民地全体でフランス人から重用され、やがて 1960年

に旧仏領諸国が独立すると、各国の重要ポストに就任したというのである。ハズメの父もそ

うした人物だったのである。 

 とはいえ植民地期の被支配者間のこうした格差は、嫉妬や排斥を生むことにもなった。コ

ートジヴォワール人として最初の作家となったベルナール・B・ダディエ（Bernard B. 

Dadié : 1916-2019）は、1956年出版の自伝的小説『クランビエ（Climbié）』で、植民地期
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にアフリカ人に許されたポストをダホメ人が独占し、それを自慢する者もいるので、ダホメ

人がコートジヴォワール人に厭われていた様子を書いている（Dadié1973 : 127-128）。実際

にコートジヴォワールでは独立直前の 1958年、ダホメ人ら外国人はコートジヴォワール人

の職を奪っているとして、若者たちからの激しい排斥を受け、居住地区から避難したり、帰

国したりした（Thiémélé2003 : 168-170）。ハズメの父のような人々はもともと植民地支配

の都合に合わせて養成され、各地に派遣されていたのである。しかし植民地が独立すること

になると、彼らは新しい情勢に翻弄されたのである。 

 

2.2．あらすじ 

 では『お母さん、あなたがいてくれたから』はどんな物語なのだろうか。これはハズメの

母と、ハズメ自身である「末っ娘」の二人の語りによって進行する。 

 ハズメの父は上述のようにコンゴ共和国の政治家だったが、国外旅行中に政変によって

地位を追われた。物語は、夫を追ってフランスに渡るべきか、コンゴに留まるべきかという

母の逡巡から始まる。だが父は「子どもたちときみは、ぼくの力だ、きみたちがいるからこ

そ、ぼくは闘うのだ」（Hazoumé2012 : 9）と手紙に書いて寄こした。母は文字を読めず、

人を介してこっそりと届けられたこの手紙さえも長女のエミリーに読んでもらうしかなか

った。それでも母は手紙に強く動かされ、いまや最終決断を下すときだと、夫のもとに向か

うことにするのである。とはいえ家族は当局からの監視を受けており、出国も容易ではなか

った。一度は失敗し、友人の協力で大統領に直接訴えるという危険をおかし、ようやく出国

が実現したのである。しかし母がいつも頼りにしていたエミリーは、母の最初の結婚で生ま
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れた子どもで、他の子どもとは父が異なるため、一旦は国に残してくるしかなかった。 

こうして家族は渡仏した。パリ近郊のホテルで合流した父は母に、「人生はふつうに続い

ていくものと思っていたよ。子どもたちはぼくらの国で大きくなると思っていた」

（Hazumé2012 : 44）と苦悩を告白した。だが父はそれ以降、家族のためにすべてを予測し、

整え、不便がないよう取り計らった。エミリーを必ずフランスに連れてくるという約束も、

数か月後に見事に果たしたのだった。 

けれどもフランスでの暮らしはコンゴでの暮らしとは似ても似つかないものだった。父

は国では「犯罪者」（Hazoumé 2012 : 30）であり、一家にはもう帰国の可能性は残されて

いなかった。それでも母は身内や親しかった人々への思慕と孤独、フランス語での意思疎通

の困難、そのために一人で買い物にも出かけられない不便さ、口に合わないフランスの食事

などに苦しめられた。そのうえ家族はホテルでの一年近くに及ぶ生活ののち、数度の引っ越

しを繰り返したのである。そして父は、母には日程や行き先、目的地を知らせないまま、頻

繁に旅に出ていたのだった。 

だが子どもたちは適応力が高く、フランスの学校に通い、父が望んだようにフランスに同

化していった。フランスには現在のような移民の波は押し寄せてはおらず、一家が暮らした

パリ近郊の町にはアフリカ人はほとんどいなかった。そのため末っ娘も学校では物珍しい

存在として見られても、人種差別的な扱いを受けることはなかった。彼女は、家に帰ってき

たと思うとすぐに姿を消す父を手品師のように思っていたと語る。そんな父は帰宅すると

子どもたちに存分におもちゃや服を買い与え、映画やコンサートに連れていった。 

このような生活のなか、母はフランスでの生活にごくゆっくりと慣れ、買い物にも一人で
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行くようになった。当時は商店の店主と客が名前で呼びあい親しく言葉を交わすような時

代で、商人たちは母のことも気づかい、買いたいものを指でさすよう言ってくれたり、母が

商品の名を繰り返し言って覚えられるよう配慮してくれたりしたという。 

父がどんな活動をしていたのか、物語ではあかされないが、つねに身の危険を感じながら

旅に出ていたようである。家族のために広い家を購入することにした父は母に、「もしぼく

に何かあっても、きみと子どもたちはそこで安心して暮らせるよ」（Hazoumé2012 : 111）

と告げたのだった。その後、ある年のクリスマス直前、家にいた父は急に電話で呼び出され、

母の反対にもかかわらず旅立ってしまった。父の死が知らされたのは、数日後の十二月二十

四日のことだった。末っ娘は、全身で悲しみを表して泣く母の姿を見て、ただ恐怖を感じる

だけだったと語る。そして父の死という事態がよく理解できず、父はまた手品師のように姿

を現すだろうと考えていたとする。 

それからの母は悲しむ間もなく、子どもたちを育てるために奔走した。銀行口座のことも、

さまざまな支払いのことも夫に任せきりだった母は、またしても未知の世界に投げ込まれ

たのである。一家の生活は苦しくなり、大勢の子どもを十分に食べさせるための母の苦労は

並大抵ではなかった。この本の題は、そのような母への深い感謝を表したものであることは

あきらかだ。末っ娘は、成長してベビーシッターや商店のレジ打ち係ができる年齢になると、

稼いだ労賃を急いで母に見せにいき、分け合ったとする。「わたしにとってそれは、母への

恩返しだった」（Hazoumé2012 : 137）のである。 
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2.3．エピソードと過去の記憶 

 みてきたように、ハズメはこの作品をたんに一つの家族の記録としてのみ書いているの

ではない。かといってこれはフィクションでもない。彼女は両者のバランスを取りながら、

これを思春期の子どもが引き付けられ、描かれた世界について深く考えようとするような

物語にしているのである。 

 まずハズメは、母の感情を解釈し、いくつものエピソードとともに挿入し、母のような境

遇にいる人の気持ちに読者が近寄れるよう工夫をしている。作中で繰り返し書かれる母の

感情は、故郷から切り離されたくないという悲痛な思いである。とりわけ家族と話す母語は

故郷とのつながりを母に感じさせ、異国での不安定な暮らしに耐える力を与えてくれたの

だった。父が、渡仏したばかりの家族にフランス語で会話するよう命じると、母は「フラン

スはわたしたちを救ってくれたわ、でも子どもたちには母親の言葉を知り、話して、理解し

てほしいの、たとえその母親が読み書きできないとしても」（Hazoumé 2012 : 50）と言い

張り、父はこれに従わざるを得ない。父はこのとき、妻がどれほど郷愁に苦しめられている

かに気がつき、滞在していたホテルに頼み込み、母が故郷の料理をつくれるようにした。コ

ンゴ共和国の周辺にたびたび出かけていたらしい父は、調理のための材料も調達してきた

のだった。するとホテルのコックたちは、母が使う素材や調理法に関心を寄せ、母を質問攻

めにしたのだった。 

ハズメはまた、母のフランスでの体験と結びつける形で母の若い日の記憶を書くという

手法を取っている。ハズメはこうして、人生にはさまざまな人間関係や歴史状況が絡まりあ

っているものだと若い読者に語りかけている。こうした手法でとくに印象深いのは、母自身
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の父についての、つまり末っ娘にとって祖父にあたる人物についての回想である。フランス

で引っ越しを繰り返し、生活が少しずつ安定してきたとき、母は十二歳のころの体験を思い

出すのである。母の父は植民地期にヨーロッパ人に徴募されたセルクル衛兵、つまりは現地

住民を取り締まる警察官であった。彼はこの仕事を誇りにしていた。ところがあるとき彼は

囚人を移送する任務を与えられる。たった一人で、徒歩で数日かかる刑務所まで複数の囚人

を送り届ける任務は厳しく、結局四人の囚人を逃がしてしまった。彼が任務から戻ると、上

司は故意に囚人を逃走させたのではと疑い、彼は投獄されてしまった。疑いをかけられたこ

とで自尊心を傷つけられた母の父は、釈放されるとセルクル衛兵の制服を焼き、上司に何も

言わずに家族と村を出て大都市に移り住み、庭師として暮らしだした。そのときの人生の大

転換を、末っ娘の母は思い出したのである。作中で少しずつ明らかにされる母の過去は、物

語に広がりと厚みを加え、若い読者に人生とはなんと複雑なことかと告げるようである。 

こうしてハズメは『お母さん、あなたがいてくれたから』で、過去のアフリカ人の体験を、

読者が自分に引き付けて読めるようにしているのである。 

 

3．十代向けの文学作品の動向 

 

ハズメが語ったように、アフリカのさまざまな国は今も多くの困難を抱えている。本は子

どもたちにそうした問題について、その背景にある歴史について語ることができるだろう。

ハズメのような作家のさらなる活躍が期待されるが、それを支えるような動きがコートジ

ヴォワールの出版の世界に起きている。同国では YA作品の出版が盛んになってきたのであ
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る。コートジヴォワールのアビジャンにある大型書店リブレリー・ド・フランス（Librairie 

de France）の児童書コーナーを覗くと、コートジヴォワールやベナンで出版された YA作

品の棚ができていた。 

そこに並べられた作品には、レ・クラシック・イヴォワリアンで出版されたものも多い。

同社は教科書出版で知られるとともに、コートジヴォワールの児童書出版を牽引する出版

社の一つでもある。社長のドラマン・ボアレ（Dramane Boaré）氏は筆者に、編集者とし

ての眼で見ると「思春期の子どもが抱える問題を書いた本」（2019年 10月 4日のインタビ

ュー）はアフリカではまだあまり出版されていないと語った。そして 12～15歳ころの子ど

もは両親の離婚や病気、学校の友達との関係といった問題に感じやすくなるので、そんな子

どもの精神的な支えになる本をさらに出版したいとした。 

セネガルやベナンなど周辺のフランス語公用語圏諸国で出版される児童書はいまだ絵本

が中心である。だがコートジヴォワールの出版社は、YA作品の出版という次の段階に進も

うとしているのである。筆者としては YA作品にこれからも注目し、主題や作家の手法につ

いて考察をしていきたい。そしてできるなら日本語訳して、日本の若い読者にも届けたいと

願っている。 
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