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第５２回豊崎由美アワー「読んでいいとも！ガイブンの輪」年末特別企画

オレたち外文リーガーの自信の１球と

来年の隠し球vol､６

１／１６

★今年のイチ押し

◎ボレスワフ・ﾌｳﾚｽ／関口時正訳『人ｦ剛（ポーランド文学古典叢割

ポーランドの国民的文学作品、大長篇、四六判1248頁

◎イレーヌ・ネミロフスキー／芝盛行訳I麺女たち』（フランス／ウクライナ）

ウクライナ生まれのユダヤ人｡パリで作家として成功し､３９歳でアウシユヴイッツで死去した女性作家の後

期９短篇収録。

◎ナタリーア・ギンツプルグ/望月紀子訳『小さな美徳』（イタリア）

代表作『ある家族の会話』以前、唯一のエッセイ集。本作で初期作品の訳書が出揃った

◎ペンヨ・マソ／安家達也訳『俺たちはみんな神さまだった』（オランダ）

1948年のツール・ド・フランスを読む。著者は社会学者も近代化以前のレースの様子、イタリアの政治的混

乱をおさめてしまったバルタリの活躍など、’ステージごと詳細に。

★来年の隠し球

◎アダム・ミツキェーヴィチ/久山宏一訳『コンラット・ヴァレンロット』（ポーランド文学古典叢翻

ポーランド文学古典叢書第４巻／２年ほどお待たせしておりますが来年刊行できると思いますｂ来年はこれ

以外にも叢書の新刊が１～２点出る予定です。

◎ﾛパート・ヒュー･ベンソン／陶山昇平訳『テ・デウムを唱いながら』（イギリス）

エリザベス’世の時代、カトリックに殉教した人々とその時代を描く歴史小説。500頁超

◎コストラーニ・デジェー／岡本真理訳『コストラーニ・デジェー短篇集』（仮題）（ハンガリー）

ハンガリー語からの直接訳ハンガリー独特のシニカルさ、ユーモア感覚連作短篇

◎レフ・トルストイ／ふみ子･デイヴイス訳/ナターリヤ・トルスタヤ挿画『アズブカ』（仮題）（ロシア）

トルストイによる子どもための「いろは」本。ナターリヤさんはレフ翁の玄孫。

◎イレーヌ・ネミロフスキー／芝盛行訳『孤独のワイン』（仮麗、（フランス／ウクライナ）

年に一冊のペースで。訳者日く、この作品はかなりの大部で、今は長い旅に出ている気分とのこと。暖かく

なる頃に訳稿があがる気配。

◎ポール･モラン／吉穏英樹訳『黒い魔術』（フランス）

小社刊の論集『ブラック・モダニズム』関連本として。カール・ヴァン・ヴェクテン／三宅美千代訳『ニガー．ヘ

ヴン』に続いて。
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水声社

◆

２／１６

★今年のイチ押し

◎カマル･アプドウッラ／伊東一郎訳『欠落ある写本一デデ・コクルトの失われた劃（フィクションの楽

しみ）

中世チュルク叙事詩の最高傑作『デデ・コルクトの書jに隠された謎を題材に、現代アゼルバイジャンを代

表する小説家＝文学研究者が書き上げた歴史幻想小説を、本邦初紹介。

◎ミウトン･ハトウン/武田千香訳『エルドラードの孤児』（ブラジル現代文学コレクション）

現代のブラジル文学を代表する作家が描く、文明と神話的世界が交錯した愛の物語も《ブラジル現代文学コ

レクション》刊行開始！

◎マリオ・レプレーロ／寺尾隆吉訳『場所』（フィクションのエルドラード）

「集合的無意識」に触発された夢幻的な世界を描き、カルト的な人気を誇るウルグアイの異才レブレーロの代

表作。

◎パスカル･キニヤール／小川美登里十桑田公平訳『さまよえる影たち』（パスカル･キニヤール・コレクシ

ョン）

小説の体をなしていないにもかかわらず､ゴンクール賞を受賞し､文学作品の定義／既成概念を打ち破った、

異例の書も

★来年の隠し玉
１月

◎マリオ･パルガス・ジョサ/寺尾隆吉訳『マイタの物語』（フィクションのエル・ドラード）

1960年代にトロツキー派の組合運動家マイタが起こした反乱について､とある作家がこの稀有な事件の真相

を辿る。史実とフィクションを意図的に交錯させる大胆な手法を試みたメタ・フィクション。（寺尾隆吉×山

形浩生、対談イベントも企画しております！）

２月

◎ホセ・ドノソ／鼓画沢『夜のみだらな鳥』（フィクションのエルドラード）

『百年の孤独』と双壁をなすラテンアメリカ文学の金字塔がついに復刊！作家のうちでもつれ合うオプセ

ッションや悪夢を描いためくるめくグロテスク・リアリズム！（楽しみしてくださった方62017年に刊行でき

なくて申し訳ありません．…．．！）

３月

◎ルネ・ドゥペストル／立花英裕､後藤美和子、中野茂訳『庭女へのハレルヤ』

ハイチを代表する詩人・作家、ルネ・ドウペストル（1926．）の代表的短編集。ハイチで過ごした青年時代

を題材に、母国の政治的・文化的混乱をしのばせながら、官能的な筆致で生の躍動を捉えた一作ら

◎ラシード・ミムニ／下境真由美訳『部族の誇り』（叢書エル･アトラス）

独立後のアルジェリアを代表する作家による長篇小説。アルジェリア僻地の村に暮らすジトウナの老人が、

植民地化＝近代化の波に飲み込まれる部族のなかで、忘れてはならない「誇り」を物語るサーガも（マグレブ

文学、続々刊行していきます！）

◎カメル・ダE-ウド/鵜戸聡駅『もうひとつの｢異邦人｣』（叢書エル･アトラス）

現代アルジェリアを代表する作家によるゴンクール賞受賞作。あまりにも有名な『異邦人』を下敷きに、ム

ルソーに殺害された「アラブ人」の兄弟が、アラブの側からムルソーそしてカミュがアルジェリアにもたらし

た暴力性について物語る。（『異邦人』をアラブ側から描きます！）
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◎アルノ・シュミット／窪俊一訳『レヴイアータン』（アルノ・シュミット・コレクション）

２０世紀ドイツが生んだ最大の前衛作家の処女短篇集｡ボーに学んだ手記形式の一人称を用いて､過去･現在・

未来の世界で孤独に生きる個人の寂塞と絶望を計算的に描き出すも(プラセンシアに先んじた超絶技巧作家！）

◎フーペン・フオンセッカ／江口佳子訳『あけましておめでとう』（ブラジル現代文学コレクション）

ブラジル現代文学を代表する作家の代表作6物語内の残酷な描写や卑語の多用が､文芸評論家の間で注目を集

めた短篇集（五篇）。（新シリーズの「ブラジル現代文学コレクション」をはじめました！）

◎ペルナルド・カルヴァーリョ／宮入亮訳『九つの夜』（ブラジル現代文学コレクション）

実在したアメリカの人類学者ブエル・クエインの死をめぐり、事実と虚構を交錯させた小説。読み手はブラ

ジルへやってきたクエインら人類学者たち、また彼らに関わった人々を媒介にして、「インディオのいるブラ

ジル」という世界について考えさせられる哲学小説。（《人類学の転回》シリーズもあわせてどうぞ１）

◎ドストエフスキー/杉里直人訳『【詳註版】カラマーゾフの兄弟』

見過ごされてきた誤訳の指摘や､読み飛ばしがちな19世紀ロシアの複雑な司法･教育制度、ファッション、

宗教、文化、自然などの詳細な解説を含む膨大な訳注を収録した、これまでの邦訳では味わえない新たな『カ

ラマーゾフ』体験を可能にする決定版。（上・下・注、三巻函入の豪華本です！）

◎セース・ノーテボーム／吉用宣二訳『サンティアゴへの回り道』

オランダを代表する現代作家の詩的な旅行記。サンティアゴ・デ・コンボステーラへの巡礼の途上で現在と

過去を縦横に思索するその筆致と挿入される写真は、ゼーバルト的な味わいをもたらす６（松永美穂訳の『儀

式』も出ている作家です！）

東京創元社

★今年のイチ押し

◎トーマス・ラープ/酒寄進一訳『静寂』

蝶の羽ばたき、彼方の梢のそよぎ、草むらを這うトカゲの気配。カールは、そのすべてが聞こえるほど鋭敏

な聴覚を持って生まれた。あらゆる音は耳に突き刺さる騒音になり、赤ん坊のカールを苦しめる。息子の特異

さに気づいた両親は、彼を地下室で育てることにした。やがて９歳になった彼に、決定的な変化が訪れる。母

親の入水をきっかけに、彼は死という「静寂」こそが安らぎであると確信する。そして、自分の手で、誰かに

死を贈ることもできるのだと。－この世界にとってあまりにも異質な存在になってしまった、純粋で奇妙な

殺人者の生涯を描く研ぎ澄まされた傑作も

◎ソフイア・サマター／市田泉訳『図書館島』

世界幻想文学大賞・英国幻想文学大賞・キャンベル新人賞・クロフォード賞受賞。

文字を持たぬ辺境の島に生まれ、異国の師の導きで書物に耽溺して育った青年は、長じて憧れの帝都に旅立

つ。だが航海中、不治の病の娘と出会ったがために、彼の運命は一変する。世界中の書物を収めた王立図書館

のある島に幽閉された彼は、書き記されたく文字〉を奉じる人々と語り伝えるく声〉を信じる人々の戦いに巻

き込まれてゆく。書物と口伝、真実はどちらに宿るのか？

デビュー長編にして世界幻想文学大賞・英国幻想文学大賞など四冠制覇の傑作本格ファンタジィ。

◎フランシス・ハーディング／児玉敦子訳睡の木』

その植物はツル植物に似ているが、特殊な性質のかんきつ類のような実をつけるといわれていた。暗闇、す

なわち光を遮断した環境で育ち、嘘を養分にしたときだけ花を咲かせて実をつけるという。（中略）どうやっ

て植物に嘘を養分として与えるのかと尋ねると、木に嘘をささやきかけ、その嘘を世間に広めるのだという答

えが返ってきた。嘘が重要な事柄であればあるほど、信じる人が多ければ多いほど、大きな実がなるという。
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１９世紀後半、ダーウィンの進化論に揺れる英国。

博物学者であり、国教会の牧師でもあるエラスムス・サンダリー師は､世紀の発見､翼のある人類の化石くニ

ュー・ファルトン・ネフイリム〉を発見したことで、一躍時の人となった。だが、その化石が握造であるとい

う記事が新聞に発表される。

世間の噂や非難から逃れるように、サンダリー一家は英国を離れ、船でヴェイン島に向かった。父親のサン

ダリー師、その妻マートル、娘のフェイス、息子のハワード、そしてマートルの弟のマイルズだ。

物語は、１４歳の少女フェイスの視点で語られる。

フェイスは父を尊敬し、博物学者を志す利発な少女だ６女性は家庭で大人しくしているべきだというこの時

代、女性の博物学者など、夢のまた夢だ。

何かというと父は幼い弟ばかり大事にし、女である自分はいないも同然、と不満を募らせるフェイス。

一家がヴェイン島に移ってきたのは、表向きは島での発掘調査にサンダリー師が招かれたのだということに

なっていた。だが、化石が提造されたとの噂は、一家を放っておいてはくれなかった。島でもすぐにそんな噂

がささやかれ始め、一家は島の人々から疎外されるようになった

そんななか、肝心のサンダリー師が謎の死を遂げた。

一見足を滑らせて斜面を滑落したように見えるが、場合が場合だけに自殺の可能性も否定できない。だが、

自殺者を教会の墓地に埋葬することはできないのだ……。

父は何者かに殺されたのではないかと疑いを持ったフェイスは、父の名誉を取りもどすために、密かに調べ

始める。

実は父が亡くなるまえに、フェイスに謎の植物を託していたのだ。

その植物とは､暗闇に育ち､嘘を糧に実を結び､食べた者に真実を見せるという不思議な｢嘘の木｣だった。

父の遺した手記で嘘の木の秘密を知ったフェイスは、その木を利用して父の死の謎を解明しようとする。

コスタ賞（旧ウィットブレッド賞）児童書部門と、全部門（小説・詩･伝記・デビュー作・児童劃のなか

の最優秀賞に選ばれた傑作。ちなみに児童書部門の作品が、全部門の最優秀賞に選ばれたのはフイリップ・プ

ルマン『琉狛の望遠鏡くライラの冒険シリーズ1〉』以来の快挙ですｂ

とても優れたファンタジィと思い刊行したところ、嬉しいことにミステリ畑の著者・評論家の皆様からとて

も高い評価をいただきました！そうか、ミステリとしても凄いのか、と改めて驚いた次第いずれにしても

素晴らしい作品ですので、是非お読み下さい。

◎ジャック・ルーボー／高欄啓訳『誘拐されたオルタンス』偵脂旨推理文庫）

これはミステリなのか？珍妙な事件とその顛末を書いた前作に続く傑作。哲学を学ぶ魅惑的なオルタンス

はポルデヴイア公国の皇子と愛し合い、同じく同国の犯罪者である皇子もオルタンスを愛し……彼女は誘拐さ

れる！一方ブロニャール警部はある殺害事件に挑戦する。さらわれたオルタンスは、どうなるのか？前作

で姿を消した高貴な猫アレクサンドル・ウラデイミロヴイッチも健在で、やはりこの世界は珍妙極まりない！

〈おまけ〉

ノ誘拐されたﾉﾗﾙﾀＪＺズノはああ、とにかく桑婿『らし↓％ノロ跡も啓さんの騨説〃きですよノ

本作は小説論であり、小説の書き方を語る本でもあり、美しく魅力的なオルタンスとポルデヴィアの皇子の

恋の物語であり、高貴な猫アレクサンドル・ウラディミロヴィッチの物語であり、ああ、とにかく素晴らしい。

かつてこのシリーズの一作目『麗しのオルタンス』で、あのオルタンスの、そして、猫のアレクサンドル．

ウラディミロヴィッチの魅力の虜（とりこ）になったあなたは、もちろんのこと、小説とは何かを考えている

あなた、小説を書いてみたいと思っているあなたも、是非本書をお読みください。

あ、そんなに面倒くさいものではありません。ちょっと気どって書いてみただけですｂ

学者､詩人、そして小説家、１２月５日生まれのジャック・ルーボー氏のこの作品が、すべてをあなたに教えて

くれますｂと、私は思う。

一作目『麗しのオルタンス』を先に読んでいたほうがいいのか？そのほうがいいことはいいのですもオル
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ダンスの恋の始まりが書かれていますし、図書館というものの特性についても詳しく書かれていますし（これ

はとてもためになります）、アレクサンドル・ウラデイミロヴイッチがエウセビオス夫人の前に現われた当時

のことも書かれていますし……。

が、読んでいたからといって、何かがはっきりわかるわけではありませんｂ本作から読み始めてもそれは同

じ。わかってもわからなくても、オルタンスは魅力的で、猫たちも、犬も、ポニーも、謎の美青年たちも、あ

なたを混乱させ、惑乱させ、気がつけば、パリ・マレ地区のヴイエイユ・ド・タンプル通り界隈に似た街に置

き去りにされている自分に気がつきますｂ

いいですねえ……。誘拐されたオルタンス奪還の試みの場面を読む頃には、もう夢見心地で、ワクワクしな

がらページを繰っていることでしょう。

なんて素敵なミステリ……なのか？

今回、尊敬する円城塔さんが解説を書いてくださいました。

つまり、あなたはルーボー氏描くところのオルタンスをめぐる物語を、フランス人読者の数百倍楽しめると

いうわけですｂ数学の徒にして作家である円城さんの解説を読むことができないフランス人読者のみなさん、

なんと気の毒な……。

ところで、カバー絵に鍋牛（かたつむり）がいますが、この鍋牛は単なる飾りではなく、物語のとても重要

な要素ですｂ

◎エドワード・ケアリー／古屋美登里訳『肺都』

2016年９月『堆塵館』、2017年５月『微れの街』･…･･そしていよいよ2017年12年くアイアマンガー三部

作〉完結編『肺都』満を持して刊行１

前２作をお読みいただいた皆様には、もう何も説明は必要ない、とにかく早く続きをという気持ちでいっぱ

いではないでしょうか。そして、まだお読みではない方、あなたは運がいい。この度肝を抜かれるほど面白い

三部作を、インターバルなしに読むことが出来るのですから。

（この先は『堆塵館』『織れの町』を読んだ方だけお読み下さい）

稜れの町は炎に包まれ、堆塵館は崩壊した。生き延びたアイアマンガー一族は館の地下から汽車に乗り、命

からがらロンドンに逃れる｡だが､そのロンドンは闇に浸食され､人々の間には奇怪な感染症が蔓延していた。

この町にいったい何が起きているのか？そしてアイアマンガー一族のおそるべき野望とは？一族に反発す

るクロッド、瓦喋の中から脱出下ルーシー……。物語はいかなる想像も凌駕する驚天動地の結末を迎える。

迷い混んだら出て来られない!？奇怪な迷宮のようなケアリーの世界をお楽しみ下さいｂ

（本当は他にも、ケイト・モートン『湖畔荘』上下、マイケル・ザドウリアン『旅の終わりに』、ジョー・ウ

ォルトン『わたしの本当のこどもたち』（創元ＳＦ文庫）といったところもイチ押しなのですが）

★来年の隠し玉(ﾀｲﾄﾙはすべて仮題）
１月

◎ジェームズ・ロバートソン／田内志文訳『ギデオン･マック牧師の数奇な生涯』

スコットランドの出版社に、半年前に失腺したギデオン・マック牧師の手記が持ち込まれた。彼は実直な人

間として知られていたが、失除する直前に、神を信じないまま牧師になったことや悪魔と親しく語らったこと

を告白し、教区の信徒たちから非難されていた。手記には彼の生い立ちから、自分以外には見えない立石を発

見したことや悪魔との出会い、そしてなぜそれを大衆の前で語ったのかがすべて記されていた。－出版者に

よる序文、マック牧師の手記、そしてまた出版者が執筆したエピローグという独特の構成で描かれる、一人の

牧師の数奇な生涯。スコットランドを代表する作家が、歴史、風俗、伝説、父子の物語などさまざまな要素を

織り込んで綴ったブッカー賞候補作。
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３月

◎マルク・パストル／白川貴子訳『悪女』Ｃ創元推理文庫）

これからある女の物語を聞力せよう。名前はエンリケタ・マルティ。彼女は幼い子供をさらい、その血をす

すり臓物を喰らう化け物だもさらに死体を使って結核や梅毒に効く万能薬を作り、売春宿の顧客に売りさばい

ている。そして今日また一人、新たな子供が姿を消し、頚動脈を噛みちぎられた男の死体が発見された。－

「私」という、魂を刈り取る全知全能の存在が語り手をつとめ、幼児連続誘拐事件を追う刑事やエンリケタの

手下など､さまざまな登場人物の視点で稀代の悪女の恐ろしさとおぞましさを明らかにする｡２０世紀初頭に｢バ

ルセロナの吸血鬼」と呼ばれ、町中を震憾させた犯罪者の実話に材を得て描かれる戦傑の物語

４月

◎ドミニク・スミス／茂木健訳『サラ・デ・フォスの最後の絵画』

大学院生時代に画商から懇願され、不本意ながら17世紀オランダの女流画家サラ・デ・フォスの贋作を製

作してしまった絵画修復と美術史専門家のエミリー。その真作がしばらくして贋作にすり替えられ、持ち主だ

った富豪が高額の懸賞金を提示したことを知り、罪の意識におののき、過去を封印して生きてきたが、サラ・

デ･フォスの展覧会開催にあたり、出現した二枚の同じ絵の真贋を鑑定する立場に！なぜ､あの贋作と真作

がそこに揃うのか？絵画の運命、その作品の描かれた背景と画家の苦しみ、贋作製作の過去に苦しむ学者の

運命が時代を超えてからみ合う、めくるめく物語1957年のマンハッタン、1637年のアムステルダム、２０００

年のシドニーを行き来する構成だが、美しく簡潔な文体で読ませるページターナー。原田マハ＋ケイト・モー

トンともいうべき、ミステリアスで壮大な人間ドラマの傑作も

７月

◎アフイニテイー・コナー／野口百合子訳『動物園を逃れて』

1944年、１３歳になろうとするユダヤ人の双子パールとスターシヤは、家族とともにアウシュビッツに送ら

れ、ゲシュタポからは医師であった父は自殺したと聞かされる。そして母親とも引き離され、優生学研究に取

り懸かれていた医師ヨーゼフ・メンゲレが集めた多くの双子たちとともに《メンゲレの動物園》と呼ばれる施

設で暮らすことになる。怪しい薬を投与されたり、身体の様々な部位に手を加えられたりの日々だったが、ナ

チスがロシア軍に攻め込まれ、敗退することになると、メンゲレは研究、実験を隠蔽し逃亡する。双子は離れ

ばなれとなってしまう。復讐心に燃えたスターシャはメンゲレを追い、パールは記憶を失って、大人たちに守

られてパレスチナに……。それでも二人は年月を経て、苦難を乗り越え、再会を果たす．．…｡。おぞましい世界

を想像力豊かな少女たちの目を通してリリカルに描き、力強く美しい物語に仕上げている力量はすばらしい。

生命の尊さ、人間の言葉の力を描いた本書は今こそ、読まれてしかるべき作品だと主いますも

10月

◎オリヴイエ・ゲーズソ高橋啓訳『逃亡したメンゲレ』

アウシュビッツ絶滅収容所の駅で、到着する列車から降ろされたユダヤ人たちを、ガス室行きと生存させる

組にと選別する白手袋の男、それが「死の天使」と呼ばれ恐れられた医師ヨーゼフ・メンゲレだ。そして、ガ

ス室に行かなかった者の中から、人体実験用の人々 をさらに選別。特に双子への関心が強く、多くの双子に非

道な実験を重ねた。1945年のアウシュビッツ解放時に逃走、南米に渡り、1979年までイスラエルの秘密警察

モサドの目を逃れ生き延びた。1979年にブラジルで海水浴中に心臓発作で死亡。なぜ、メンゲレは長きにわた

って生き延びることができたのか？そこには、ファシズムに傾倒するアルゼンチンのペロン大統領の第四帝

国建国の野望も隠されていた。この長きにわたる逃走劇の真実と人間の本質に、淡々 とした、しかも鋭い筆致

で迫った傑作ノンフィクション・ノベルです６本作は2017年のルノードー賞を受賞しました。

著者のジャーナリストで作家､脚本家のゲーズは、ドイツ映画『アイヒマンを追え！ナチスがもっとも畏れ

た男』（2015）のシナリオを担当した人物ですも

さらに、ルノードー賞の後、ゴンクール、フェミナ、アカデミー・フランセーズ等々 の受賞作の中の「賞の

中の賞」（ブリ・デ・プリ）を受賞したそうですら
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11月？

◎ミック・ジャクソン／田内志文訳『こうしてイギリスから熊がいなくなりました』

熊はかつて、あの世へ送る死者の罪を浄化するため、故人の罪を食べる役割を担っていた。だがある日、罪

を食べた熊に異変が起こる。（「熊は罪を食べる」）サーカスが流行した時代、熊は綱渡りや空中ブランコを

やらされる。つらい公演に耐えかね、三輪車に乗った熊が逃亡を図る。（「サーカスの熊」）２０世紀、人間に

紛れて暮らす熊のうわさが聞こえるようになった｡人間の身なりで市場やホテルで働いているというのだ6(｢世

間の熊」）中世の熊狩りでイギリスの熊が絶滅したという史実を下敷きに書かれた、とびきり奇妙な熊たちの

物語人間に虐げられた不遇の時代を経て、イギリスを出て北へ向かう熊たちの姿が皮肉とユーモアを交えて

独特の世界観で描かれる。『10の奇妙な話』の鬼才が贈る８つの奇諏。

1２月？

◎アンナ・スメイル／山田順子訳、瞳』

ロンドン塔から大鴨がいなくなり、ロンドン橋は落ちロンドンは瓦喋の町と化した。新たな支配者くオーダ

ー〉が鐘の音で人々を支配し、人々は言葉も記憶も失ってしまった。そんななか、亡くなった母から他者の品

に触れて持ち主の記憶を読み取り、さまざまな情報をつなぎ合わせて、断ち切られた過去を建らせる能力を受

け継いだ孤児の少年サイモンは、ロンドン塔の大鳴の名を継いだくレイヴンギルド〉と共に、〈オーダー〉に

逆らい、人々に言葉と記憶を取りもどそうとする。向かうはくオーダー〉の本拠地オクスフォードも果たして

サイモンは鐘の支配からイギリスを解放することができるのか？言葉を失い音に支配される奇怪な世界。

2016年世界幻想文学賞賞受賞、2015年ブッカー賞候補作登場も

藤原編集室

★今年のオススメ

◎レオ･ペルッツ／垂野創一郎訳『アンチクリストの誕生1ちくま文庫

ある夜不思議な夢を見たパレルモの靴直しは、夢判断によって生まれたばかりの子供が「偽預言者アンチク

リスト」だという確信を抱く。思い悩んだ男がとった行動は……表題中篇ほか、代々月を恐れ憎んできた一族

の物語「月は笑う」、ロシア革命時の暗号解読を題材にした「主よ、われを憐れみたまえ」など全８篇。物語

の魔術師ベルッツの魅力が凝縮された傑作中短篇集。

◎サキ/和爾桃子訳『斗輔]の玩具』『四角い卵』白水Ｕプックス

奇想とウィットに富んだ短篇の名手サキの作品を、その軽妙な味を生かした新訳で。『クローヴイス物語』

『けだものと超けだもの』とあわせ､新訳サキ短篇集全４巻完結bこの２巻では､サキおよび関係者の書簡集、

サキの生涯と作品を概観した』．Ｗ・ランバートの長文エッセー（サキ選集序文）を付録として収録。挿絵＝

エドワード・ゴーリー。

◎Ｒ･Ｌ・スティーヴンスン＆ロイド・オズボーン／駒月雅子訳『引き潮』国替刊行会

南太平洋タヒチの浜辺にたむろする三人の食いつめた男たち。不運という紳で結ばれた三人は天然痘発生で

欠員が出た帆船の乗組員に雇われる。どん底からの脱出を願う彼らは、船を盗んで南米へ逃げ、積荷を売りさ

ばこうと企むが、この船には彼らの知らない秘密が隠されていた．．…･･文豪スティーヴンスンが南太平洋の自

然を背景に描く、夢破れた冒険者たちの苦闘と葛藤の物語

★来年の隠し玉※ﾀｲﾄﾙは仮題です
◆白水社

◎イタロ・カルヴイーノ／米川良夫訳『木のぼり男爵』《新装改jiN0》《白水Ｕプックス／海外小説永遠の本棚》

１８世紀イタリア、男爵家の長子コジモは12歳のある日、かたつむり料理を拒否して庭の木に登り、以後、

そこから降りることなく一生を樹上で暮らすことに。恋も冒険も革命もすべて木の上、奇想天外、波澗万丈の
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物語が展開する。《我々の祖先》三部作の第二作も

◎イタロ・カルヴイーノ／村松真理子訳『まつぷたつの子爵』（仮）《白水Ｕブックス／海外小説永遠の本

棚》

トルコとの戦争へ出かけたメダルド子爵は、敵の砲弾で体をまつぷたつに引き裂かれるが奇跡的に一命をと

りとめ、右半分だけの体で領地に帰ってくる。だが、その性格は以前とは一変していた･･･…。《我々の祖先》

三部作の執筆事情と各作品の意図を作者自ら語った序文を併録（本邦初訳）。［翻訳権取得］

◎アナトール・フランス／近藤矩子訳『ペンギンの島』《白水Ｕブックス／海外小説永遠の本棚》

悪魔に弱された聖者が極地のペンギンに洗礼を施してしまう。天上ではペンギンを人間に変身させて問題を

切り抜けることにし、ここにペンギン国の歴史が始まった。古代から現代に至るフランスの歴史をパロディ化

し、戯画的に語り直した、ノーベル賞作家Ａ・フランスの知る人ぞ知る名作も

◆筑摩書房

◎パーシヴァル・ワイルド／巴妙子訳『探偵術教えます』ちくま文庫

お屋敷付き運転手Ｐ・モーランは私立探偵の通信講座を受講中。すっかり名探偵気取りで、学習内容を実地

に移してみたくてたまらない｡シロウト探偵の暴走がとんでもない騒動をひきおこすユーモアミステリ連作集。

新訳「Ｐ・モーランの観察術」を追加収録した決定版。

◎オラフ・ステープルドン/浜口稔訳『スターメイカミ』ちくま文庫

肉体を離脱した主人公は、時空を超えた宇宙探索の旅に出る。隷皮人類、共棲人類、植物人類など奇妙な知

性体が生息する惑星世界、銀河帝国と惑星間戦争、生命の進化と興亡の歴史。そこでは星々もまた、独自の生

を営む生命体であった。宇宙の発生から滅亡までを壮大なスケールと驚くべきイマジネーションで描く幻想の

宇宙誌。

◆国害刊行会

◎マーティン・エドワーズソ森英俊・白須清美訳『探偵小説の黄金時代』

1930年に創設された探偵作家の親睦団体くデイテクション・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。

2017年予定からの繰り越し。

白水社

★今年のイチ押し
◎バク・ミンギュ／斎藤真理子訳『ピンポン』Ｏ韓国）

僕は毎日、中学校でいじめられている。あだ名は「釘」。スプーン曲げができる「モアイ」もいっしょにい

じめられている……。超絶独白ラリーの展開、脳内スマッシュの昨裂、変幻自在の過剰な物語も『カステラ』

（第一回日本翻訳大賞受賞）で熱い支持を得た韓国を代表する作家が猛打する傑作長篇松田青子さん推薦！

「アメトーーク！」のく本屋で読書芸人〉で、光浦靖子さん紹介！

◎ロペルト・ボラーニョ／野谷文昭訳『チリ夜想曲』

死を前にした神父ウルテイアーラクロワの脳裏に去来する青春の日々 、文学の師フェアウェルとの出会い、

動乱の祖国チリ、軍政下の記憶……鏡舌に隠された沈黙の謎、作家の後期を代表する戦傑の中篇小説。〈ボラ

ーニョ・コレクション>全８巻、完結！

◎ラーナー・ダスグプタ／西田英恵訳『ソロ』（イギリス）

２１世紀初め､ブルガリアの首都ソフィアのうらぶれたアパートに暮らす百歳になろうとする盲目の老人ウル
リッヒ。貧しく、身寄りもなく、聴覚を頼りに生きる彼は、ほぼ一世紀にわたる自らの人生を辿り直して日々
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を過ごしている．．…・・サルマン・ラシュディが「並外れた、繭くべき魔詞不思議な小説」と絶賛、気鋭のイン

ド系英国人作家によるく英連邦作家賞〉受賞作品。

★来年（2018年）の隠し玉(すべて仮題）
１月

、Uプックスイタロ・カルヴィーノ／米川良夫訳『木のぼり男爵』【海外小説永遠の本棚】

２月

◎サミュェル.ベケット／岡室美奈子訳『新訳ベケット戯曲全集’ゴドーを待ちながら／エンド･ケーム』（全

４濁【白水社創業100周年記念出版】

◎ザカリーヤー・ターミル/柳谷あゆみ訳I酸っぱいぶどう／はりねず&刺（シリア）【エクス・リプリス】

人間の悲惨さと滑稽さを凝視し、抑圧と暴力がはびこる社会に生きる人々の生を忘れがたい物語に変える二

作を収録「酸っぱいぶどう」：クワイク街区という架空の地区を舞台に展開する５９の短篇ｂ「はりねずみ」：

両親と暮らす６歳の男の子の目線で描かれた中篇。高い寓意性と調刺性を備え、アラブ文学に短篇というジャ

ンルを確立したシリア人作家の本邦初訳。

◎李昂（リーアン）／藤井省三訳『セクシードール』

結婚後、夫との関係に悩む妻、都市化の波に取り残された港町に生きる女性、「二二八事件」で夫を亡くし

た若い妻、幽霊となって故郷を見守る先住民の女性など、女性を主人公に、近代台湾の道のりが重ね合わされ

ている。『夫殺し』『迷いの園』の邦訳でも知られる、実力派作家の日本オリジナル短篇集。２月に作家が来

日し、刊行記念トークイベント開催予定

３月

◎Ｕブックスアナトール･ﾌﾗﾝｽ煽丘藤矩子訳『ぺﾝギﾝの島』』【海外小説永遠の本棚】

古代から近代、未来へと続くペンギン国の年代記であり、フランスの歴史のパロディ。痛烈な誕刺はスウィ

フト、ヴォルテールの系譜にも連なり、文豪の意外な新しさを再発見できる。

４月

、リチャード・フラナガン／渡辺佐智江訳限おくのほそみち』

ドリーゴはタスマニアの貧しい家庭に生まれ育つが、軍医として太平洋戦争に従軍する。だが日本軍の捕虜

となり、タイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」（「死の鉄道」）建設の過酷な重労働に就く。戦争で人生の歯車を

狂わされた収容所の司令官の日本軍少佐ナカムラや将校たち、他のオーストラリア人捕虜たちの生き様と心情

を鮮烈に描く。『グールド魚類画帖』で知られる、ブッカー賞作家の傑作長篇

５月

＠ウーヴェ・ティム／松永美穂訳『ぼくの兄の場合』（ドイツ）【エクス・リプリス】

ナチズムに疑いを持つことなく戦地に赴き、１９歳で命を落とした兄弟である作家が､残された日記帳や手

紙から兄の人生を再構成しつつ、短いテクストの集積で語り、深い問いを投げかける。身近でありながらほと

んど知ることのなかった肉親への情、戦争に向き合うことの困難と葛藤、『カレーソーセージをめぐるレーナ

の物語』の作家が描く、小説／自伝／ノンフィクション作品

６月

、スティーヴン・ミルゾ､ウザー／柴田元幸訳『危険な笑い』

「猫と鼠｣猫が鼠を台所で追いかけている。鼠は障害物を避けるべく二つに分裂し、猫は壁に激突、体はアコ

ーディオンのようにひだひだになり、そこから音楽が流れでる。猫は鼠との追いかけっこ、知恵比べで絶対に

勝てないと分かっていながら、鼠を捕まえたい欲求がつのるばかり……「トムとジェリー」の楽しいドタバタ

から、ブラックなラストへと向かう。待望の傑作短篇集。
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◎甘耀明／白水紀子訳『冬将軍』

幼稚園の先生をしている「私」は、自宅で幼稚園の園長の息子にレイプされ、末期がんを患った私の祖母が

唯一の目撃者となる……。台中を舞台に、女性、独居老人、同性愛など、現代の台湾社会が抱える問題を捉え

つつ、作家の眼差しは社会的弱者の生を彩る「記憶」に注がれる。大河巨篇『鬼殺し』（上・下）で話題をさ

らった、台湾の実力派作家の最新傑作長篇

７月

@ニコルソン･ベイカー/有好宏文訳『Ｕ＆Ｉ』

『中二階』『室温』『もしもし』（岸本佐知子訳）など独特の綴密でマニアックな作風でコアな読者を獲得し

ている作家が､ジョン･アップダイクヘの思いを綴った自伝的エッセイ。憧れの大作家への尊敬､嫉妬､畏怖、

野心､アップダイクを題材に文章を書くことへの不安や自己嫌悪を吐露し､最後には作家本人に避遁する。「読

者」と「書物」の奇妙で切実な関係を浮き彫りにする作品。

８月

◎王聡威/倉本和明訳『スティル・ライフ』（台湾）【エクス・リプリス】

主人公の美君は幼い子供を抱えて生活する３０歳過ぎの普通の女性。ふとしたことから夫や家族、会社や友

人から「無縁」の状態に堕ち、やがて幼い娘とともに孤独死していく……。若い母親と３歳の息子が餓死状態

で発見された「大阪母子遺体事件」を執筆の動機とし、独白によって、個人の孤独を浮かび上がらせ、社会の

病理をあぶりだすも台湾文壇の実力派による傑作長篇も

９月

◎フィリップ･イード／高儀進訳『イーヴリン・ウォー伝人生再訪』

少年時代は長男を偏愛する父親に疎まれ、オックスフォード大学時代は飲酒と同性愛に耽溺、入水自殺を図

り、未遂に終わったこともあった。『衰亡記』で一躍寵児になったが、悲惨な結婚と別居を経て、カトリック

へ改宗する。第二次世界大戦でクレタ島作戦に従事し、「不名誉」な撤退に苦しむ。戦後はベストセラー作家

になったが、薬物に依存し、「死の願望」が募っていく。英国文学界の巨匠、日本で初めての本格的な伝記

10月

＠ミロスラフ・ペンコフ／藤井光訳『西洋の東』（ブルガリア）【エクス・リプリス】

２０世紀後半のブルガリアを舞台に描かれる青春の物謡川でセルビアと隔てられた国境の村に住むハナは、

対岸の村に住むヴェラヘの恋心と、「西側」への憧れを募らせつつ成長する。ハナの姉は結婚を目前に国境警

備隊に射殺され、家族の運命は大きく変わる。ほろ苦い青春の物語が、内戦や東西対立を交えて描かれる表題

作など、８篇を収録。数多の文学賞受賞の新鋭による傑作短篇集。

12月

◎ロドリゴ・フレサン／内田兆史訳『ケンジントン公園』（アルゼンチン）【エクス・リプリス】

名作『ピーター・パン』の生みの親』．Ｍ・バリー。この物語の着想のきっかけとなったルウェリンーデイヴ

ィス家の兄弟の一人、出版社社主のピーターの自殺で物語は幕を開ける。ヴィクトリア朝からエドワード朝時
代のロンドンと、「スウィンギン・ロンドン」を交錯させながらバリーの生涯をなぞっていく。ロベルト・ボ

ラーニョとも親交のあったアルゼンチン人作家による傑作長篇

国害刊行会

★今年のイチ押し
◎ウィリアム・トレヴァー/棚木伸明訳『ふたつの人生』

◎マイクル・ビショップソ小野田和子訳、誰がスティーヴイ・クライを造ったのか?』

､
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◎アレイスター・クロウリー/植松婿夫訳『麻薬常用者の日記１．２．３』

★来年の隠し球

◎ウィリアム・ギャディス／木原善彦訳、ｕ

◎シャルル･パルバラ／亀谷乃里訳『ウィティントン少佐』

◎アンジェラ・カーター／望月節子訳『新しいイヴの情熱』

◎フランク・マコート／豊田淳訳『テイーチャー・マン』

◎フィオナ･マクラウド、ウイリアム・シヤー式／中野善夫訳『夢のウラド』

◎南篠竹則編訳『英国怪談集成』

◎垂野創一郎編訳『ドイツ幻想小説集』

◎ロミ／土屋和之訳『自殺の歴史』

◎アニエス・ジラール/2谷川渥訳『愛の日本史』

◎イタロ・カルヴィーノ／関口英子訳『最後に現がやってくる』〈短篇小説の快楽〉

◎ウィリアム・トレヴァー／宮脇孝雄訳『ディンマスの子供たち』〈ウィリアム・トレヴァー・コレクション〉

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

◎ドナルド。Ｅ・ウエストレイク／矢口誠訳『さらばシェへラザード』〈ドーキー・アーカイヴ〉

◎ステファン・テメルソン／大久保譲訳『イワシ缶の謎』〈ドーキー・アーカイヴ〉

◎ジョン・メトカーフ/横山茂雄･北川依子訳『煙をあげる脚』〈ドーキー・アーカイヴ〉

。『アルフレッド・ジャリ全集』

◎トマス。Ｍ･ディッシュ／姫嶋由布子訳『ｇＦの気恥論ｳｺしさディッシュ評鶴集』

◎ジョン・ウオーターズ/柳ｒＦ毅一郎訳『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』

◎ケヴィン・プラウンロウ／宮本高晴訳『サイレント映画の黄金時代』

河出書房新社

★今年のイチ押し

◎アメリア．グレイ／松田青子訳『ＡＭ/ｒＭ』

このアンバランスな世界で見つけた、私だけの孤独一一ＡＭからＰＭへ、時間ごとに奇妙にずれていく１２０

の物語もいまもっとも注目を浴びる新たな才能の鮮烈デビュー作を、松田青子が翻訳！

◎閤連科／谷川毅訳『硬きこと水のごとし』

文化大革命の嵐が吹き荒れる中、革命の夢を抱く二人の男女が旧勢力と対11寺する。権力と愛の狂気の行方に

あるのは悲劇なの力もノーベル賞候補と目される中国作家の魔術的リアリズム巨篇６
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★来年の隠し球(書名は変更する場合もあります）
２月

◎マリリン・ロピンソン/篠森ゆりこ訳『ハウスキーピング』

両親のいない姉妹と、放浪生活を営んできた奔放な叔母との奇妙な三人暮らし。拠り所となる家（ハウス）

の喪失の悲しみを詩情豊かにつづる、ピューリツァー賞・全米批評家協会賞作家の記念碑的名作。

◎ティリー・ウオルデン／有潤真庭訳『スピン』

若干21にしてイグナッツ賞他各賞総なめ、グラフィック・ノベルの新たな才能を初邦訳！厳しいスケー

トの練習に明け暮れ、チームメイトとの確執、いじめや親との関係に悩みながら、同性愛者である自分を受け

入れていく少女をリリカルに描く。

◎イサベル･アジェンデ/オゴ寸裕美訳『日本人の愛人』

なんと１０年ぶり？の邦訳刊行となる、アジェンデ2015年の新作｡場所はアメリカの老人ホームなのに時空

を超えた恋愛ドラマ、ヨーロッパとアメリカの歴史に加えてサスペンス要素あり。アジェンデの素晴らしい特

性が生きた恋愛大河小説です！

３月

◎ダグラス・アダムス／安原和見訳『長く暗し魂のティータイム』河出文庫オリジナル

「ダーク・ジェントリー全体論的探偵事務所」シリーズ第二弾。アダムスの小説もいよいよこれで読み納め

（涙）！探偵史上もつともうさんくさい私立探偵ダーク･ジェントリーが今回挑むのは……神です｡あの｢神」

ですも

◎ジヤッキー・フレミング/松田青子訳『問題だらけの女性たち』

「女性の脳は小さいから男より低能だ」「女性の思考は生殖機能を鈍らせる」「女性の身体は運動に向いてい

ない｣等々、１９世紀の女性たちがいかに非科学的で滑稽な理由で虐げられていたか｡英国発､皮肉と圧倒的ユ

ーモアと魅力的なイラストで語る「女性差別の歴史」絵本を、松田青子が全魂で翻訳！

◎ファン・ジョンウン/斎藤真理子訳『野蛮の国のアリス』

私はアリス、女装ホームレスとして、四つ角に立っている－－都市再開発を巡りどこまでも加熱する欲望の

もと、少年アリシアが挑むたったひとりの戦いと崩壊の物語も現代韓国最注目の俊英による問題作！

４月

◎ポリス・ヴィアン/鈴木創士訳『墓に唾をかけろ』新訳､河出文庫オリジナル

『日々の泡』などでいまだに絶大な人気をほこる作家がアメリカの作家を偽装して変名で刊行してベストセラ

ーとなった作品。人種差別への怒りをクールに、そして暴力的に表現したいまこそ新しい名作をエッジのきい

た新訳で送る。

５月

◎トーマス・ペルンハルト／池田信雄訳『霜』

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、病のため山奥に寵ったシュトラウヒ

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－陰鯵の極限に共感を漂わせる巨匠の長篇。

７月

◎リン･ディン／小穏身和子訳『エンド･オブ・アメリカ』

ホームレス、男娼、デモ参加者、伝道師、娼婦……衰退するアメリカではみ出す「普通」の人々･経済復興

計画では決してケアされない彼らの「忘れられた声」に深く温かく切り込んだノンフィクション。
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◎マリオ･パルガスーリョサ／田村さと子訳『五叉路』

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。

◎ロクサーヌ・ゲイ／２N畢英実訳『困難な女たち』

『パッド・フェミニスト』のロクサーヌ・ゲイによる短編集。ＤＶ、レイプ、流産、性虐待…etc､女たちが彼女

の人生で直面する、様々な性的な困難を描く２１の物謡

◎ケラスコエット／原正人訳『サタニエ』

巨匠・大友克洋氏が絶賛の前作『かわいい闇』で日本の読者を驚樗させたＢＤユニットによる新作。これも

またぶつ飛ぶ設定で、マンガってこんなに自由でいいのだ、これでいいのだ！

８月

◎ジョージ・ソーンダーズ／上岡伸雄訳『リンカーンをとりまく霊魂たち』

1862年､急死した最愛の息子の墓を訪れたリンカーンの周りに､霊魂たちが集まり会話を始める｡逸物をお

ったてたヴォルマン、多数の目・鼻・手をもつベヴインズ三世など、生前の妄執が身体化した霊魂たちは成仏

できるのか。南北戦争の史実も織り交ぜた重層的・奇想的物語も2017年ブッカー賞受賞！！

９月

◎マリアーナ・エンリケス／安藤哲行訳『わたしたちが火の中で失くしたもの』

生まれつき片腕のない少女、その友人の兄弟と秘密の廃屋の物語「アデーラの家」、女たちが自ら火を放つ

表題作など、人間の無意識をえぐり出す、ラテンアメリカ新世代の「ホラー・プリンセス」による悪夢のよう

な１２の短篇集。

10月

◎ガプリエル･ガルシアーマルケス／野谷文昭訳『パルタサルの素晴らしい午後一ガルシアーマルケス中短

篇傑作遇』

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本を名手による新訳で収録する。

◎ジョイス・キャロル･オーツ／棚木玲子訳『ジャック・オブ・スペード』

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

◎トーマス・メレ／金志成訳『背後の世界』

翻訳出版ということでは英仏などに比べて地味なイメージがぬぐえないドイツですが、本書はゲーテ・イン

ステイテュートが威信をかけて（？）展開するこれまでにない「ソーシャルな」実践として文学作品の翻訳を

おこなう画期的な試みの一つで刊行されますｂ世界１０か国で同時翻訳を行い、訳者同士が電子書籍のプラッ

トフォームを用いて多言語の訳者および作者本人と意見交換を行いながら翻訳を進めるのです１来年10月

のフランクフルトブックフェアで世界にお披露目。ってことはそれまでに絶対、刊行するべし、くし。これは

隠しませんｂ乞うご期待。

◎ナオミ・アルダーマン／安原和見訳『ザ･パワ訓河出文庫オリジナル

2017年度ベイリーズ賞受賞、２０万部ベストセラーの男女逆転･歴史改変デイストピア・エンタテインメン

ト。ある日を境に、世界中の女が強力な電流を放つ力（パワー）を得る。男たちは力を失い、女たちが世界を

疎鯛し……。マーガレット・アトウッド絶賛、『侍女の物語』×『ハンガーゲーム』！
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11月

◎ジョージ・ソーンダーズ／岸本佐知子訳『十二月の十日』

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。

◎新シリーズ<須賀敦子の本棚>刊行開始

没後20年を期して須賀敦子が訳した未刊原稿、須賀敦子が訳した作品を新訳で集めますｂ未完の訳を愛弟

子が完成させた「地獄篇」はじめ必読の作品群。

・ダンテ『神曲・地獄篇』（須賀敦子・藤谷道夫訳）６月

・ウィラ・キャザー『大司教に死来る』（須賀敦子訳）８月

・ナタリア・ギンズブルグ『小さな徳』（白崎容子訳）１０月

早川書房

★今年のイチ押し

◎ウラジーミル･ナボコフ／若島正訳『アーダＣ諦沢細（上・下）』（単行本）

◎コルソン・ホワイトヘッド/浴崎由依訳『地下鉄道』（単行本ウ

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

◎ヴイエト・タン・ウェン／上岡伸雄訳『ｼﾝパｻｲずー 』（単行本/ﾊﾔｶﾜ・ﾐｽﾃﾘｺ由庫(上･下)）

★来年の「隠し球」（害名は変更の可能性があります）
メインの２球

◎ケン・リュウ編／中原尚哉・ほか訳『折りたたみ51鯨現代中国ＳＦアンソロジL-』Ｃ新☆ゾ､ﾔｶﾜ･ＳＦ･シリ

ーズ)２月刊！

◎ｴｲモア・トールズ『ＡＧｍｍ皿ⅦANnVMOSCOW』2018年後半刊1

2017年12月（好評発売中）

◎ガプリエル･ゼヴイン／小尾芙佐訳『書店主フイクリーのものがたり』（ﾊﾔｶﾜepi文庫）

本屋大賞に輝いた、すべての本を愛する人に贈る物語も待望の文庫化！

◎トマス・ピアース／真田由美子訳『ｆＩ型噛乳類館』（単オラヰウ

奇妙な出来事に直面して揺らぐ人々の日常を描く、笑えて泣ける１２の物語

１月

◎オテッサ・モシュフエグ/岩瀬徳子訳『アイリーンはもういない』（単行本ウ

私の名はアイリーンといった。あるクリスマスイブの夜まで……。少年向けの矯正施設の事務員として単調

な日々を過ごす私｡･だが、魅惑的な女性レベッカに出会い、私の人生は劇的に変わる。鋭い観察眼と容赦ない

筆致で黒い感情を掻き立てる、ブッカー賞最終候補作も

◎カール･オーヴェ・クナウスゴール／岡本睦志･安藤佳子訳『わが闘争２恋する作家』（単行本ウ

妻と別れ、ストックホルムに移り住んだ作家クナウスゴールｂそこで彼は、数年前に魅了された個性的な詩

人リンダと再会し、恋に落ちる。しかし家族生活と芸術活動の両立はとても難しかった。破格の面白さに世界

の読書家がうなったノルウェー発のベストセラー。
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◎ユッシ･エーズラ・オールスン／吉田奈保子訳『特捜部Ｑ－自撮りする女たち一』（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ）

特捜部Ｑに閉鎖の危機が訪れる！検挙率の上がらないＱには周囲から厳しい目が注がれていた｡そんな中、

王立公園で老女が殺害される事件が発生。さらには若い女性ばかりを襲うひき逃げ事件が。次々と起こる事件

に関連は？一方、ローセは苦悩の淵に……

◎アンディ・ウィアー／小野田和子訳『アルテミス（上・下）』（ﾊﾔｶﾜ文庫師

人類初の月面都市アルテミスで暮らす女性ジャズは、謎の仕事のオファーを受ける。それは月の運命を左右

する陰謀へと繋がっていく。『火星の人』著者の最新刊。

２月

◎カズオ･イシグロ／土屋政雄訳『特急二十世紀の夜と、いくつかの小さなブレークスルーノーペル賞記念

講演』（単行国働

2017年12月に行われたノーベル文学賞受賞記念講演を完全収録した対訳版。

◎ケン・リュウ編／中原尚哉・ほ力駅『折りたたみ５|鯨現代中国SFアンソロジ頁』ｃ締tﾊﾔｶﾜ･SF･シリ

ーズ）

『紙の動物園』のケン・リュウが選んだ現代中国ＳＦの粋を収録。

◎リンジー・フェイ／川副智子訳『ジェーン・スティールの告白』（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ）

『ゴッサムの神々』著者が描く、ヴィクトリア朝を舞台にした華麗なピカレスク・ロマン。

◎アンソニー・サドラー他／田口俊樹他訳『15時17分パリ行き』（ﾊﾔｶﾜ文庫NFツ

国際特急列車をイスラム過激派が襲撃。パニックに陥る車内で、勇敢な米軍人がテロリストに立ち向かう１

実際の事件の手記をクリント・イーストウッド監督が映画化。2018年３月１日日本公開。

３月

◎フレドリック・パックマン／坂本あおい訳『おばあちゃんのごめんねリスト』（単宿ヰウ

７歳のエルサの唯一の味方は、破天荒な祖母だった。祖母が亡くなり、エルサは遺言にしたがっておばあち

ゃんの手紙を人々に届けることになる。『幸せなひとりぽっち』著者の第二作。

◎カミラ・グレーペ＆ポーール・レアンダ･エングストレーム/府川由美恵訳『サンクトペテルプルクから来た

指揮者』（ﾊﾔｶﾜ文庫NV）

企業買収計画の裏で、思わぬ事件に直面する男が味わう恐怖と苦闘ソ連崩壊後の闇社会に展開する、非情

な陰謀の標的は？北欧の気鋭がロシアの闇に迫る異色ノワールｂ

４月

◎エレナ・フェッランテ／飯田亮介訳『ナポリの物語2』（単行本ウ

小学生のころに出会い、愛憎いりまじる強い紳をつちかってきたリラとエレナｂ早々と結婚したリラと、勉

学を続けるエレナの20代を描く世界的ベストセラーシリーズの第二巻

◎ピーター・トライアス／中原尚哉訳nmmIASAMURAI皿皿旺廻』Ｃ19殻ﾊﾔｶﾜ･SF･シリーズ）

『ユナイテッド・ステイツ・オブ・ジャパン』第二弾ついに登場！

５月

◎ジヨー・イデ/熊谷千寿訳ITQ』（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ文庫）

類まれな推理力を持つ黒人青年探偵、通称くIQ〉がロスを揺るがす難事件に挑む。日系アメリカ人著者のデ

ビュー作である本作は、アンソニー賞・マカヴィティ賞・シェイマス賞の新人賞を軒並み受賞１NYTHmes

や'IY1eWashingtonPost、nleGuardianなど各紙が2017年ベストミステリに推す、海外ミステリ界の最注

目作です６
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◎ジル・アレクサンダー・エスボーム／芹潤恵訳mAUSrRAU』（単行罰働

夫と子供とスイスに暮らすアメリカ人女性の内面は次第に揺らいでいく。気鋭の詩人が研ぎ澄まされた文章

で非情かつ繊細に紡ぎあげる現代版『アンナ・カレーニナ』。

◎アダム・シスマン／加賀山卓朗訳『ジョン･ル･カレ伝』（単行本ウ

自伝『地下道の鳩』に続き、詳細な伝記が邦訳！

◎デイヴイツド・ヤング/北野寿美枝訳mglyhsIc圧、，（シユタージの子）』（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ）

英国推理作家協会賞ヒストリカル・ダガー受賞６７０年代東独を舞台にした異色ミステリ。

◎ルースルンド＆ヘルストレム/ヘレンハルメ美穂訳『殉刊囚』（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ文画

◎サム・マンソン/金井真弓訳『TheNbvBmberC髄iminalJ（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ文庫）

同級生が銃殺された。警察と高校による事件の説明に納得できなかった、落ちこぼれの青年は自ら事件の真

相解明に乗り出すｂやがて彼は亡き友の知られざる姿を知る……。2018年夏日本公開予定の映画原作！

６月

◎リリー・ライト／真崎義博訳『DANCnJGWrlHTT亜mGER』（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ）

◎ニール･スティーヴンスン／日暮雅通訳mSEVmqEVES』婦吋ハヤカワ･錘･シリーズ）

７月以降など

◎アンデシュ・ルースルンド＆ステファン・トウンベリ／ヘレンハルメ美穂訳『mIBRORAmTDOmR』

（ハヤカワ・ミステリ文庫）

「このミステリーがすごい！」第１位ほかミステリ・ベストを席捲した『熊と踊れ』。そのシリーズ第２作が

登場ｂ北欧ミステリ史に残るサーガの結末を見逃すな！

◎デニス・ルヘイン/加賀山卓朗訳脂ｎＫＥＷＥＥＥＩＬ』（ﾊﾔｶﾜ・ミステリ）

ミステリ界の巨匠ルヘインによるサイコ・スリラー最新作！

◎エリザペス・ストラウト／小川高義訳『ANYTImIGISPOSS田I皿』

『私の名前はルーシー・バートン』の主人公の故郷を描く連作短篇集。

◎ジョナサン・フランゼン『PURrrY』

ダニエル・クレイグ主演ドラマ化！（予定）

◎ネイサン・ヒル／佐々田雅子訳『ＩＩｍＮⅨ』

メリル・ストリープ主演ドラマ化！（予定）

◎グレアム・ムーア、皿LASTDAySOFNIGHIm

◎エイモア・トールズ『AGENm皿IANmMOSCOW』

◎エイモア・トールズmUIESOFCIV皿正rY』

｡



Ｏ既刊も好評発売中

アウシュヴィッツのＬ

図書係 ロコロセラー

１０刷！
アントニオ。Ｇ・イトウルベ小原京子訳
定価2200円十税四六判ソフトカパー全448ページＩＳＢＮ9784.08773487-4

1944年、アウシュヴイッツ強制収容所。書物の所持は禁じられていたが、こ

こには８冊だけの秘密の「図書館」があった。その図書係に任命されたのは、

14歳のユダヤ人少女一。本が人々に生きる力を与えた、実話に基づく感動作。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

霞鰯映画夫婦の中の
よそもの

関連小説ノ

エミール.クストリッツァ田中隷訳
定価2100円十税四六判ハードカバー全272ページＩＳＢＮ978-4.08.7734881

代表作『アンダーグラウンド』などでカンヌ国際映画祭パルム・ドールを２度

受賞した天才映画監督、初の小説集。不良少年と家族のおかしみを描いた表題

作をはじめ、独特の生命力に満ちた、ワイルドで鮮烈な全６編の物語。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

僕には世界が
ふたつある

全米図書買

受盲ＹＡ

ニール・シヤスタマン金原瑞人西田佳子訳
定価2200円十税四六判ソフトカバー全360ページＩＳＢＮ978-1.08773489L８

病による妄想や幻覚にとらわれた少年は、誰かに殺されそうな気配に怯える日

常世界と、頭の中の不可思識な海の世界、両方に生きるようになる。精神疾患

の不安なく航海〉を描く、闘病と成長の物語。全米図悪賞受賞の青春小説。

●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ⅡバーＪボージャングルを
待ちながらﾛﾗﾝｽでｉｉ

隔日万部Ｉ|ノ
オリヴィエ・ブルドー金子ゆき子訳

唖::::亨唾､:,曲-両着手くL←定価1700円十税四六判ソフトカバー全200ページＩＳＢＮ9784-087734904

作り話が大好きなママとほら吹き上手のパパ、小学校を引退した噸ぽ<峰とア

ネハヅルの家族をめぐる、おかしくて悲しい「美しい嘘」が紡ぐ物語。フラン

スで大旋風を巻き起こし世界を席巻した、３５歳の新星の鮮烈なデビュー作。

i霧講簿

ｊ集英社０



奇跡の大地鍋灘
定価2600円十税四六判ハードカバー全400ページISBN97840877349ﾙ１

アフリカとアメリカ、両大陸にまたぐ壮大な文芸大作！

世界的ニューカマーの鮮烈なデビュー長編

１８世紀現ガーナ共和国の、激しく対立するふたつの部族の間で生き別

れたエフイアとエシの異父姉妹。その子孫が七つの世代を経て現代に

至るまで－．登場人物それぞれの運命と時代の大きなうねりが交差

する様を、三つの世紀にまたがって描き出した、心をゆきぷる一大叙

事詩。すでに35カ国で版権を取得、「ＮＹタイムズ」など主要各紙誌

にこぞって取り上げられ、２０１７アメリカン・ブック・アワードを受賞。

世界が注目する超大型新人の、驚異のデビュー作！

’ヤア･ジヤシ知α帥矧～
1989年ガーナ生吉れ。１０旗の時にアラバマ州へ移住。スタ
ンフォード大学、アイオワ大学で学ぶ。在学中に故郷ガーナ

を訪れ、本作の若想を得る。本書の原稿をめぐる激しい争奪

戦の末､2016年に鮮烈なデビューを飾り､いくつも賞を受賞。

衛その後､トー９モリス認やドン・デリーロなど録々たる作家

が受賞した2017アメリカン・ブック・アワードに輝く。

oMichncII』⑥､star

いまれなストーリーテラー」ミチコ・カクタニ

ルい物語だ」トレヴァー・ノア（ザ・デイリー・ショー）

た物語〉を発見させてくれる小説」豊崎由美

｢読みながら笑い、そして泣く……美しい物語だ」

「わたしたちにく失われた物語〉を詞

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

孤島の祈り総窪ｵ霧ｲｼｴ
定価2000円十税四六判ハードカバー全240ページＩＳＢＮ9784.08773492.8

Ｉ耀

|磯
Ⅱロﾛロロ

氷河の無人島、追いつめられた夫婦の心の機微を描く。
驚樗のサバイバル小説

句す

慎重派のルイーズと､楽天家のリュドヴイック｡｢思いきり生きよう！」

と冒険に出た若い夫婦は、南極近く、氷河を抱く無人島に上陸した際

に、突然の嵐に船を奪われてしまう。ペンギンを捕獲して腹を満たす

日々・極限の生活は、人間の身体と心を蝕む。ふたりは、お互いの信
頼の紳を失っていく･･･…。

単独帆船世界一周を果たした女性海洋冒険家が、人間の脆弱な生と愛
を描く。フランスでベストセラーとなった、迫真の漂流小説！

＠Fh麺唾ｇｍＭａｎｔｏｍｎｉ

』〆

識
が
癖

偶
ｒ
》
Ｉ

心理描写も現実のよう」角幡唯介

「予想外の展開にあなたはきっと絶

｢おそろしいほど細部がリアル。心理描写１

（イザベル.オティシェー碗娩如磁厩１

膳蹴繍欝鰯ii‘,』I議鵬蕊Ⅷ
1議遥の後も科学副査や琢境保全活動など橡々 な分野で活
|霧墜レジオンドヌール勲箪オフイシエを受勲｡現在は
|蝿ＷＦフ毒診えの会長も務める。またエッセイや小､t、目

|璽鼻壁墾隆控は3作冒の小脱にあたる｡海上で2ｉ
:度の這壷認がある匂

鱗



『83と1/4歳の素晴らしき日々 』(仮題）
ヘンドリツク･プルーン著長山さき訳2018年夏発売予定

人口Ⅳ00万人のオランダで２５万部を突破！

老々生活の悲喜交々をユーモラスに語った世界的ヒット作

アムステルダムのケアハウスに住む、８３歳ヘンドリックによる(葬式で朗読して

もらう用の）日記調小説。コーヒーを飲みながらただ死を待つ日々に畔易した彼

は、仲間と｢老いても死んでないクラブ」を立ち上げ、旅行など人生を楽しくす

る計画をたてる。しかし全てが上手くいくわけではない。ほかの住居者に陰口を

たたかれ、仲間もそれぞれ糖尿病や認知症、脳卒中など困難が訪れてしまう。楽

しく努める日々にも､老いと死は確実に迫る。良い老後とは､人生とは何なのか？

尊厳死もある"高福祉“オランダを痛烈に批判しつつも、皮肉とユーモアに語ら

れる老々物語。これを読むまで、「死んでる場合じゃない」！

※書影は原書のものですもタイトル、刊行時期、内容は変更になる場合がありますも
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(原題)『DASLAVENDEIZZIMER』
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（ドイツ語直訳『ラベンダーの部屋』）

ニーナ･ゲオルゲ著遠山明子訳2018年夏発売予定

ドイツ３０万部、英語版もＮＹベストセラー入り！

フランスの川をたどる、人生の喪失と再生の物語

（原題)『ONLYCHILDl
リアノン･ネイヴィン著越前敏弥訳2018年冬発売予定

驚異のデビュー!発売前に17か国で版権を取得

ｱﾒﾘｶの銃乱射事件を、子供の目から語る衝撃作

アメリカ、ニュージャージー州。語り手である小学１年生のザックの学校で、

侵入者による銃乱射事件が起こる。犯人は警察により射殺。ザックは無事だっ

たが、兄のアンデイは、１９人の犠牲者のうちのひとりとなってしまった。両親

は嘆き悲しむが､まだ小さいザックには事の大きさも､悲しみもわからない｡ザッ

クの家庭は決してもともと理想的な家族ではなかったが、事件をきっかけにし

て、父親の不倫の発覚、母親の精神的摩耗、被害者に対するマスコミの扇動な

どが起こり、さらに一家は歪んでいく…。子供の一人称視点から社会事件の被

害者を描く、衝撃のデビュー作。

※書影は原書のものです。刊行時期と内容は変更になる場合があります。


