
オレたち外文リーガーの自信の１球と来年の隠し球vol､５（2016.12.23）

【群像社】

★今年のイチ押し

『はだしで大地を－アレクサンドル・ヤーシン作品集』（太田正一訳）1800円

マヤコフスキイ作、コヴェンチューク絵『ガガ版南京虫』（片山ふえ訳）2000円

．ヴエンチューク『８号室一一コムナルカ住民図鑑』（片山ふえ訳）1200円

書かれた順に並べたので刊行順と逆になりましたが、いずれもロシアがソ連だった時代が生んだ作品ですｂ「ソ連」が

世界地図から消えて四半世紀、３０歳以下の人には実在していた記憶がない「幻の国」かもしれません。当時でも人間

の顔が見えないと言われた謎に包まれた社会。そのなかで人はどんなふうに生きていたのか、作家たちはそれをどう

描いていたのか、あらためてあの時代の作品を見直してみたという思いは何人かの翻訳者にもあって、それが今年、

順番に本になりました。重圧だらけの世の中でも、一皮むくとこんなにも人間がちゃんと生きていて、こんなにも生

命力あふれる芸術が生まれていたということですｂもちろん、その一皮がかなりの問題ではあったのですが。

アレクサンドル・ヤーシンは日本初の単行本。翻訳者が惚れて惚れて訳しためてきた詩人の散文を中心にまとめたも

のです。ひんやりした地面に耳をつけて音を聞いているような感じの世界ですｈ

「ガガ」という愛称で親しまれたコヴェンチュークはアヴァンギャルドの系譜に連なるペテルブルグの画家ｂその自

由闇達な作風を味わえるのが『南京虫』、人を観察する眼差しのやさしさを感じられるのが『8号室』ですも

来年はロシア革命100年ｂといっても、「ロシア革命って何？」という質問が返ってきそうですが、そこから生まれた

社会で生きていた人たちを描いた作品をこれからも選んで出していこうと思っています６

★来年の隠し球

『レスコフ短編集』（岩浅武久訳）

今年の打率０割の成績を訳者とともに反省して契約更改、来年こそ。

カリキンスキイ『駐露全権公使榎本武揚』（藤田葵訳）

ロシア人のジャーナリスト出身の作家が榎本武揚に興味をひかれて明治初期の日本の対露交渉を描いたスパイ小説な

らぬ「外交小説｣。

笠間啓治『ロシア文学うら話』ユーラシア文庫

ドストエフスキイの短いやつ。（木寺律子訳）

保守思想家の面目躍如。

【作品社】

★今年のイチ押し

ロバート・クーヴァー、越川芳明訳『ようこそ、映画館へ』

西部劇、ミュージカル、チャップリン喜劇、『カサプランカ』、フイルム・ノワール、カートウーン……。あらゆるジ

ャンル映画を岨上に載せ、解体し、魅惑的に再構築する１ポストモダン文学の巨人がラブレー顔負けの過激なブラ

ックユーモアでおくる、映画館での一夜の連続上映と、ひとりの映写技師、そして観客の少女の奇妙な体験！

リディア・デイヴィス、岸本佐知子訳『分解する』
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リデイア・デイヴイスの記念すべき処女作品集！「アメリカ文学の静かな巨人」のユニークな小説世界はここから

始まった。

昨年末に今年の刊行予定としてご紹介した８冊のうち､５冊が刊行されました｡上記のほか､アレクサンドル･デュマ、

田房直子訳『ボルジア家の興亡』、ウラジーミル・ナボコフ、メドロック皆尾麻弥訳『見てごらん道化師（ハーレクイ

ン）を！』、ウラジーミル・ナボコフ、秋草俊一郎編訳『ナボコフの塊』。予告したもの以外ではパトリック・モディ

アノ、有田英也訳『エトワール広場／夜のロンド』､エヴゲーニイ・ヴォドラスキン、日下部陽介訳､沼野恭子解説『聖

愚者ラヴル』。

★来年の隠し球

ル・クレジオ、中地義和・鈴木雅生訳『心は燃える』

7篇の中・短篇を収録した作品集。全体の３分の１以上を占める表題作｢心は燃える」は、幸福な幼年時代をメキシコ

で過ごした少女が、フランスで転落していく過程を描く。表題作に続く分量を持つのが、巻末篇「宝物殿」である。

ペトラの遺跡を舞台に、冒険家ブルクハルトと、現地の少年サマウェインというふたりの語り手が配されている。ノ

ーベル文学賞作家による、圧倒的な短篇小説集！

ロバート・クーヴァー、上岡伸雄訳『ゴースト・タウン』

名もなき男が馬に乗って荒野の中を、灯りのちらつく街に向かって進んでいる……ロバート・クーヴァーはよく知ら

れた西部劇の形を取り入れながら、それをひっくり返した。名も知れぬ一人の男が街に辿り着く、いや街のほうが彼

に辿りついたというべきか。そして銃撃戦、サロンでの乱痴気騒ぎ、売春宿、列車泥棒、そしてお決まりのサロンの

歌姫と童顔の女教師の間で揺れる恋愛といった西部劇の一部に、彼はなる。セルバンテスの魔法にかかった騎士・ド

ン・キホーテががヨーロッパ中世の騎士物語の終わりを告げたように、ロバート・クーヴァーの『ゴーストタウン』

の主人公は、アメリカにおけるカウボーイの時代を笑いのめし、幕を引く。

コリン・パレット、田栗美奈子・下林悠治訳『ヤングスキンズ』

バブル経済崩壊後の空虚で希望のないアイルランド西部・マヨ県に位置する架空の田舎町「グレンベイ」に暮らす若

者世代の登場人物たち（大麻密売の元締め、ボクサーくずれの用心棒、元アル中の体育教師、精神疾患を抱えるコン

ピニ店員など）が人目を輝ることなく理不尽な暴力沙汰や、情事の数々を巻き起こす。壮麗な自然に囲まれたアイル

ランド地方都市の陰惨で憂鯵なありふれた日常生活を、強烈な対話体をベースに、同県出身の著者が鋭い視点で滑稽

かつリズミカルに綴ったアイルランド／ニューウェーブ文学を代表する小説。ガーデイアン・ファーストブック賞、

ルーニー賞、フランク・オコナー国際短篇賞受賞１世界が注目する新星の登場！

エドウィージ・ダンティカ、佐川愛子訳『UNTWINE』

双子の姉妹とその両親の四人の乗る車が追突され、双子の一人、姉のイザベルが死ぬ。この事故をきっかけに、あら

ゆることが問われるようにになっていく。突然双子の姉を失った主人公の視点から、愛する者の死という人生でいち

ばん重いテーマのひとつを扱いつつ、それに伴って明らかになっていく家族の中のそれぞれの個人の愛と葛藤、友情

と恋愛を、両親の離婚の危機や、追突は売られていった先の養父母から盗んだミニバンで逃走中の少女が起こした事

故だったという事実や、死んだ姉の臓器の移植といったさまざまな要素との絡まりのなかで描いていく。

ホルヘ・ブランコ、田村さと子訳『外の世界』

1971年、コロンビア・メデジンの富豪ディエゴは、自宅「城」の付近で誘拐される。犯人はディエゴの一族に莫大な

身代金を要求するが、誘拐の動機はそれだけではなく、天折したデイエゴの娘イゾノレデに対する犯人の偏執的な愛の

ためでもあった。現在と過去の間を行き来する語りによって、登場人物たちの悲しみと孤独が明かされていく。盗み
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や暴力がはびこり、ヒッピーたちが闇歩する混沌としたメデジンの現実と、時代錯誤な「城」をめぐる王女と妖精の

幻想物語とが混じりあって展開する異色のサスペンス。2014年、スペイン・アルフアグアラ賞受賞作も

フアン・ガブリエル・バスケス、服部綾乃・石川隆介訳『密告者』

「『密告者』は、第二次世界大戦直後の数年間を描いた実に力のある物語である。バスケスの想像力の豊かさ、彼の持

つ言葉の優美さと鋭敏さ、本書はそれらを見事に証明している」－マリオ・バルガスーリョサ。ナチの迫害から逃れ

てきたユダヤ人たちの中南米での運命を重厚に描く長篇小説。

ウラジーミル・ナボコフ、森慎一郎訳『青白い炎』

架空の詩人ジョン・フランシス・シェイドの９９９行からなる長大な詩「青白い炎」に序文と注釈と索引を付して、研

究書を書き上げるキンボート。彼は詩人の隣人でロシア文学の教授でもあるのだが……実は狂人？既訳は、富士川

義之訳で、筑摩世界文学大系の『ナボコフ、ボルヘス』の巻に収録された1984年刊行のもの。現在は岩波文庫で読め

る。
ヘー

ニッキー・ロフティン、代田亜香子訳『ウイッシュ・ガールヒ1

13歳の少年ピーターは、静かな''1奥で、“ウィッシュ・ガール”と名乗る少女に出会う。癌の治療を前におじけづく少

女と、家族の愛を感じられずに孤独なピーターのあいだに友情が芽生え、これから勇気をもって生きていく希望がわ

いてくる長篇小説「金原瑞人選オールタイム・ベストYA」シリーズ最新刊！

コナン・ドイル原作、山中峯太郎訳『名探偵ホームズ全集全三巻』

江戸川乱歩の「少年探偵団」シリーズ、南洋一郎訳の「ルパン」シリーズとともに、日本中の公共図書館や学校の図

書室に常備されて、少年少女たちが愛読した山中峯太郎の「名探偵ホームズ」シリーズｂ「少年探偵団｣、「ルパン」は

ポプラ社で文庫化されているが、「ホームズ」は昭和５０年代に絶版となったまま、現在まで復刊されていなかった。

山中峯太郎没後50年を機に、全20巻を３冊に集約して一挙大復刻！

アンドルー・ラング、ないとうふみこ訳、吉田篤弘解説『夢と幽霊』

『アンドルー・ラング世界童話集』（全１２巻、東京創元社／借成社）で知られるラングが１９世紀末に著した幽霊認の

古典的名作、本邦初訳。夏目激石は、本書にインスピレーションを得て短編『琴のそら音』を書いたとされる。

【松嬢社】

★今年のイチ押し

フアン・ガブリエル・バスケス、柳原孝敦訳『物が落ちる音』

ビリヤード場で知り合ったひとりの男､元パイロットだというその男はいったい何者なのか､そしてその過去は……？

コロンビア一アメリカ合衆国問での麻薬取引を背景に、英雄に憧れたひとりのコロンビア人パイロットと、彼の妻とな

るアメリカ平和部隊隊員の過去を、コロンビア麻薬戦争の時代を体験した語り手が再構築する。ガルシアーマルケス

以後の、新世代のラテンアメリカ文学を牽引するフアン・ガブリエル・バスケスの傑作６

（小説ではないですが）もう１球

奥彩子・西成彦・沼野充義編『東欧の想像力現代東欧文学ガイド』

２０世紀以降の現代東欧文学の世界を一望できるガイドブック。各国・地域別に、近現代文学の流れを文学史／概説

パートによって概観するとともに、重要作家を個別に紹介ｂ越境する東欧文学・東欧をルーツとする文学も紹介し、

より広い視野で、東欧の文学を捉えていきます６－冊お手元にあると何かと便利です６
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★来年の「隠し球」メインの１球

ステファン・ヘルトマンス、三田順訳『戦争とテレビン油』

かつて第一次大戦に兵士として従軍した祖父は、二冊のノートを孫の手に託して、１９８１年に世を去った。その孫一作

家へルトマンスは､祖父の死後30年を経たのちに､遺されたノートを手掛かりにして､芸術家になりたかった祖父の、

兵士にならざるをえなかった祖父の、人生の足跡を辿ってゆく。

その他

トーマス・ベルンハルト、今井敦訳『原因』

オーストリアの作家ベルンハルトによる自伝的五部作のひとつ。今年、そのうちの『ある子供』を刊行しましたが、

二冊目を来年夏～秋ごろに。

クリステイーナ・ペリーロッシ、南映子訳『狂い船』

圧政を逃れ大西洋を挟む各地を遍歴する亡命者エキスと仲間たちをめぐる中編小説。古今の西洋文化圏の文学テクス

ト、絵画、映画、そして歴史上のさまざまな出来事に言及しながら、同時に、天地創造を描いた中世のタペストリー

の描写を織り交ぜて綴る。

コルム・トビーン、伊藤範子訳『ブラックウォーター灯台船』

アイルランドの作家トビーンが出身地ウェクスフォード州エニスコーシー周辺を舞台に描き出す、ある家族の物語

ダブリンに暮らす主人公ヘレンのもとに、弟がエイズで危機的状況にあるとの知らせが入る。弟の希望を受け入れ、

かつて逃れるように出てきた故郷に、弟を連れ帰るヘレンだが……

イサーク・バーベリ、中村唯史訳『騎兵隊』

ユダヤ作家バーベリがポーランド・ソビエト戦争に取材して書きあげた短編集。同じくバーベリの『オデッサ物語ｊ

を訳出した中村唯史さんによる新訳でお届けしますｂ

シギズムンド・クルジジャノフスキイ、上田洋子訳『文字殺しクラブ』

着想を、けして文字で書きとめてはならない、文字化することで着想を殺してはならなし－「自由な着想の帝国」の

住人たちによる「文字殺しクラブ｣、その一員となった語り手の前に披露される、奇抜な着想の数々。

ベッペ・フェノーリオ、橋本勝雄訳『個人的な問題』

イタロ・カルヴイーノの同時代人フェノーリオによるパルチザン小説。カルヴイーノが「我々の世代が書きたかった

小説」と激賞したことでも知られる。昨年の「よんとも」で2016年に必ず出しますといったものの……来年には本当

に何とかしますｂ

【藤原編集室】

★今年のオススメ

イタロ・カルヴィーノ『冬の夜ひとりの旅人が』脇功訳

あなたはイタロ・カルヴィーノの新作『冬の夜ひとりの旅人が』を読み始めようとしている。しかしその本は三十頁

ほど進んだところで同じ文章を繰り返し始める。乱丁本だｂあなたは本屋へ行き交換を求めるが、そこで意外な事実

を知らされる。あなたが読んでいたのは『冬の夜ひとりの旅人が』ではなく、まったく別の小説だったのだ……｡様々

な文体を駆使したメタフィクションの手法を用いて「あらゆる本を書く」という不可能事に挑んだ究極のく読書〉小
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説。

アンドレ・ド・ロルド『ロルドの恐怖劇場』平岡敦編訳（ちくま文庫）

蝋人形館の一夜、血に飢えた暴徒の群れ、手術台の上の惨劇、精神病院の犯罪、妻に裏切られた男の復讐……。２０世

紀初頭のパリで絶大な人気を博した恐怖演劇グラン・ギニョル座の看板作家ロルドが血と悪夢で紡ぎあげた22篇の悲

鳴で終わる物語甘美な戦懐と残虐への郷愁に満ちたく恐怖劇場〉開幕。

★来年の隠し玉※タイトルは仮題です

◆白水社

《白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚》

マヌエル・プイグ『天使の恥部』安藤哲行訳１月刊

億万長者の夫に楽園のような島に閉じ込められた世界一の美女、地軸変動後の未来都市で性的治療機関に勤める女性

W218、メキシコシティの病院に入院中のアルゼンチン女性アナーー様々な手法、様々な声を駆使して織りなされる過

去・現在・未来の物語

イタロ・カルヴィーノ『不在の騎士』米川良夫訳３月刊

シャルルマーニ１大帝の軍中、勇猛果敢な戦いぶりで名を馳せる騎士アジルールフォ。だが、その白く輝く鎧の巾は

からっぽだった。騎士の資格を疑われたアジルールフォは、その証をたてんと遍歴の旅に出るが……。奇想天外な冒

険を描く俄々の祖先〉三部作の一作も

マイケル・オンダーチェ『ビリー・ザ・キッド全仕事』福間健二訳４月刊

おれの人生、血まみれの首飾り－西部の無法者ビリー・ザ・キッド、そのロマンスとヴァイオレンスに彩られた短

い生涯を、詩､挿話、写真、インタビューなどで再構成。斬新な手法で鮮烈な生の軌跡を描いた、ブッカー賞作家オ

ンダーチェの傑作も

サキ『平和の玩具』和爾桃子訳

その城には一族の者が死ぬとき森の狼が集まって一晩中吠えたてるという伝説があった……。「セルノグラツの狼｣他、

全33篇を収録｡辛錬な調刺と残酷なユーモアの作家サキの名短篇集を初の完訳。序文Ｇ･Ｋ・チエスタトン｡挿絵エド

ワード・ゴーリー。続けて『四角い卵』（単行本未収録短篇、関係資料を多数収録）も刊行予定６

《高山宏セレクション／異貌の人文学》

アンガス・フレッチャー『アレゴリー』伊藤誓訳３月予定

アレゴリーの宇宙的スケールを絢燭と語り、「思考の仲介者」として再評価。１８世紀以来のシンボル優位に異議をとな

え、現代におけるアレゴリーの復権を謡った名著。

ウイリアム・マガイアー『ボーリンゲン』高山宏訳

世界中の知性を集めたエラノス会議と、ユングに傾倒したアメリカの富豪が創設したボーリンゲン基金と出版活動。

２０世紀を変えたく知〉が生成される現場を活写する。

◆国書刊行会

Ｒ・Ｌ・スティーヴンスン＆ロイド．オズボーン『引き潮』駒月雅子訳

南太平洋タヒチの浜辺にたむろする三人の男が、天然痘の発生のため欠員が出た貿易船の乗組員に雇われる。三人は

船を乗っ取って南米へ逃げ、稲荷を売りさばこうとたくらむが、船内には驚くべき秘密が隠されていた……。『宝島』

ケ

タ



の文豪が義理の息子と合作した海洋冒険小説。ボルヘス、チェスタトンも愛読した知られざる逸品。本邦初訳。

マーティン・エドワーズ『探偵小説の黄金時代』森英俊・白須清美訳

1930年、セイヤーズ、クリスティー、バークリーらが創設した探偵作家の親睦団体くディテクション・クラブ〉の歴

史を通して､英国探偵小説黄金時代の作家群像を生き生きと描き､MWＡ賞に輝いた話題作も創作裏話からゴシップまで、

興味津々の逸話満載。

◆東京創元社／創元推理文庫

』．ｓ・レ・ファニュ『ドラゴン・ヴォランの部屋』千葉康樹訳ｌ月刊

ナポレオン戦争直後のフランス、パリへの途上で謎の美女一行と出会った英国人青年が奇怪な犯罪に巻き込まれてい

く表題作、ブロンテ姉妹にも影響を与えたゴシック短篇「ティローン州のある名家の物語」他、全５篇ｂ十九世紀の

く謎と恐怖の巨匠〉し・ファニュの傑作選。

◆筑摩書房／ちくま文庫

パーシヴァル・ワイルド『悪党どものお楽しみ』巴妙子訳

改心した元賭博師のビル・パームリーが、ギャンブル好きでお調子者の友人トニーに担ぎ出されてイカサマ師たちと

対決、そのトリックを次々にあばいていく連作ユーモア・ミステリ短篇集。新訳「堕天使の冒険」を追加収録。

【国書刊行会】

★今年のイチ押し

Ｌ．Ｐ．デイヴィス／矢口誠訳『虚構の男』

リチャード・マグワイア／大久保譲訳ｍＥＲＥヒア』

ステファン・グラビンスキ／芝田文乃訳『狂気の巡礼』

★来年の隠し球

『主の変容病院・挑発』スタニスワフ・レム／関口時正訳くレム・コレクション／完結〉

『最後に烏がやってくる』イタロ・カルヴイーノ／関口英子訳く短篇小説の快楽／完結〉

『フイオナ・マクラウド／ウイリアム・シャープ作品集』中野善夫訳

『シャルル・バルバラ作品集』亀谷乃里訳

『ホームズ万国博覧会ロシア篇』〈シリーズ完結〉

『愛なんてセックスの書き間違い』ハーラン・エリスン／若島正・渡辺佐智江訳く未来の文学〉

『ふたつの人生』ウイリアム・トレヴァー／棚木伸明訳くウイリアム・トレヴァー・コレクション〉

『誰がスティ－ヴィ・クライを造ったのか？』マイクル・ビショップ／小野田和子訳くドーキー・アーカイヴ〉

『さらば、シェヘラザード』ドナルド．Ｅ・ウェストレイク／矢口誠訳くドーキー・アーカイヴ〉

『スペース・オペラ』ジャック・ヴァンス／浅倉久志・白石朗訳くジャック・ヴァンス・トレジャリー〉

『音楽と沈黙』ローズ・トレメイン／渡辺佐智江訳

『ジョン・ウォーターズの地獄のアメリカヒッチハイク旅行』ジョン・ウォーターズ／柳下毅一郎訳

『キリング．アンド・ダイイング』エイドリアン・トミネ／長濯あかね訳

『ＳＦの気恥ずかしさトマス・ディッシュ評論集』トマス・ディッシュ／姫嶋由布子訳

『アルフレッド・ジャリ全集』

６



【白水社】

★今年のイチ押し

甘耀明『鬼殺し』

１月

サキ和爾桃子訳

『けだものと超けだもの』（白水Uブックス／海外小説永遠の本棚）

調刺とユーモア満載、サキの人間動物園。名作「開けっぱなしの窓」

わたるサキの名短篇集を初の全訳。挿絵エドワード・ゴーリー。

｢お話上手」他、軽妙な話術とウィットが冴え

２月

ステイーヴ・エリクソン柴田元幸訳

『ゼロヴィル』

「映画自閉症」の青年ヴイカーは､映画『陽のあたる場所』の主演男優と女優を自分のスキンヘッドに刺青している。

職かる坐ジャンヌ』『めまい』『ロング．グッドバイ』……映画と現実が錯綜する傑作長篇

ドナル・ライアン岩城義人訳

『乳む心』（エクス・リブリス、アイルランド）

アイルランドの田舎町の住民21人が語る人生の車l蝶と挫捉

きの新鋭による傑作長篇６ガーディアン処女作賞受賞作品。

｢語り」が重層的に響き合い、人間模様を綾なすｂ遅咲

『フランス・ルネサンス文学集２笑いと涙と』

編訳者：宮下志朗、伊藤進、平野隆文

訳者：岩根久、荻野アンナ、鍛治義弘、篠田勝英、田中聴子、演田明

ルネサンスの豊焼な文学的成果を収め、フランス・ルネサンス文学の全貌を伝える。第２巻には、物語や対話篇など

のフィクションと恋愛詩、宗教詩などの韻文を収録。

３月

アルフレート・デーブリーン岸本雅之訳

『マナス』（エクス・リブリス・クラシックス）

「〈生〉の辺境としての死、〈人間〉の辺境としての神々一一それを掘り起こす言葉の腎力。叙事詩はギリギリと音

を立てる！」（古川日出男）『ベルリン・アレクサンダー広場』によって文学界に衝撃を与えた巨匠による壮大な叙

事詩も

ワレリイ・ブリューソフ草鹿外吉訳

『南十字星共和国』（白水Uブックス／海外小説永遠の本棚）

革命前夜のロシアに妖しく咲いた暗黒の幻想、地下牢に繋がれた姫君……。南極大陸に建設された新国家の滅亡記。

ロシア象徴派作家が描く終末の幻想、夢と現実、狂気と倒錯の物語集。

５月

ステイーヴン・ミルハウザー柴田元幸訳

『魔法の夜』

月の光でお読みください。百貨店のマネキン、月下のブランコ、屋根裏部屋のピエロと目覚める人形など、作家の神

'７



髄が凝縮。眠れぬ読者に贈る、魅惑の中胤

エドウアルド・ハルフォン松本健二訳

『ポーランドのボクサー』（エクス・リブリス、グアテマラ）

ユダヤ系グアテマラの鬼才が描く私小説的な文学世界。少数派的状況を生きる自身のルーツを、先住民やジプシーた

ちの人生と重ね合わせながら独特のオートフィクション的手法で探究。日本オリジナル版短篇集。

バルタサール・グラシアン、東谷穎人訳

『人生の旅人たちエル・クリテイコン』

奇才の筆がえぐり出す人間の本性を見よ！人生の四季を旅する二人の男が苦難を乗り越え「不死の島」へ至るまで

の奇想天外な物語１７世紀の奇才グラシアンによる傑作寓話小説。

７月

ロベルト・ボラーニョ柳原孝敦

『第三帝国』（ボラーニョ・コレクション）

ウオーゲーム『第三帝国』のチャンピオンであるドイツ人青年ウドが恋人とカタルーニャの浜辺で過ごす奇妙な休暇。

『野生の探偵たち』『2666』に連なる、没後に発見された異色の初期長篇６

イーヴリン・ウォー高儀進訳

『イーヴリン・ウォー傑作短篇集』（エクス・リブリス・クラシックス）

没後50年記念出版！黒い笑い、皮肉、風刺、狂気、不倫など、巨匠ウオーの真髄が光る１５作品を独自に厳選。本邦

初訳5篇ほかすべて新訳。自筆の挿絵6点掲載。

ウィリアム・ゴドウィン岡照雄訳

『ケイレブ・ウィリアムズ』（白水Uプックス／海外小説永遠の本棚）

慈悲深い主人には暗く恐ろしい秘密があった。社会の矛盾と不正義、追う者と追われる者の闘争を凄まじい緊迫感で

描く。ゴシック小説の名作にしてミステリの元祖。

8月

畢飛宇飯塚容訳

『ブラインド・マッサージ』（エクス・リブリス、中国）

盲目のマッサージ師たちの奮闘と挫折、人間模様を実力派作家が活写する、中国20万部ベストセラーの傑作長篇。茅

盾文学賞受賞作品、ロウ・イエ監督による同名の映画化原作ｂ

１０月

イタロ・カルヴィーノ脇功訳

『冬の夜ひとりの旅人が』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

失われた小説を求めて－書き出しだけで中断され続ける小説を追いかけて世界をめぐるく男性読者〉とく女性読

者〉の冒険。文学の魔術師による究極の読書小説

11月

閤連科谷川毅訳

『年月日』

８



大日照りの村に残った老人と盲目の犬。一本のトウモロコシの苗を守り、ネズミやオオカミと闘う。命をつなぐため

の、最後の手段とは？魯迅文学賞受賞作品。豊崎由美氏絶賛！「涙腺決壊」警報発令中！

12月

★甘耀明白水紀子訳

『鬼殺し』上・下（エクス・リブリス、台湾）（自信の一球）

東山彰良氏推薦１傑作短篇集『神秘列車』（2015）が話題を呼んだ台湾の鬼才が、歴史と対時し、紡ぎだす、魂を

震わす大巨篇。日本統治期から戦後に至る激動の台湾･客家の村で、日本軍に入隊した怪力の少年が祖父と生き抜く。

ガブリエルーシュザンヌ・ド・ヴイルヌーヴ、藤原真実訳

『美女と野獣［オリジナル版］』

レア・セドウやエマ・ワトソン主演の映画版と比べて読みたい１ディズニー映画で有名なおとぎ話は、本当はこん

な物語だった。フェアリーテイルの名作をはじめて日本語に訳した完全版。挿絵付き。

★来年の隠し球（タイトルすべて仮題）

１月

ロベルト・ボラーニョ松本健二

『ムッシュー・パン』（ボラーニョ・コレクション）

1938年、パリ。第一次世界大戦の帰還兵である催眠術師ピエール・パンの元に、貧しい南米人のしゃっくりを治して

ほしいという奇妙な依頼が舞い込む……ペルーの前衛詩人セサル・バジェホに捧ぐ、忘れがたい初期の中篇小説。解

説：いしいしんじ氏。

カレン・ジョイ・ファウラー矢倉尚子訳

『私たちが姉妹だったころ』

「あたしファーンが恐いの」。幼い日の自分のひと言が、家族をばらばらにしたのだろうか。この記憶はどこまで本

物なのか。『ジェイン・オーステインの読書会』で話題を呼んだ作家が描、く、心理学者の一家が直面する、愛と崩

壊と再生の物語

マヌエル・プイグ安藤哲行訳

『天使の恥部』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

過去・現在・未来、繰り返す哀しい愛の物語ウィーン近郊の楽園の島で、極変動後の未来都市で、メキシコ市の病

院で、時を超えて反復される夢みる女たちの愛と運命。『蜘妹女のキス』『ブエノスアイレス事件』のラテンアメリ

カ作家による代表作も

２月

ベン・ラーナー木原善彦訳

『lO:04』（エクス・リブリス、アメリカ）

ブルックリンに住む今風の詩人が、ハリケーンに肩透かしをくらったり、大病を患ったり、小説の執筆に手を出した

り、親友の女性に頼まれ人工授精に協力したりしながらも、「全ては今と変わらない－ただほんの少し違うだけで」

という世界観を維持し続ける思考の記録。

今



フリードリヒ・デュレンマット増本浩子訳

『ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

主人公はベジタリアンで、酒も煙草もやらない生真面目なギリシア人の中年男性。むろん独身だｂ新聞に結婚募集広

告「ギリシア人男性、ギリシア人女性を求む」を出したところ、豪華な毛皮をまとった絶世の美女が現れる……。

３月

イタロ・カルヴィーノ米川良夫訳

『不在の騎士』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

「我々の祖先三部作」の第１弾。盗賊どもをたいらげ､淫蕩な女城主の誘惑を退け、大海獣と戦い、アジルールフォ

はフランスへ向かう。その後には美貌の女騎士、さらにその後を追う若武者、私生児など、錯綜する物語の果てに意

外な真相が明かされる……。以後、『木のぼり男爵』（米川良夫訳）、『まつぷたつの子爵』（村松真理子・新訳）

を続巻。

伊格言倉本和明訳

『グラウンド・ゼロ』

台北近郊に新たに建設された第四原子力発電所が原因不明のメルトダウンを起こした－ｂ

３．１１の原発事故に危機感を抱いた台湾の新鋭作家が、フクシマを徹底取材し、起こりうる未来を迫真の筆致で描きき

った問題作ｂ

4月

キャサリン・マンスフィールド芹濯恵訳

『不機嫌な女たち』（エクス・リブリス・クラシックス）

ヴァージニア・ウルフが「嫉妬を抱かせる唯一の作品」と認めた、ニュージーランドの作家の主要短篇13篇収録。２０

世紀短篇小説の基礎を築いたとされ、日常生活とそこに生きる人物たちの感情の機微を繊細かつ丁寧に描き出す６

マイケル・オンダーチェ福間健二訳

『ビリー・ザ・キッド全仕事』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

左利きの拳銃、危険な恋人、夢見る殺人者一一西部の英雄ビリー・ザ・キッドもそのロマンスとヴァイオレンスに彩

られた短い生涯を、詩、挿話、写真、証言、インタビューなどで再構成ブッカー賞作家オンダーチェの代表作も

５月

★パク・ミンギュ斎藤真理子訳

『ピンポン』（エクス・リブリス、韓国）（来年の隠し玉）

'＠



『カステラ』（第一回日本翻訳大賞受賞）の作家による長篇。主人公は15歳の男子中学生二人で、学校でいじめられ

ている「釘」と「モアイ」。彼らは地球でも存在に値しない人間だと感じている。そんな二人が卓球に熱中し、世界

にとってかわった「卓球界」で、人類を代表して戦うに至る……。

６月

スティーヴン・ミルハウザー柴田元幸訳

『木の中の王』

『ある夢想者の肖像』（2015）、『魔法の夜』（2016）で愛読者を魅了、今年、待望の初来日を果たして話題を集め、

柴田元幸氏が愛してやまない作家ミルハウザー。本書は「復讐」「ドンファンの冒険」「木の中の王」の3篇を収録、

「ミルハウザーの世界」に幻惑されるノヴェラ。

サキ和迩桃子訳

『平和の玩具』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

サキ短篇集第３弾。没後に編まれた短篇集『平和の玩具』（1923）を完訳。第一次大戦前夜という発表時期を考える

と、その皮肉が際立つ表題作をはじめ、３３篇を収録。挿絵エドワード・ゴーリー。

7月

ロベルト・ボラーニョ野谷文昭訳

『チリ夜想曲』（ボラーニョ・コレクション）

司祭、文芸評論家、オプス・デイの一員で凡庸な詩人セバスティアン・ウルテイアーラクロワは、高熱に浮かされたあ

る晩、人生でもっとも重要だった時代を振り返る。戒厳令下のチリ、サンティアゴの街を舞台とする傑作中篇解説：

小野正嗣氏。

8月

クラウス・メルツ松下たえ子訳

『ヤコブは眠っている本来なら長篇小説』（エクス・リブリス、スイス）

スイスの田舎のごく普通の日常を描きながら、彫琢を重ねた詩的な表現、暗示、省略を特徴とする圧縮された表現に

よって広大な文学世界へと繋がる作品を書き継いできたドイツ語作家の本邦初紹介。代表作「ヤコブは眠っている」

｢手を伸ばす」「アルゼンチン人」の3作を収録。

９月

デイヴィッド・ロッジ高儀進訳

『起きようとしない男その他の短篇』

〃



ロッジが30歳から80歳までに書いた、八つの短篇を収めた（事実上）最初の短篇集。作風はブラック・コメディ、セ

ックス・コメディ、意外な結末のロアルド・ダール風など、バラエティに富み、『小説の技巧』の作家の本領発揮、匠

の技を堪能できる短篇集。

イタロ・カルヴィーノ米川良夫訳

『木のぼり男爵』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

「我々の祖先三部作｣第２弾｡イタリアの男爵家の長子である１２歳のコジモは､カタツムリ料理を拒否して木に登る。

それ以来、恋も冒険も革命もすべてが樹上という驚異のファンタジー。

１０月

ハツサン・ブラシム藤井光訳

『死体展示』（エクス・リブリス、イラク）

独特の奇想が悪夢のように展開し、忘れがたい幕切れを迎える表題作を含む14篇ｂイラク戦争による情勢悪化のため

祖国を逃れ、フィンランドに亡命。同地で映像作家、詩人、短篇作家として活動を続けるイラク出身の新鋭による、

エッジの効いた短篇集。

１２月

ラーナ・ダスグプタ西田英恵訳

『ソロ』（エクス・リブリス、イギリス）

１００歳の盲目の老人の実人生と白昼夢を、２０世紀ブルガリア史と織り合わせて描く、気鋭のインド系英国人作家によ

る長篇小説。

革新的･実験的な構成でありながら人間的な情感があふれる美しい傑作も2010年度英連邦作家賞(コモンウェルス賞）

受賞作。

サキ和迩桃子訳

『四角い卵』（白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚）

サキ短篇集第４弾。第二短篇集『ロシアのレジナル剛（1904）と没後出版の第六短篇集『四角い卵』（1924）に、

単行本未収録短篇を収録。既刊分とあわせてサキ短篇を集大成。付録として姉エセル・マンローの『サキ伝』を収録

予定

【早川書房】

★今年のイチ押し

』．Ｍ・クッツェー、鴻巣友季子訳『イエスの幼子時代』

過去を捨てた男は、少年と出会い、断ち切れない紳を知る－

初老の男が５歳の少年の母親を捜している｡２人に血の繋がりはなく､移民船で出会ったばかりだも彼らが向かうのは、

過去を捨てた人々が暮らす街。そこでは生活が保障されるものの、厳しい規則に従わねばならない。男も新たな名前
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と経歴を得て、ひとりで気ままに生きるはずだったが、少年の母親を捜し、性愛の相手を求めるうちに街の闇に踏み

込んでゆく。たくらみと可笑しさのつまった、ノーベル文学賞作家の新境地。

アーヴイン・ウェルシュ、池田真紀子訳『トレインスポッテイング０スキヤグボーイズ』

マーク・レントンは青春を躯歌していた。大学の勉強に励み、大好きな書物に囲まれた穏やかな環境で毎日を過ごし

ている。きれいで知的な恋人がいて、地元に帰れば気心の知れた仲間もいる。

しかし、1984年のイギリス社会に彼の居場所はなかった。そしてついにスキヤグ（ヘロイン）に手を伸ばす一『ト

レインスポッティング』よりもっと危ないプロローグ６

★来年の「隠し球」メインの２球

ウラジーミル・ナボコフ『アーダ』若島正訳１

エマ・クライン『TheGirls（ザ・ガールズ)』堀江里美訳！

＊ ＊＊

（タイトノレIますべて仮題です）

■１２月刊

『さあ、見張りを立てよ』ハーパー・リー、上岡伸雄訳、単行本／アメリカ文学至高の傑作『アラバマ物語』の20午

後を描く、著者最後の長篇。

■ｌ月刊

『すばらしい新世界〔新訳版〕』オルダス．ハクスリー、大森望訳、epi文庫

『動物農場〔新訳版〕』ジョージ．オーウェル、山形浩生訳、epi文庫

『ダツハウの仕立て師』メアリー．チヤンバレン、川副智子訳、単行本／1939年ロンドンに暮らす婦人服仕立て師の

女性が導かれる数奇な運命とは。激動の歴史小説

『存在感のある人アーサー．ミラー短篇小説集』アーサー・ミラー、上岡伸雄訳、単行本／『セールスマンの死』

などで知られる作家が晩年に発表した短篇小説６篇を収録

『羊飼いの暮らしイギリス湖水地方の四季』ジェイムズ・リーバンクス、演野大道訳、単行本〔ノンフィクション〕

／Twitterフォロワー8万人を超える羊飼いのエッセイ

■２月刊

『海を照らす光』Ｍ・Ｌ・ステッドマン、古屋美登里訳、epi文庫〔文庫化〕

『貧困の発明』タンクレード・ヴォワチュリエ、山本知子訳、単行本／国連や世界銀行のエリートたちの裏の顔をス

キャンダラスに描いた長篇小説。ピケテイ絶賛！

■３月刊

『TheLastFlightofPOxlWest（ポクスル・ウェスト最後の飛行)』ダニエル・トーデイ、武藤陽生訳、単行本／第

二次世界大戦に参戦した伯父の素顔とは……切ない戦争青春小説

■４月刊

『MyNameisLucyBarton（私の名前はルーシー・バートン)』、エリザベス・ストラウト、小川高義訳、単行本／『オ

リーヴ・キタリッジの生活』著者のブッカー賞候補作

『Arthur:TheDogWhoCrossedtheJUngletoFinｄａＨｏｍｅ（アーサー：ジャングルを生き抜いて家を見つけた犬)』、

喝



ミカエル・リンドノード、ヴァル・ハドソン、坪野圭介訳、単行本〔ノンフィクション〕／世界一過酷といわれるレ

ースで出会った野良犬との奇跡的な紳を描く、世界的ベストセラーのノンフィクション。

■5月刊

『蝿の王〔新訳版〕』ウィリアム・ゴールディング、黒原敏行訳、epi文庫／半世紀ぶりの新訳登場！

、IobileLibrary（移動図書館)』デイヴィッド・ホワイトハウス、堀川志野舞訳、単行本／亡き母の思い出を集める

少年が、心に傷を負ったシングルマザーと出会い、移動図書館に乗って冒険の旅に出る。

『TheBookWithNoPictures（絵のない絵本)』Ｂ・』・ノヴァク、坪野圭介訳、単行本／『愛を返品した男』の著者

による、全米の子どもたちを熱狂させた読み間かせ本。

『アーダ（上下）〔新訳版〕』ウラジーミル・ナボコフ、若島正訳、単行本！

■６月刊

『IheFishemen（漁師たち)』チゴジエ・オビオマ、粟飯原文子訳、単行本／おまえたちの誰かが長兄を殺す一ナ

イジェリアの幼い兄弟は、狂人の予言により運命を狂わされていく。ナイジェリア出身作家のブッカー賞候補作

『IheGirls（ザ・ガールズ)』エマ・クライン、堀江里美訳、単行本／60年代ヒッピーカルチャーを背景に起きた凄

惨な殺人事件を題材に、期待の新人女性作家が少女たちの脆い心理を描く。

『トレインスポッテイング２ポルノ』アーヴイン・ウェルシュ、池田真紀子訳､ＮＶ文庫〔文庫化〕／伝説の映画『ト

レインスポッテイング』が20年ぶりにオリジナルメンバーで映画化１原作を文庫で復刊。

■７月以降

『TheSympathizer（ザ・シンパサイザー)』ヴイエット・タン・ヌウイン、上岡伸雄訳、単行本／ベトナム戦争で負

けた将軍に伴ってアメリカにわたった二重スパイを描く、ピュリッツァー賞、アメリカ探偵作家クラブ賞など五冠に

輝いた驚異のデビュー作

『UAmicaGeniale（私のすばらしい友人)』エレナ・フエッランテ、飯田亮介訳、単行本／５０年代のナポリに始まっ

た少女二人の友情を描く、ジュンパ・ラヒリ、エリザベス・ストラウト、ジョン・フリーマン絶賛のビリオンセラー

『TheUnder邸oundRailroad（地下鉄道)』コルソン・ホワイトヘッド、単行本／黒人奴隷の少女は地下鉄道に乗り自

由な世界への脱出に挑むb実在の奴隷解放結社く地下鉄道>を本物の鉄道に読み替えた想像力あふれる圧倒的な大作も

全米図書賞受賞作

『ABriefHistoryofSevenKillings（7つの殺しの短い歴史)』マーロン・ジエイムス、単行本／ボブ・マーリー銃

撃事件をもとに描きだす、血みどろのジャマイカ現代史。ジャマイカ人初のブッカー賞受賞６

【河出書房新社】

★今年のイチ押し

ドナ・ダート『ゴールドフィンチ（１～４)』（岡真知子訳）

ある日美術館爆破テロで母を亡くした少年が、一枚の名画をめぐり波潤に満ちた運命をたどる成長物語「２１世紀の

ディケンズ」と称されるドナ・ダートが11年ぶりに放った大作ｂピューリツァー賞受賞のベストセラー。

閤連科『作裂志』（泉京鹿訳）

たび重なる発禁処分をものともせず、問題作を世に問いつづける作家が、躍進する中国の地方都市を舞台に描いた盗

賊と娼婦のピカレスク年代記。『愉楽』『年月日』著者による最新長篇エッセイ「神実主義とは何か」他も収録

ジェイムズ・ジョイス『ユリシーズ1-12』（柳瀬尚紀訳）
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急逝した天才翻訳家が挑んだ世界文学の最高峰b小説の技巧のすべてを駆使して睦るダブリン1904年６月１６日の｢真

実｣。全１８章のうち、予感に満ちた第１章から謎の語り手の正体の「発犬」につながる第１２章まで。

★来年の隠し球

イジー・クラトフヴィル『約刺（阿部賢一訳）１月

占領下ブルノで、釣十字型のナチ邸宅を建てた建築家。戦後の共産主義下ではその過去が汚点となり、秘密警察に追

われ、最愛の妹も失ってしまう。復讐を誓った彼は、監禁の地下街をつくりはじめ……。ミラン・クンデラの直系に

して、８９年革命以降最大の衝撃と評される作家の、重層的かつ倒錯的、グロテスクなチェコ・ノワールついに解禁！

アントニオ・タブッキ『とるにたらないちいさないきちがい』（和田忠彦訳）３月

『インド夜想曲』の成功につづく1985年刊行の短篇集(全１１篇)｡バロック風の錯視や幻覚をもとに､手違いや誤解、

後悔や悔恨を描きながら、幽霊認にしてパラレルワールド、幻想課にしてゴシック的舷量の世界が繰り広げられる。

カート・ヴオネガット『WhileMortalsSleepヴオネガット未発表短篇集2』（大森望訳）３月

『はい､チーズ』に続く、天才ヴォネガットの生前未発表作品集第２弾｡天才訳者浅倉久志の亡きいま大森望が挑む１．

全１６編収録。

エンリーケ・ビラーマタス『パリに終わりはこない』（木村柴一訳）４月

マルグリット・デュラスの家に下宿し、ヘミングウェイに憧れる日々を過ごし、はたして未だ見ぬ処女作は完成する

のか…？無限に逸脱しては挫折する、ビラーマタスの真骨頂。『バートルビーと仲間たち』以降の長編代表作ｂ

アメリア・グレイ『AM/PM』（松田育子訳）

大注目の新たな若手女性作家、鮮烈デビュー作ｂ午前１時から始まる１ページ１時間の物語猫に話しかける日常か

ら、種に覆われる奇妙な世界へ。時が過ぎるごとに、私たちが見知った世界がずれていく。

ジョージ・ソーンダース『十二月の十日』（岸本佐知子訳）

ガンに侵された男、中世テーマパークで働く若者、宝くじを当てた貧乏な父親、薬物実験のモルモットとなった囚人

たち……ダメ人間たちが陥る出口のない状況を、ポップな会話やスリリングな文章で綴った爆笑的全米ベストセラー

短篇集。

フィリップ・フォレスト『シュレーディンガーの猫を探して』（葎田直・小黒昌文訳）

物理学者シュレーディンガーの思考実験をモチーフに､愛娘を４歳で亡くした作家が喪失の痛みに対時する美しい｢私

小説｣。闇の中から姿を現しては消える１匹の猫を中心に思索の日々が詩的に描かれる。

ブアレム・サンサル『２０８４』（中村佳子訳）

2084年、最後の核弾頭が世界を滅ぼしたのち、唯一残った宗教国家アビスタン。偉大な神ヨラーとその使者アビヘの

絶対服従を強いられるこの国で、役人アティはさまざまな人に会う。伝説の村、秘密警察、「本」なるものを収集する

王族……。本国アルジェリアでは発禁が続く作家の最新デイストピア小説。

ウラジーミル・ソローキン『テルリア』（松下隆志訳）

多数の小国に分裂し､巨人や小人､ケンタウロスといった異形の者たちが存在する２１世紀中葉のヨーロッパを舞台に、

「テルルの釘」という麻薬物質に耽溺し、メカや個人の‘快楽に心奪われる人々・全50章が異なるスタイルで描かれる

最新作６
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ダグラス・アダムス『ダーク・ジェントリー探偵事務所』全２巻（安原和見訳）文庫オリジナル

あの伝説ＳＦ「銀河ヒッチハイク・ガイド」のダグラス・アダムスが遺していた、もうひとつの傑作シリーズがついに

邦訳。どこをとってもうさんくさい「全体論探偵」ダーク・ジェントリーが時空を超えて活躍する、抱腹絶倒タイム・

トラベル・ミステリー！

トーマス・ベルンハルト『霜』（池田信雄訳）

オーストリアの寒村へ医学生として研修中の私は、画家として挫折し、病のため山奥に篭ったシュトラウヒのもとに

赴き、研修の一環として彼を観察することを依頼された一一陰諺の極限に共感を漂わせる巨匠の長篇

ジョイス・キャロル・オーツ『ジャック・オブ・スペード』（棚木玲子訳）

慈善家としても世の尊敬を集める人気ミステリ作家が、別名を使って残虐極まりない小説を発表していた。娘や家族

との葛藤や盗作疑惑に巻き込まれる中、善悪二つの人格が衝突する。ノーベル賞候補と称されるアメリカ作家による

長篇

マリオ・（ルガスーリョサ『五叉路』（田村さと子訳）

フジモリ政権下のペルー。首都リマを舞台に、暴力や性的スキャンダル、邪悪な権力闘争、恐喝、誘拐事件などが渦

巻く国家の暗部を、ミステリータッチでスリリングに描いたノーベル賞作家の最新長編。

アントナン・アルトー『演劇とその分身』（管啓次郎訳）

「残酷演劇」を宣言して２０世紀前衛演劇にはかりしれない影響を与えたアルトー最大の問題作を４０年ぶりに新訳。

「後期集成」「ヘリオガバルス」につづくアルトー・ルネッサンスの巨弾。

ガブリエル･ガルシアーマルケス『バルタサルの素晴らしい午後一一ガルシアーマルケス中短篇傑作選』(野谷文昭訳）

ある日海から流れついた巨大な水死体をめぐり街じゆうが大騒ぎになる「この世でいちばん美しい水死人」や「大佐

に手紙は来ない」「エレンディラ」など、傑作中短篇１０本を収録する。

◆河出文庫

フリオ・リャマサーレス『黄色い雨』（木村柴一訳）２月

ボッカッチョ『デカメロン（上中下)』（平川祐弘訳）３月～

パトリシア・ハイスミス『リプリーをまねた少年』４月

マリオ・（ルガスーリョサ『楽園への道』（田村さと子訳）５月

ガッサン・カナファーニー『ハイファに戻って／太陽の男たち』（訳）５月

◆「池漂夏樹＝個人編集日本文学全集」全３０巻刊行中

古典の新訳として、また「世界文学」を構成する文学作品として、「古事記」（池浬夏樹訳)、「百人一首」（小池昌代訳)、

「竹取物語」（森見登美彦訳)、「伊勢物語」（川上弘美訳)、「堤中納言物語」（中島京子訳)、「土左日記」（堀江敏幸訳)、

「更級日記」（江団香織訳)、「源氏物語」（角田光代訳)、「枕草子」（酒井順子訳)、「方丈記」（高橋源一郎訳)、「徒然

草」（内田樹訳)、「宇治拾遺物語」（町田康訳)、「発心集」（伊藤比呂美訳)、「日本霊異記」（伊藤比呂美訳)、「平家物

語」（古川日出男訳)、「能・狂言」（岡田利規訳)、「説経節」（伊藤比呂美訳)、「曾根崎心中」（いとうせいこう訳)、「女

殺油地獄」（桜庭一樹訳)、「仮名手本忠臣蔵」（松井今朝子訳)、「菅原伝授手習鑑」（三浦しをん訳)、「義経千本桜」（い

しいしんじ訳)、「好色一代男」（島田雅彦訳)、「雨月物語」（円城塔訳)、「通言総雛」（いとうせいこう訳)、「春色梅児

誉美」（島本理生訳)、「おくのほそ道」（松浦寿輝訳)、「たけくらべ」（川上未映子訳）を収録。
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