公益財団法人図書館振興財団
第１６回 子どもの本 この１年を振り返って ２０１５年 講演録
第２部

■読んで調べて旅して楽しむ―『レ・ミゼラブル』の舞台を訪ねて―■
大正大学非常勤講師

池田茂都枝

紹介する本
<『レ・ミゼラブル』>・・・大人向けの本と子ども向けの本
(1)『レ・ミゼラブル』(岩波文庫) 全４冊 ユーゴ―作 豊島与志雄訳 岩波書店 １９８７年刊
(2)『レ・ミゼラブル』(新潮文庫) 全５冊 ユゴー著 佐藤朔訳 新潮社 ２０１２年刊
(3)『レ・ミゼラブル』(岩波少年文庫) 上・下 ユーゴ―作 豊島与志雄訳 岩波書店 １９８７年刊
(4)『レ・ミゼラブル』(偕成社文庫) 上・中・下 ヴィクトル・ユーゴ―作 岩瀬 孝・大野多加志訳
偕成社 １９８７年刊
(5)『レ・ミゼラブル』(福音館古典童話シリーズ) 上・下 ヴィクトル・ユーゴ―作 清水正和編・訳
Ｇ・ブリヨンほか画 福音館書店 １９９６年刊
<参考書>・・・物語の背景等
(6)『アニメで読む世界史 １』 藤川隆男編 山川出版社 ２０１１年刊
(7)『
「レ・ミゼラブル」百六景』(文春文庫) 鹿島茂著 文藝春秋 ２０１２年刊
(8)『物語フランス革命 バスチーユ陥落からナポレオン戴冠まで』(中公新書) 安達正勝著 中央公論新
社 ２００８年刊
(9)『フランス史１０講』(岩波新書) 柴田三千雄著 岩波書店 ２００６年刊
(10)『パリの聖月曜日 １９世紀都市騒乱の舞台裏』(岩波現代文庫) 喜安朗著 岩波書店 ２００８年刊
(11)『フランス王室一〇〇〇年史』(ビジュアル選書) 新人物往来社編 新人物往来社 ２０１２年刊
(12)『フランス史 ２ １６世紀～１９世紀なかば』(世界歴史体系) 柴田三千雄・樺山紘一・福井憲彦
編 山川出版社 １９９６年刊
(13)『レ・ミゼラブルを読みなおす』 稲垣直樹編著 白水社 ２００７年刊
(14) コミック『ベルサイユのばら』 池田理代子作 集英社
(15)『ヴィクトル・ユゴー文学館 第９巻 死刑囚最後の日 見聞録／言行録』 ヴィクトル・ユゴー著
小潟昭夫・稲垣直樹訳 潮出版社 ２００１年刊
(16)『ヴィクトル・ユゴーの生涯』 辻 昶著 潮出版社 １９７９年刊
<参考書／ホームページ>・・・旅する
(17)『地球の歩き方’１３－’１４ フランス』 地球の歩き方編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社
２０１２年刊
(18)『パリ』(ブルーガイドわがまま歩き) 実業之日本社 ２０１３年刊
(19)『私のパリ案内』(Tomo 選書) 高橋邦太郎著 主婦の友社 １９７７年刊
(20)「劇場街 レ・ミゼラブル」
（http://streettheater.hatiju-hatiya.com/stage/lemi/tour_note.html
他）最終確認日：平成２６年６月３０日
(21)「パリ情報」
（http://www.parisjoho.fr/）最終確認日：平成２６年６月３０日
(22)「ウィキペディア」(https://ja.wikipedia.org/wiki/フランス 他）最終確認日：平成２６年６月３０
日
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公益財団法人図書館振興財団
第１６回 子どもの本 この１年を振り返って ２０１５年 講演録
第２部

■読んで調べて旅して楽しむ―『レ・ミゼラブル』の舞台を訪ねて―■
講演：大正大学非常勤講師

池田 茂都枝

『レ・ミゼラブル』あらすじ (図書館振興財団事務局 補記) *******************************************
１８１５年、ディーニュの司教・ミリエルの司教館をある男が訪れる。彼の名はジャン・ヴァルジャン。
たった１つのパンを盗んだ罪で、トゥーロンの徒刑場で１９年間服役していた。司教ミリエルは彼を暖かく迎え
入れるが、翌朝ジャン・ヴァルジャンの姿はなく、銀の食器も消えていた。
ジャン・ヴァルジャンは憲兵に捕えられ、再びミリエルの前に連れ戻される。しかしミリエルは憲兵に、食器は
自分が与えたものだと言い、更に２本の銀の燭台もジャン・ヴァルジャンに差し出し、彼を放免させる。
自身の行いを恥じたジャン・ヴァルジャンは、これまでの生き方を改めることを誓う。
数年後、彼はモントルイユ＝シュル＝メールで「マドレーヌ」を名乗り、市長を務めるまでになるが、ある日、
警部ジャベールからアラスで「ジャン・ヴァルジャン」が裁判にかけられるということを聞かされる。真実を告
げるべきかどうか苦悩の果てに・・・。
****************************************************************************************************

こんにちは。大正大学 非常勤講師 池田です。今日は「読んで調べて旅して楽しむ」というテーマで、
『レ・ミゼラブル』を通して、①読む事、②調べる事、③まとめる事、④本を紹介する事、⑤舞台を旅して
楽しむ事の 5 つについてお話ししたいと思います。
さて、私が『レ・ミゼラブル』とはじめて出会ったのは、一昨年２０１３年の春だったと思います。
友人と会うと誰もが
「レ・ミゼラブルの映画(監督トム・フーパー ２０１２年１２月日本公開)を見た？」
と聞いてくるのです。そして「よかったわよ」と言うのです。それで、私はまず本を読んでみようと思い、
近くの本屋に行ってみました。
■『レ・ミゼラブル』を読む
岩波書店の文庫の棚に『レ・ミゼラブル』全４巻(豊島与志雄(とよしまよしお)訳)が並んでいて、１巻を
とって中を見た途端「これはダメだ！」と思いました。字が小さいし、厚かったのです。本を元の棚に戻し
てその日は帰りました。そして翌日またそこに行き、また手に取って、また元に戻しました。そして３日目、
「買おう！読もう！」と思って読み始めました。１巻を読み終わるとすぐに２巻を買いました。そして次に
は３巻と４巻を一緒に買って１カ月と４日で全巻をよみ終えたのでした。
「感動」しました。
特にジャン・ヴァルジャンがアラスに向かう決断をした時と、マリユスとコゼットが結婚式を挙げた翌日
にジャン・ヴァルジャンがマリユスの元を訪れ自分が元徒刑囚であることを告白し、帰宅後に８歳のコゼッ
トに与えた衣装をベッドに並べて悲しむところでは泣いてしまいました。そして、この感動やジャン・ヴァ
ルジャンの生き方を子どもたちに、そして保護者にぜひ伝えたいと思いました。
■どの本で読むか
さて、
『レ・ミゼラブル』をどの本で読むか？というわけですが、申し上げましたように、私は岩波文庫
で豊島与志雄さんの訳で読みました。文体が固いですが格調高いともいえます。友人は新潮文庫の佐藤朔さ
んの訳が現代的で分かりやすいと言っていました。
旅行のガイドブックを作成する時や総集編の引用はこち
らを利用しました。また、ワーテルローの部分は岩波文庫だけでなくこちらの新潮文庫を読んだりして理解
を深めました。
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■子ども向けの本
子どもたちに紹介する本として、岩波少年文庫を読んでみました。豊島与志雄さんの編訳でしたが、大人
向けの文庫本で感じられた格調高さが失われていて残念でした。
偕成社文庫は子ども向けでも完訳本が多いので、好きな出版社なのですが、完訳でなかったせいか、物足
りなさを感じました。
そして行き着いたのが、福音館書店のものでした。あとがきに「子どもから大人まで読めるように」とあ
るように大変分かりやすい訳でした。また、ワーテルローや下水道等のいわゆる余談の部分も「エッセンス
だけを抜粋」というもののきちんと取り入れているし、挿し絵が豊富です。コゼットも色々な描き方がされ
ていて興味深いし、当時の風俗も挿し絵から分かると鹿島茂氏は述べています。
さらに、見返しにはフランス全土の地図とパリ市内の地図が掲載されていてジャン・ヴァルジャンや登場
人物の足取りを追っていくには大変便利です。あとがきに紹介されていた参考図書も大変役に立ちました。
『レ・ミゼラブル』
の舞台を訪ねる旅では、
まだ本を読んでいない人にはこの福音館書店版を勧めました。
■調べて楽しむ
さて、
１７９６年は、
ジャン・ヴァルジャンがパリのビセートル刑務所からトゥーロンに送られた年です。
一方、この年の３月１１日にナポレオンはイタリアで連戦連勝して歴史の舞台に登場してきます。
そして、ジャン・ヴァルジャンが１９年間の刑期を終えてディーニュの町に登場した１８１５年、ナポレ
オンはワーテルローの戦いに負けてセント・ヘレナ島に流され、世の中から消えていきます。２人はこうし
てすれ違って、いわば対照的に描かれているのです。
さらにパンを盗んだのが２６歳とすると、ジャン・ヴァルジャンは１７８９年のフランス革命の時は２０
歳。あの大革命を見てきたというわけです。
また、ミリエル司教の家族はこの革命でイタリアに逃げていますし、マリユスの祖父は常にナポレオンを
非難する…。こうしてちょっと挙げるだけで『レ・ミゼラブル』と歴史は切り離すことが出来ないことが分
かります。そして、
『レ・ミゼラブル』の深さに魅了されていくのです。
それでは『レ・ミゼラブル』の背景を知る上でお薦めと思われる本をご紹介します。これは私が読んだ本
の紹介であり、調べる本として妥当かどうかは分かりません。

『アニメで読む世界史 １』
（藤川隆男編 山川出版社）
第１章「レ・ミゼラブル 少女コゼット」のサブタイトルに「つくりかえられた女性像」とあるように女
性としての捉え方をしているところが特徴です。
『エミール』の著者のジャン＝ジャック・ルソーが自分自
身の子どもを捨ててしまったことをテナルディエが述べているという箇所に驚かされました。
『
「レ・ミゼラブル」百六景』
（
「文春文庫」 鹿島茂著 文藝春秋）
福音館書店版のあとがきに紹介されていた本ですが、時代背景、モデル、舞台等この１冊があればほとん
ど分かるという優れものです。この本も今回の舞台を訪ねる旅のおススメ図書で、皆さんが手に入れて読
んでくれました。
『物語フランス革命 バスチーユ陥落からナポレオン戴冠まで』
（
「中公新書」 安達正勝著 中央公論新社）
中公新書のこのシリーズは「物語アイルランドの歴史」(波多野裕造著)もそうでしたが、世界史が苦手な
私にも大変分かりやすく、そして著者の個人的な考えが述べられていて、それも面白かった。
『フランス史１０講』
（
「岩波新書」 柴田三千雄著 岩波書店）
第７講の「革命と名望家の時代」だけを詳しく読みました。ここは「ＡＢＣの会」がバリケードを築いた、
ルイ・フィリップの時代とはどういう時代だったのか、何が問題だったのかが分かりました。

3

『パリの聖月曜日 １９世紀都市騒乱の舞台裏』
（
「岩波現代文庫」 喜安朗著 岩波書店）
『物語フランス革命』と同様、この本もおススメです。当時のパリのミゼールな人々の生活を知るにはうっ
てつけの本でした。パリを囲む門の位置と名前も全て出ているので、ジャン・ヴァルジャンとコゼットが入
ってきたパリのモンソー門の位置もすぐ分かりました。
１８３２年にはパリで 1 万８千人余りがコレラで死
んでいることも書かれていて、マリユスとコゼットはよくも生きていられたと思いました。
『フランス王室一〇〇〇年史』
（
「ビジュアル選書」 新人物往来社編 新人物往来社）
国王たちはどんな人物だったのか、その人柄と一人一人の政治の特徴等が簡潔に説明されていて分かりや
すかったです。
「ビジュアル選書」とあるように、写真も豊富で楽しめました。
『フランス史 ２ １６世紀～１９世紀なかば』
（
「世界歴史体系」 柴田三千雄・樺山紘一・福井憲彦編
山川出版社）
『フランス史１０講』同様、ルイ・フィリップの時代を知ることができるし、
『レ・ミゼラブル』に関連し
た時代だけを読みました。
『レ・ミゼラブルを読みなおす』
（稲垣直樹編著 白水社）
ところどころフランス語に対訳を入れながら歴史的背景やモデルやユゴーの主張などが説明されていま
す。旅行から帰ってきて確認の意味で読んだという本です。
コミック『ベルサイユのばら』
（池田理代子作 集英社）
よく御存じの通称「ベルばら」です。オスカルとアンドレだけが創作上の人物で、後はほぼ史実にのっと
って書かれています。ベルサイユ宮殿の見学、特にアントワネットの住まいのプチ・トリアノンの見学に
は必読図書（マンガ）でした。

○登場人物のモデルを知るために読んだのが以下の２冊です。
『ヴィクトル・ユゴー文学館 第９巻 死刑囚最後の日 見聞録／言行録』(ヴィクトル・ユゴー著 小潟
昭夫・稲垣直樹訳 潮出版社)
『レ・ミゼラブル』の中に、バマタボアに背中に雪を入れられたファンテーヌが、彼をひっかいてジャベ
ールに警察に連れていかれ、マドレーヌ市長に助けられる場面がありますが、これは、ユゴー自身が、牡
丹雪の降るパリのテブー通りで出くわし、女性を助けた事実を踏まえて書いたものであることなどが言行
録に載っています。また、ユゴーのナポレオンに対する思いもわかります。
『ヴィクトル・ユゴーの生涯』
（辻 昶著 潮出版社）
ユゴーの生涯がとても分かりやすく書かれています。お父さんとお母さんの仲はあまり良くなかったこと
や、兄さんのウジェーヌの発狂等、作家ユゴーも大変だったことが分かります。
ちなみにナポレオン三世と対立して亡命した１９年間の年数がジャン・ヴァルジャンの刑期の年数でもあっ
たわけです。
○旅のガイドブック作成の為に利用した参考書は、以下の３冊です。
『地球の歩き方’１３－’１４ フランス』
（地球の歩き方編集室編集 ダイヤモンド・ビッグ社
２０１２年刊）
『パリ』
（
「ブルーガイドわがまま歩き」 実業之日本社 ２０１３年刊）
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上記２冊は市販の「ガイドブック」ですが、説明が筆者によってずいぶん異なることを実感しました。例
えば「ヴェルサイユ」の説明を読んでいても好意的であるかそうでないかが分かって面白かったです。
『私のパリ案内』
（
「Tomo 選書」 高橋邦太郎著 主婦の友社 １９７７年刊）
昭和５２年出版の古い本ですが、パリ市内の地図が分かりやすかったので利用しました。また、随筆のよ
うな、文学的な要素が濃厚で読み物としても良かったです。
○以下のホームページも大変役にたちました。
「劇場街 レ・ミゼラブル」
（http://streettheater.hatiju-hatiya.com/stage/lemi/tour_note.html 他）
「パリ情報」
（http://www.parisjoho.fr/）
「ウィキペディア」(https://ja.wikipedia.org/wiki/フランス 他）
■まとめて楽しむ
これらの本を元に、①「歴史的背景」及び「国王たちの歴史」
、②「旅のガイドブック」を作成しました。
どのようにまとめたのかその例を、別紙２～４ページに掲載していますが、それぞれについて少し説明し
ます。
①の「歴史的背景」では、最上段に書いてあるように、
「年」
、
「月」
、
「事柄」
、
「レ・ミゼラブル関係」
、
「ユ
ゴー関係」
、
「その他」の項目に分けました。
「歴史的背景」の年代を１７８９年のフランス革命から１８５２年のナポレオン３世台頭までに絞って
まとめましたが、それは次の理由からです。
『レ・ミゼラブル』の第１章はミリエル司教で始まりますが、ミリエル司教一家はフランス革命によっ
てイタリアに逃れます。また、作者ユゴーはナポレオン３世台頭によって亡命生活を送ることになるから
です。
「国王たちの歴史」では、太陽王と呼ばれたルイ１４世からナポレオン３世までの政治の特徴、国王の人柄
などを中心にまとめました。掲載したページは、
『レ・ミゼラブル』の中で、ルイ・フィリップを「洋ナシ」
と諷刺して描いていたので、その理由を紹介したイラストの入っているページを取り上げてみました。
②の「旅のガイドブック」では、見学場所は『レ・ミゼラブル』の中の関連する文章を引用し、また、ガ
イドブックの説明も掲載するという体裁をとりました。
以上のように、
『レ・ミゼラブル』の本を読み、さらに歴史的背景を探り、それを冊子にまとめていった
わけですが、
さらに、
読んだことを伝えるためにブックトークをしたり、
挿し絵を使って話したりしました。
ブックトークした時に、人物の関係が分からないと言われたので「登場人物相関図」を作成したりしまし
た。ブックトークは以下の会で行いました。
○「決断する」
（２０１４年１１月２９日 おもしろの会／杉並区立永福図書館）保護者・中学生以上対象
○「罪」
（２０１４年２月１３日 杉並区立松庵小学校６年生）小学生対象
○「１４歳の出発―歴史を作った人―」
（２０１５年３月６日 杉並区立井荻中学校３年生）中学生対象
○「子どもと味わう一冊の深さ『レ・ミゼラブル』の世界」(２０１３年１１月１７日 おもしろの会主催
／杉並区教育委員会共催／杉並区立永福図書館後援) 一般人対象
○「
『レ・ミゼラブル』の世界―子どもと味わう一冊の深さー」
（２０１３年１２月１５日 私塾）中・高校
生対象
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『レ・ミゼラブル』は何度も映画化されています。
『レ・ミゼラブル』は何度も映画化されています。比較するために
比較するために、映画のＤＶＤも３種類(１９３
また、
１９５２年版(
(監督ルイス
監督ルイス・マイルストン) ２０１２年版(監
５年版(監督リチャード・ボレスラウスキー) １９５２年版
督トム・フーパー))買いました。
１９３５年版と２０１２年版の２本は鑑賞しましたが、本とは随分内容が違っていて驚かされました。
■旅して楽しむ
いよいよ旅に出たわけですが、旅の仲間は女性７名と添乗員兼運転手兼通訳の男性 1 名の合計 8 名。ワゴン
車で北仏とワーテルロー、パリが中心でした。旅の様子は、帰ってきてから冊子にまとめ、また、写真をパ
車で北仏とワーテルロー、パリが中心でした。旅の様子は、帰ってきてから冊子にまとめ、また、写真をパ
ワーポイントに取り込んで映し出して楽しめるようにしました。次回は南仏とパリを予定しています。
次回は南仏とパリを予定しています。それ
では、旅の様子を
では、旅の様子を写真と共に紹介します。
写真と共に紹介します。
（※当日紹介した一部を掲載）

モントルイユ・シュル・メールの市庁舎＞
＜モントルイユ・シュル・メールの市庁舎
ジャン・ヴァルジャンは１８１５年の１２月末に
やってきたが、
やってきたが、ちょうどその時、市役所は火事で、
ちょうどその時、市役所は火事で、
火の中にいた二人の子どもを助ける。

モントルイユ・シュ
モントルイユ・シュル・メールの職人横丁
ル・メールの職人横丁リ
ュ・デュ・クラパンバの看板に描かれたジャ
ン・ヴァルジャンとコゼット。

＜ワーテルローの「ライオンの丘」＞
ワーテルローの戦いの勝敗の決した地点。

「コゼットの泉」の前の通
「コゼットの泉」の前の通
りには「ジャン・ヴァルジ
ャンの泉通り」のプレート
がかかっていた。
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＜モンフェルメイユの「ジャン・ヴァルジャンの泉」
＜モンフェルメイユの「ジャン・ヴァルジャンの泉」＞
トゥーロンの徒刑場から脱走したジャン・ヴァルジャン
が初めてコゼットと出会った場所。その時の会話（以下の
内容）が正面の壁に書かれている。
内容）が正面の壁に書かれている。
「なんていう名前？」と男は言った。
「コゼット」
男は電気に打たれたようだった。
(『レ・ミゼラブル ２』(新潮文庫) 新潮社
ｐ.１７３)

パリ市内

ジャベールが座っていた井戸
ジャベールが座っていた井戸と思われ
る跡が教会の右手にあった。

＜サン・メダール教会＞
パリに出たジャン・ヴァルジャンが最初に通った教会。
ゴルボー屋敷のすぐ近くにある。

「サン・メダール教会のそばに、すたれた共同井戸の
縁石にうずくまっている一人の貧乏人がいた。
～中略～
ジャン・ヴァルジャンは彼のところに行き、いつも
の施し物を手に握らせてやった。乞食は急に目をあげ
ると、ジャン・ヴァルジャンをじっと見つめた。それ
から、すばやく頭を下げた。その動作には稲妻のよう
なものがあったので、ジャン・ヴァルジャンは、ぞく
りとした。
」(『レ・ミゼラブル ２』(新潮文庫)
新潮社 ｐ.２６１～２６２)
ゴルボー屋敷でジャベールを見たジャ
ジャ
この数日後、ゴルボー屋敷でジャベールを見た
ン・ヴァルジャンはコゼットを連れてゴルボー屋敷を
出る。ジャベールがそれを追いかけていく。

＜ムフタール通り＞
サン・メダール教会の前がムフタール通り。
ムフタール通り。通りを上っていくと大変賑やかで、
通りを上っていくと大変賑やかで、
東京北区の十条銀座を思い出した。
本文では、手紙を見て
本文では、手紙を見てゴルボー屋敷にやってきた「サン・ジャックのだんな」を
ゴルボー屋敷にやってきた「サン・ジャックのだんな」を
ジャン・ヴァルジャンと見破ったジョンドレット（テナルディエ）が、ジャン・ヴァ
ルジャンをやっつけるためにこのムフタール通りの
やっつけるためにこのムフタール通りの
このムフタール通りの角の金物屋に向かった。
角の金物屋に向かった。
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＜ジャン・ヴァルジャン
＜ジャン・ヴァルジャンがマリユスを背負っ
がマリユスを背負って
て歩
いた道（下水道）
いた道（下水道）＞
１８３２年６月５日、ラマルク将軍の葬儀の
日に、アンジョルラスたち「ＡＢＣの会」はセ
ーヌ川右岸のシャンヴルリー通りの「コラン
ト」酒場にバリケードを築いた。翌６日。総攻
撃が始まる前にジャン・ヴァルジャンはジャベ
ールに向き合い彼を逃がす。
ールに向き合い彼を逃がす。
そして白昼の総攻撃が始まった。銃弾を受
け、気を失って倒れたマリユスを肩に担ぎあ
げ、ジャン・ヴァルジャンはコラント酒場の角
を曲がって消えた。そして排水溝のふたを開け
て下水道へ入っていった。
(『レ・ミゼラブル ４・５』(新潮文庫) 新
潮社より要約)

＜下水道の出口の鉄格子と錠前＞
セーヌ川左岸、ボンデアルマ橋のほと
りにある下水道博物館の中にある
りにある下水道博物館の中にあるジャ
ジャ
ン・ヴァルジャンが
ン・ヴァルジャンがようやく
ようやく行き着いた
行き着いた
外への出口。出口はアーチ形の門が頑丈
な鉄格子で閉ざされ、鍵が厳重にかかっ
ていたがそれを再現してあった。
出口のこちら側で悠々と写真に収まる
のは旅の仲間の２人。

＜ノートルダム橋＞
ジャベールが身を投げた橋。

「ジャベールはしばらくじっと立った
まま、この暗黒の入
この暗黒の入口を見つめていた。
口を見つめていた。
～中略～ 遠くから見たら幽霊と見ま
ちがえそうな人影が、欄干の上に立っ
ている姿を見せ、一度セーヌ河をのぞ
きこんでまた直立してから、暗闇に落
ちて行った。にぶい水音がしたが、暗
闇だけが、この水中に消えた黒い影の
痙攣の秘密を知っていた。
(『レ・ミゼラブル ５』(新潮文庫)
新潮社 ｐ.２８４)
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ラシェーズ墓地のユゴー家の墓と周辺＞
＜ペール・ラシェーズ墓地のユゴー家の墓と周辺
ジャン・ヴァルジャンはペール
ジャン・ヴァルジャンはペール・ラシェーズ墓
・ラシェーズ墓
地に埋葬された。ジャン・ヴァルジャンの墓地は
もちろん実在しないが、ユゴー家の墓があった。
中央の四角垂の墓石がそうである。
中央の四角垂の墓石がそうである。

■まとめ
読んで、調べて、まとめて、紹介して、舞台を訪ねて旅をすることは読書の究極の楽しみだと思います。
一冊の本が広がっていく楽しみを子どもたちに体験させたいと思い、学生たちには「一冊の本から始まるブ
ックウェビング（ブックウェビング）
」と名付けて、発表させています。大変好評でした。こういう読書が
できるのも読書人であるがゆえだろうと思っています。

(於：株式会社図書館流通センター ２０１６年３月７日、８日)
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年

月

事柄

『レ・ミゼラブル』関係

３月

エベール派（民衆運動を率いて革命政府
に圧力をかけてきたグループ）処刑

6月10日

「草月（プレリアル）法」制定

7月27日

「テルミドール（熱月）のクーデター」ジャ
コバン革命政府倒れる。
翌日、ロベスピエール等２２名処刑、続く
二日間で８３名が処刑。計１０５名。

５月

パリの民衆による最後の蜂起

8月22日

「共和暦三年憲法」制定

10月5日

ナポレオン・ボナパルト王党派の蜂起
（「ヴァンデミール13日」）を鎮圧

10月26日

国民公会解散

10月27日

総裁政府発足（５人の総裁）

ヴィクトル･ユ
ゴー関係

エベール派もダントン派も革命の中核を担ってきた
人々。処刑当日、ダントンは「おまえもおれの後に続く
ことになる」とロベスピエールに叫びかけた。

時代との関連を一覧表にまとめる⇒
ダントン派（「寛容派」と呼ばれ、エベール
４月「レ・ミゼラブル」の歴史的背景
派と対立しつつ、恐慌政治を批判）処刑

・裁判の手続きの簡素化。（人定
尋問即死刑）
・一ヶ月半で１３００人が処刑さ
れる。

1794年

1795年

1796年

3月9日
3月11日

1797年

4月
9月

1798年

5月19日

ナポレオン、エジプト遠征に出発。

1799年

10月9日

ナポレオン、エジプトから帰国。

11月9日

「ブリュメール（霜月）のクーデター」。
ナポレオンが政権掌握。
「フランス革命」終息。

6月14日

1804年

3月21日
5月18日
12月2日

1805年

12月2日

1807年

7月

1795年の冬の日曜日の晩：
ジャン・ヴァルジャン、パンを1
個盗む。姉の七人の子どもの
ために。（26歳）

1796年4月22日：ジャン・ヴァル
ジャン、パリ郊外のビセートル
ナポレオン、イタリア遠征に出発。連戦連 刑務所からトゥーロンへ。首を
鎖でつながれ、荷車で27日間。
勝。
パン1個で懲役5年であったが、
オーストリアとの間に休戦協定。
トゥーロンで4年目、6年目、10
年目、13年目に脱走を図り刑
「フリュクチドール（果実月）」のクーデ
期は19年間となる。
ター
ナポレオン、パリに凱旋。

1800年

革
命
の
反
・時給＝2スー
※１スー＝50円
・パン1キロ（パゲット4本分）=5スー
※労働者一日に1キロのパン
・ジャン・ヴァルジャン
＝1日24スーの賃金
※ディーニュについた時の年齢を46
歳とする。

ナポレオン、ジョセフィーヌと結婚

12月5日

12月25日

その他

マリユスの父、ポンメル
シーは革命後ナポレオ
ン軍の一兵士としてヨー
ロッパ各地に従軍。エル
バ島、ワーテルローの
戦いにも従卒する。

ナポレオンの名前はヨーロッパ
中に轟く。

・投獄された時、すすり泣き震
えていたが、出獄の時には冷や
やかで無感動だった。絶望に陰
惨な顔つきで出てきた。
・109フラン15スー（約11万円）
の賃金

※１フラン＝20スー＝1000円
※１ルイ＝20フラン＝２万円

執政政府の発足。「共和暦八年憲法」発
布
ナポレオン、マレンゴでオーストリア軍を
破る。

ナポレオンの芦毛の愛馬「マレンゴ」
の名はこの戦いが由来。

1804年：ミリエル氏、ブリニョル 2歳（1802年生）
の主任司祭。同年：ミリエル氏 兄二人
第 ナポレオンと話す。
ナポレオン、皇帝に推挙される
母→奴隷売
一
買を職業にし
帝
たナントの船
ナポレオン一世の皇帝戴冠式。
政
長の娘。
・生活費→1500フラ
「フランス革命」の最終的終焉。
父→五人兄
ン（妹の年金500フラ
弟。全員革命
アウステルリッツでロシア・オーストリア連
ン＋俸給1000フラン）
軍に参加。ナ
ポレオンの兄
合軍を破る。

法の前の平等/信仰・労働の自
由/私有財産の絶対性など

ロシアを破り、ティルジットにて和約を結
ぶ。ヨーロッパの大部分を支配下に置く。

ナポレオン弟 ルイ→オランダ王
兄 ジョセフ→ナポリ王

「ナポレオン法典｣公布

1809年

皇后ジョセフィーヌと離婚。

1810年

オーストリア皇女マリ・ルイーズと再婚

1812年

ロシア侵攻。

1813年

10月

ライプツィヒにて同盟軍に敗れる。

1814年

4月6日

ナポレオンの皇帝位剥奪。

5月3日

ルイ18世復位（ルイ16世の弟）。

5月13日

新政府樹立

6月4日

憲章制定

9月

ウイーン会議

1806年：ミリエル氏、ディー
ニュの司教となる。

1811年：マリユス誕生。

のジョセフに
従うナポレオ

皇帝の正統（正しい系統）性は、
血統ではなく人民投票に立脚
・ノートルダム大聖堂で挙行。
・ローマ教皇立ち会う。

翌年、王子（ナポレオン二世）誕
生
10歳。母の愛人ラオ 9月にモスクワ占領するものの、
リー銃殺さる。
寒さと飢えに苦しみ撤退。
同盟軍→オーストリア、プロイセ
ン、ロシアなど。
年金を与えられてエルバ島（イタ
リア）に隠退させられる。

王
政
復
古

上院貴族院は世襲制。下院代議員は選挙権３
０歳以上。選挙権・被選挙権も納税額者。

ブルボン朝復活。

立憲君主。法の下の平等。出版の自由。二院制議会採用。
フランス革命とナポレオン戦争
の後処理
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参照：『フランス王室1000年史」（新人物往来社編）/『フランス史10講』（柴田三千雄著 岩波新書）
・1824年5月、フランス北部ランスの大
聖堂で塗油の儀礼。聖別される。歴代
の国王が執り行ってきた成聖式の復
「国王たちの歴史」を
活。王権紳授説。
一覧表にまとめる
「ロイヤルタッチ（瘰癧患者に触れて
回る）」の儀式の執行。
・1825年、カトリック教会はブザンソンで
7週間の伝道活動。数十人の聖職者を
・1824～30年
動員して3万人の住民に。
（6年間。亡命先を
転々としてアドリア海 ・同年、「瀆聖禁止令」・・・教会の聖な
のゴリツィアでコレラで る器を盗んだものには死刑。加えて死
シャルル10世
刑の前に手首から先が切り落とされる ・1830年6月14日アルジェリア出兵。→1834年フランス
79歳没。）
罰も設けられている。
に併合→1839年入植地の建設が進む。以後132年間
・67歳即位。
（アルトワ伯）
（1962年まで）アルジェリアを支配。
（1757～1836）
・革命時、真っ先にパ ・1825年、「亡命貴族の10億フラン法」
リから逃げ出した一 （革命期に没収された教会および亡命
者の財産を賠償する法案）提出。（・・・
人。
大貴族のみ利益）
・ルイ16世の弟
・1826年、「長子相続法案」「出版の自
由の規制の強化」共に貴族院の抵抗
で不成立。
・自由派の勢力伸長。
・1830年7月26日、「四か条の王令」…
・さらなる反動化。
出版の自由の停止。議員定数の削減
・アナクロニズム。
等。→「七月革命」
<『レ・ミゼラブル』1832年の事件について>

・1830～48年

・1830年7月29日、反政府で「臨時政
府」を組織してルーヴル宮を陥落。
・同月31日、ルイ・フィリップ擁立。（市
庁舎のバルコニーでラ・ファイエットと
新国王は抱擁）。反動的王権の終焉。
・8月9日即位式。「七月革命」の収束。
「七月王政」の誕生。

・七月革命が過ぎて二年もたたないうちに、
せっぱつまった状況となり、1833年がはじまる。
不景気による民衆の困窮、そしてパンもない
労働者がちまたにあふれた。加えて、コレラの
流行が猛威を振るった。また、パリだけでなく、
リヨンを筆頭に、フランスの各地で暴動が発生
し、四月末には、すべてが険悪な状況になっ
ていた。あちこちの小さな暴動は、鎮圧されて
も、すぐにまた。燃えあがった。それは地下に
巨大な火種がひそんでいることの暗示だ。
フランスはパリを見まもり、パリはフォブール・
サン・タントワーヌ地区を見まもっていた。
― 略 ―
・とにかく、1832年の四月には、パリのフォー
ブル・サン・タントワーヌ地区に革命の気配が
みなぎり、あちらこちらのカフェで、政治的な
会話がしきりにかわされていた。
（『レ・ミゼラブル 下』ｐ112・113 福音館書
店）

（18年間。亡命先のイギ
リスで没。77歳）
・産業革命到達。中小の産業資本家の
・57歳即位。
著しい成長。選挙システムは従来の制
限選挙。
・ブルボン家の遠縁の
＋
ルイ・フリップ
オレルアン家出身。
1845年頃から続く食糧危機
（1773～1850） ・父の処刑でスイスへ
↓
亡命。アメリカ、イギリ ・1848年2月22日、パリの大規模な宴
ス、シチリアで暮らし、
会集会に禁止令発令。（宴会集会→議
1817年帰国。
会改革運動の集会。学生、民衆が街
・新聞「ナシオナル」を
頭に出て騒然となる。
支持。自由主義路線 ・2月23日、国民衛兵（民兵）が反乱軍
に傾く。
に荷担。
・2月24日 「七月王政」潰える。「勤労
・革命と王政の結合。
・洋梨には「間
と節約によって金持ちになりたまえ」と
抜け」の意味も
・フランス革命を踏まえて、革命と自
豪語したギゾー首相が命取り。「二月
由と民主（平等）の革命の二原理は両
革命」
立しない。自由だけを採用。
・長椅子に横たわるラ・ファイエット将軍にのしかかる
・「七月王政」を支える議会多数派は
ぼってりした洋梨。王さまに担ぎ出したものの将軍にも
保守的。大ブルジョアが支持者のギ
もはや重荷でしかないルイ・フィリップ。ドーミエ画「悪
夢」）(『カリカチュアの世紀』p.150 白水社)

・さて、1832年の春には、三か月ものあいだ人々はコレラにふるえあがっていたが、いっぽうパリには、ずっと以前から大動乱の起こる
気配が濃厚にただよっていた。この大都会はどこか大砲に似ている。砲弾がこめられているときには、火の粉が降りかかれば直ちに発射
する。1832年、ラマルク将軍の死がその火の粉だった。―略―
予想された彼の死は、民衆からは大きな損失として心配され、政府からはなにか事件のきっかけになるとおそれられていた。あらゆる痛
恨事と同じく、悲しみの喪が怒りの爆発に転じることがある。はたして、そのとおりとなる。
ラマルクの葬式の日に決められた６月５日の前日と当日の朝、フォーブル・サン・タントワーヌ界隈は、葬列が近くを通過するというので、
ひどい大騒ぎの状態になった。街路という街路に、流言がとびかい、不穏な空気がみち、人々はできるかぎりの武装をした。ピストルや
サーベルから、ナイフやコンパスにいたるまで、武器になるものはなんでも身につけた。
「なんのために？」ときかれれば、「わからねえよ！」と言うものもいれば、「反乱だ！」と口走るものもいた。
ある街角に集まり、革命指導員の連絡を待つ労働者のあいだでは、なにやら暗号らしきものが公然と言いかわされていた。
6月5日は、雨が降ったり日が顔を出したりの一日だったが、ラマルク将軍の葬列は、警戒のために増員された軍隊が棺を護衛して、パ
リの大通りを進んだ。軍隊のすぐ後には、傷痍軍人の将校たちが、月桂樹の小枝を手にして歩いていた。それにつづくのは、無数の興
奮した異様な大群衆だった。「人民の友」の隊員から学生、労働者、子どもたち、さらに各国からの亡命者たちといった、種々様々な
人々が、三々五々、三色旗やいろいろな旗、棒などを手にし、口々になにやら叫びながら歩いていた。無秩序のようだが、心はひとつに
統一されていた。 ―略― 政府のほうも監視を怠らなかった。剣の柄に手を置き、監視していた。不安を感じた権力は、市内の各要
所に2万4千、郊外に3万の兵を配置し、待機させていた。（『レ・ミゼラブル 下』ｐ273・274 福音館書店）
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<フランス１日目― モントルイユ・シュール・メール＆アラスー＞10/１８（土）
月日

訪問地

『レ・ミゼラブル』から

見学場所・その他
・モントルイユ・シュール・メールは英仏海峡に近いノルマンディの
町。ユゴーは1837年にジュリエットとともにこの地を訪れた。

訪問先のガイドブックを作成する
・1815年12月夕方ごろジャン・ヴァルジャン
はモントルイユ・シュール・メールにやって
来た。市役所が火事で、火の中の二人の
子供を助ける。子供たちは憲兵隊長の子供
であったため黄色いパスポートを見せるこ
となく済み、アクセサリーに使う黒い飾り玉
の製造で成功する。百万フラン以上を町の
ため、貧しい人たちのために使い、63万フ
・モントルイ
ラン（のちにコゼットの生活費になり、コゼッ
ユ・シュル・
トの結婚の持参金となる）を蓄えた。1820年
メール
には国王によって市長に任命される。1821
年にはミリエル司教の死を新聞で知り、喪
に服す。
・この町での運命的な事件は三つ。一つは
馬車の下敷きになったフォシュルバン爺さ
んを助けた事。もう一つはファンティーヌと
の出会い。そして三つ目はアラスでの裁判
である。

10/18
（土）

・ル・トゥケ・・・パ・ド・カレ県のオパール海岸
に位置するル・トゥケ・パリ・プラージュは、
パリやリールやロンドンから２時間の距離
にあるリゾート地です。恵まれた環境とリ
ゾート地にふさわしい優れた商業施設があ
ることから、一年を通じて季節ごとににぎ
わっています。
(フランス観光開発機構「france.fr」
「ル・トゥケ・パリ・プラージュへ行こう！」
http://jp.france.fr/ja/discover/50468)
最終確認日：平成２６年６月３０日

・アラス

・アラスで「ジャン・ヴァルジャン」の裁判が
あるとジャベールから聞いた市長のマド
レーヌ氏は苦悶の一夜を過ごした後、アラ
スへと向かう。エダンを経てアラスに着いた
のは午後八時だった。郵便ホテルで帰りの
郵便馬車の予約をして裁判所に向かう。六
時閉廷の裁判所にはまだ灯りがついてい
た。シャンマティウを「ジャン・ヴァルジャン」
だと証言したトゥーロン徒刑場で見知った三
人の徒刑囚の名前を一人ずつ呼び、自ら
「ジャン・ヴァルジャン」と名乗る。

「アラス」が登場する文学作品関係
１『シラノ・ド・ベルジュラック』
２『戦う操縦士』（サン・テグジュペリ）
３『モルグ街の殺人事件』（エドガー・アラン・ポー）・・世
界初の私立探偵小説であるこの作品の舞台をフランス
に設定したのは、脱走兵として投獄され、出獄後、パリ
警察の密偵となったアラス出身のランソワ・ビドックの影
響と考えられている。
（「日本deカナダ史」「独裁者と探偵【アラス】[旅行記]」
blog.so-net.ne.jp/canadian_history/2010-04-30-2 最終確
認日：平成26年6月30日）

（「「レ・ミゼラブル」百六景」ｐ.82）
※ジュリエット（ジュリエット・ドルーエ）は1833年『リュクレース・ボルジャ』
に出演し、2月16日以降ヴィクトルと関係を持ち、生涯の愛人となる。
（『ヴィクトル・ユゴーの生涯』年譜 p.xxv）

・モントルイユのまちは、カンシュ川を見下ろす突端の上にある。
地理的に特徴ある位置である。まちは、エキュイール谷とラ・マド
レーヌ谷によって隣接する台地から切り離されている。自然によ
るこの位置は、必然的に防衛上の役割を与えることになってい
る。（「ウィキペディア」 ja.wikipedia.org/wiki/モントルイユ 最終確認日：
平成26年6月30日）

＜町の史蹟として挙げられているもの＞
・サン＝ソルヴ修道院と付属教会：10世紀にランデヴェネックから
移ってきた修道士たちが建てた。建物は12世紀のもの。
・オテル＝デュー礼拝堂 ： 巡礼者のための病院に付設された礼
拝堂で、13世紀頃の建物。
・サント＝オストルベルト礼拝堂： 11世紀頃ノルマンディーで発見
された聖遺物をモントルイユ商人がまつったのが起源。建物はの
ちコレージュや陸軍歩兵学校のものとなった。（参照サイト同上）
＜小説との関連＞
・市役所…・マドレーヌ市長。
・警察署・刑務所・・・ジャン・ヴァルジャンが収監され、脱走。
・共同墓地・・・ファンティーヌが埋葬された墓地。
・市中①広場・・・旅まわりの歯医者の香具師。 ②郵便局…ファ
ンティーヌの手紙。 ③カフェ・・・ファンティーヌがバマタボアに背
中に雪を入れられる。
・14世紀より生地つくりと羊毛産業で名声をなし、相当な富を蓄え
る。優れたタペストりーの生産で知られる。英語でArras、イタリア
語でArrazziといえばタペストリー全般を意味していた。
・参照：ポローニアス「そんな折、一つ娘を放って掛け合せてみましょう。
そのときはご一緒にアラス織りの壁掛けの陰に隠れて、出会いの一部始
終、とくと観察いたすことにして。」（『ハムレット』(「岩波文庫」 岩波書店
野島秀勝訳 p.105)）

＜見どころ＞
・市の中心部は、三つの広場に特徴づけられる。①Grande
Palace ②Place de Heros ③Petite Place。これらは建物に囲
まれ、第一次世界大戦以前の姿に復元された。最も有名なのが
ゴシック様式のタウン・ホールとアラス大聖堂である。
世界遺産

・世界遺産が二つ。一つは、タウン・ホールの鐘楼で「ベルギーと
フランスの鐘楼群」に含まれている。もう一つは市街地の南西に
あるシタデル（要塞）で「ヴォーバンの防衛施設群」にふくまれて
いる。（「ウィキペディア」(https://ja.wikipedia.org/wiki/アラス 最終確認
日：平成２６年６月３０日）

・ロべスピエールの故郷。アラス大学で法学を修めて弁護士とな
る。1789年、三部会議員となる。ジャコバン・クラブに出入りして頭
角を現し、ジロンド派・ダントン派・エベール派を静粛し、恐怖政治
を断行していく。テルミドールのクーデターによって断頭台で処刑
された。生家は不明だが1787年から89年まで暮らした家が残って
いる。（参照サイト同左(「日本deカナダ史」「独裁者と探偵【アラス】[旅行
記]」)）

・ド・ゲメネ公爵といさかいを起こし、謹慎を申しつけられたオスカ
ルがジャルジュ家の領地視察の目的で訪れた町。その時、ロべ
スピエールと会う。（『ベルサイユのばら②』ｐ.106）
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「パトロン・ミネット」

＜登場人物相関図＞

・グールメール

テナルディエ

・バベ

（ジョンドレット）

・クラクズー

・エポニーヌ

・モンパルナス

・アゼルマ
・ガヴローシュ

・（二人）
父：ポンメルシー
母：ファンティーヌ

祖父：ジルノルマン氏

コゼット
マリユス
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・トロミエス

マブーフ氏

・リストリエ
・ファムイユ
・ブラシュヴェル

＜ABC の友＞

ジャン・ヴァルジャン

・アンジョルラス

（マドレーヌ）

・クールフェラック

（ユルティーム・F）

・レーグル（ボシュエ）

（ルブラン）

・グランテール

フォシュルヴァン爺

・コンブフェール

ミリエル司教

・ジョリ
・バオレル

ジャヴェール警部

・ジャン・プルヴェール
・フイイ

読んだ感動やまとめたことを伝えていく
○2013年11月17日 家庭教育講座「子どもと味わう一冊の深さー『レ・ミゼラブル』の世界―』
○2014年2月13日 杉並区立松庵小学校6年生 ブックトーク「罪―フランスの名作に親しもう」
○2014年11月29日 永福図書館・おもしろの会 ブックトーク「決断する」

Ｙ･Ａと大人のためのブックトーク

＜決断する＞

〜名作に⾒る男性たちの決断の姿〜
中学生にも読める名作4篇を通し、苦悩し
決断する 男性像と時代背景を考えます。

取り上げる本 『レ・ミゼラブル』
『ともしびをかかげて』他2篇

平成26年

11月29日(土)

時間｜１４：００〜１６：００
定員｜40名

対象｜中学生以上

会場｜永福図書館地下講座室

開場｜１３：３０

事前
申込制

受付｜11月1日(土)9時より

永福図書館カウンター、お電話にて
受付いたします。定員に達し次第お
申込終了とさせていただきます。

講師｜池田茂都枝
元公立中学校国語科教諭。長年、読書指導や学校
図書館の整備と活用に貢献。
「第１回・第５回読書指導体験記コンクール」（集英社
主催）優秀賞受賞
「第8回がんばれ先生！東京新聞教育賞」受賞
現在、大正大学他、非常勤講師。学生の指導のほ
か、教育センター等で教職員・学校司書に講演し、後
進の指導を行う。また、講演会や読書会を通して、保
護者などに本の面白さを伝え続けている。
ブックトークの会「コるドン」主宰。
日本子どもの本研究会会員。

問合せ｜杉並区⽴永福図書館
０３－３３２２－７１４１
協⼒｜おもしろの会
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