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巻頭特集
東山彰良次号予告

「過去の物語が未来を語る」

「えっ、
  英語圏の本が
  １冊もない！？」

「えっ、
  英語圏の本が
  １冊もない！？」



　子ども時代は、岩波少年文庫や、評論社の「児童図書館・文
学の部屋」、ポプラ社「世界の名著シリーズ」などを愛読する正
統派（？）海外文学ファンだった。だから、ジャックとかルーシー
という名前には、太郎と花子くらい親しみを感じていたけれど、
ときどき、エンリーコとか、ドロッセルマイヤーとか、マジャー
シュとか、ピョートルなどという名前が出てくると、いつもと
ちょっとちがう空気を感じてドキドキした。ツァーリ（ロシア
皇帝）とか、仙女、天竺、ワルプルギスの夜などという単語にも、
わくわく感をかき立てられた。
　当時は、それらがイタリア、ドイツ、チェコ、ロシアといっ
た国々の話だと、あまりわかっていなかった気がする。でも、
世界はジャックとルーシーだけじゃないということは感じ取っ
ていた。そう、世界は広い。ということで、「非英語圏特集」を
ぜひ！

（三辺律子）
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S p e c i a l  G u e s t

Higashiyama Akira



た舌先三寸の大人たちの怪しげな声

が聞こえてくる。もしかすると、私

が日本の小説をあまり読まない理由

はここにあるのかもしれない。気持

ちよく騙されることができないのだ。

私が好きな小説と、そうではない小

説とでは、いったいなにがそんなに

違うのだろう？　それは「フォーク

ロア」という言葉であっさり説明が

つくのかもしれないけれど、マルケ

スらの物語はいつでも私をたやすく

あの日々へと連れ戻す。台北のギラ

つく陽射し、昼寝時のような気怠い

時間。そこでは５歳の私が大人たち

の法螺話に、一心不乱に騙されてい

る。

　あまり威張れたことでもないが、私は日本の小説をほとんど読まない。ほとんど

読まないから、日本の小説がどのようになっているのかよく知らない。じゃあ、海

外の小説ならよく知っているのかと問われれば、そんなこともない。私にわかるの

は自分がその小説を好きかどうか、ということに尽きる。

　私にとって物語というものの原点は、幼年期に大人たちが臨場感たっぷりに語り

聞かせてくれた法螺話である。台湾で生まれた私は、５歳まで祖父母の家に預けら

れていた。あのころの台北は混沌としていて、危険で、この上なく楽しい場所だった。

大人たちはみんな口が達者で、子供たちに駄法螺を信じ込ませる達人だった。私は

大人たちにしつこくつきまとっては、よくお話をねだったものだ。

　とはいえ、大人たちだっていつも新しいお話を用意しているわけではない。勢い、

同じ話を何度も聞かされることになる。しかし、それはそれでちっとも構わなかっ

た。奇想天外な物語などは一度聞けば憶えてしまうが、大人たちの口八丁ぶりは千

変万化で、何度聞いても飽きるということがなかった。

　大人になって南米文学と出会ったとき、私が真っ先に感じたのは子供のころの幸

せなお話の時間だった。中南米なんぞには縁もゆかりもないが、マルケスやリョサ、

ルルフォやカルペンティエルの本を読んでいると、かつて私のまわりにたくさんい

『罪の終わり』
東山彰良

（新潮社） ¥1,500＋税
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『雪を待つ』
ラシャムジャ
星 泉　訳
（勉誠出版）
¥3,200＋税

0706

1980年代のチベットの山村、野山を駆けまわりながら育った 4 人の幼なじみが主人公だ。
前半は子供時代を叙情たっぷりに描き出した伸びやかな成長物語。読むうちに彼らをと
りまく村の人々の暮らしがいきいきと立ち現われてきて、そのさまは愉快痛快だ。とこ
ろが後半は一転、20代後半となった彼らの悶々とした日々が続く。挫折したひきこもり
エリートの「ぼく」、僧院を逃げ出したニマ・トンドゥプ、 受験も恋もうまくいかず出奔
したセルドン、村に残った落ちこぼれのタルペ。みな痛いほど弱く、情けない。心の奥
には誰にも言えない孤独を抱えている。そんな彼らだったが、タルペから「ぼく」への、
村の窮地を救ってほしいという SOS の電話によって立ち上がっていく。
自分の殻に閉じこもって苦しんでいた若者が、ひとのために動くことによって救われ、
ひととのつながりの中で生きる道を見出す――あ、どこかで聞いたような話？　多分そ
う。ロールモデルなき激動の時代を生きるチベットの若者たちが、リアルに、そして身
近に感じられること請け合いだ。

（星 泉）

04 0204 01

飛行機と地下鉄に３時間ほど揺られると、台北の繁華街、西門町につく。地上に出て、
巨大なカラオケ・ビル「錢櫃 Cashbox」を見上げながら、横断歩道を渡る。10車線ある「中
華路」の真ん中で、信号が赤になった。バスに遮られて足を止めれば、背後をバイクの
一群が走り抜ける――かつてその場所には、「National  松下電器」の巨大なネオン広告
が真っ赤にそびえていた。30年以上前、道路の中央に「中華商場」という３階建ての商
店街ビルが、８棟並んでここにあった。
ビルの２階と２階をつなぐ歩道橋には物売りがたくさんいて、食べ物や洋服、おもちゃ
を買う通行人でにぎわった。そして魔術師が、商場でくらす子供たちに不思議なマジッ
クを見せていた。まるでありきたりな日常風景だったが、彼のマジックは本当だった。
魔術師は現実の隙間を切り裂き、子供たちはいたいけな瞳で、そこに人生の荒野を見た。
未来ははかなくて、だから、美しかった。
これほど近くなのに、誰も知らなかった、同じ時代を生きた子供たち――呉明益の静か
な個の物語。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（天野健太郎）

[  　　　　　　　　　　　　　]
呉明益

『歩道橋の魔術師』
呉明益
天野健太郎 訳

（白水社）
¥2,100＋税
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정세랑

『アンダー、サンダー、テンダー』
チョン・セラン
吉川 凪 訳

（クオン）
¥2,500＋税

妙に不穏な空気が蔓延していた二十世紀末、北朝鮮に近い国境の町・坡州［パジュ］で、
個性豊かな六人の仲間たちは、おんぼろバスに乗って高校に通っていた。ある日「私」は、
仲間の一人であるジュヨンの兄ジュワンに出会う。家にひきこもって映画ばかり見てい
る、知的で繊細で謎めいた少年ジュワンとの恋は、しかし残酷な事件によって、突然幕
が下ろされてしまう。
時が過ぎ、それぞれ挫折し、傷つき、つらい過去を克服し、あるいはトラウマを抱えた
ままの仲間たちも、いつしか三十を越えた。映画美術の仕事に携わっている「私」は、
友人や家族の姿を動画に撮る。収められているのは過去数年間の断片的な動画だが、そ
こで仲間たちが分かち合う思い出は、暗い二十世紀末に過ごした、未熟で、強烈で、柔
らかな十代の日々にまでさかのぼる。この物語は、精神のバランスを崩した「私」が周
囲の人々の助けを得て少しずつ回復し、自らの天職になりそうな仕事を見出すまでの過
程を軸に、友人たちそれぞれの彷徨を描く、読後感の爽やかな成長小説である。

（吉川 凪）

[　　　　]
박민규

『カステラ』
パク・ミンギュ

ヒョン・ジェフン / 斎藤真理子 訳
（ クレイン）
¥1,700＋税

ねぇ、このカステラ新鮮？ 長崎産？／あ、それ韓国、ソウル産だよ、美味いよ持ってき
な／韓国産カステラって食べたことないんだけど／甘さと苦さのバランスが絶妙だよ、
しっとり感もちょうどいいし／じゃ、もらおかな、どうやって食べたらいい？／刺身で
も煮つけでも。食べるほかにも役立つよ／どーゆーこと？／この世を救ってくれるんだ
／えーなんで／冷蔵庫に、この世の大切なものと、この世に害をもたらすものをごっそ
り突っ込んだらこのカステラになったんだって／何かすごいんだね、どうりでこの表紙
のカステラ、方舟に似てない？／いいとこつくね、船長はパク・ミンギュ、韓国のイキ
のいい作家だよ。乗組員は短編11編。タヌキ、キリン、ダイオウイカも乗ってるよ。そ
してあなたに似た人が、必ず見つかります／ホント、やっぱもらうわ／不安、不遇、不
況と不条理に疲れた心に不思議味のカステラがよく効くよ！  消化不良の心配はご無用、
第1回日本翻訳大賞も、もらったんだから／でもさ、カステラって海産物なの？／大航海
時代の産物だからさ、そういうことにしといてよ。まいど。

（斎藤真理子）
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『お静かに、父が昼寝しております』
ユダヤの民話
母袋夏生 編訳

（岩波書店）
¥720＋税

蛇にそそのかされて、アダムとエバは知恵の実を食べて楽園を追われたが、荒野で生き
る術を知らなかったから神に叫んだ。神は応えていった。「この世界はおまえたちのもの、
おまえたちが創っておさめるのだ。だが、贈りものをあげよう。涙だ。悲しいとき目か
ら涙が落ち、慰めを得るだろう」
これは聖書の「創世記」の数行から紡ぎだされた話だが、こうした聖書話や世界各地に
伝わるユダヤ民話やユダヤ教のたとえ話がいくつも入っている。原文はヘブライ語。
ユダヤ人は２千年来、土地を所有できず、職業を制限され、どこにいっても少数者とし
て差別され、ときには迫害されてきた。そのせいか、周囲との摩擦や軋轢をやわらげよ
うとして機知とユーモアが、いつしかユダヤ人の DNA にそなわった。相手を笑わせ、自
分もクスッと笑えば、緊張がゆるむ。イジメを頓智で切り抜ける小咄や死神との対話、
ソロモン王の勇敢な姫君の恋など、ワールドワイドな話にハッとし、しんみりし、「！」
がいくつも脳に浮かぶこと間違いなし。ご一読を！

（母袋夏生）

[Balzac et la Petite Tailleuse chinoise ]
Dai Sijie

『バルザックと小さな中国のお針子』
ダイ・シージエ

新島 進 訳
（早川書房）

¥660＋税

毛沢東が知識人の弾圧をおこなった中国文化大革命。動乱のなか、17歳の主人公とその
親友は都会と家庭からひき離され、僻地の山に「下放」されます。待っていたのは未開
の暮らしと、きつい肉体労働、家に戻れる可能性はゼロという絶望のみ。しかし二人の
若さはそれを許しません。学はないが美しい娘に恋をし、別の友人が隠し持っていた欧
米の文学作品を手に入れて貪るように読みます――ひと言で評するなら、これぞ青春小
説！  若かりし日のギラギラ、がむしゃらに突き進み、友情と恋、未知の世界への憧れ、
夜通しの読書、激走、息切れ。思い出すとちくりと胸を刺す、今は失ってしまったもの。
国や時代は違えども、この本は誰しもの心に強烈な郷愁の念をひき起こすはずです。し
かし王道でありながら陳腐ではなく、それを支えているのは作者の実体験からくる抜群
のユーモアとリアリティなのでしょう。なお、本書は英語圏の本でないばかりか、在仏
中国人映画監督ダイ・シージエがフランス語で書いた小説です。現代文学の越境性とい
う点からも興味深い作品になっています。

（新島 進）

 [עדות מספרות]
אברהם שטאל
and other 6 anthologies
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中国の文化大革命（1966 ～1976年）のさなか、北京出身の著者がモンゴルの大草原で遊
牧生活を体験し、青春の愛と情熱を子オオカミに注ぎ、遊牧のモンゴル人と農耕の漢民
族との千年の葛藤のなかで懸命に生きてきた。オオカミと人間の関係を描いたこの壮大
な作品は、2004年に出版されてから中国で2000万部も売れたという。中国社会に「オオ
カミ・ブーム」が引き起こされ、フランスのジャン＝ジャック・アノー監督による同名
の映画も上映されている。また、いままで中国の最多の著作権輸出作となり、ほとんど
の言語に翻訳されている。
著者と同様、ぼくも文革の時に16歳でソ連との国境戦争が起きたばかりの黒龍江省に「下
放」された。いまも、目をつぶると、あの広々とした黒い大地、一面の白樺林、真っ赤
な夕陽が地平線にゆっくりと沈んでいく様子、そしてシルエットのように遠くに見えた
オオカミの群れ……こういった風景がよみがえってくる。
あの激動した時代をかみしめながら、日本人の妻とともにこの本を翻訳できて、運命を
感じる一冊であった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （唐亜明）

[　   　 ]
姜戎

『神なるオオカミ』
姜戎

唐亜明 / 関野喜久子 訳
（講談社）

 Kindle 上・下 各 ¥1,550＋税

いまから 900 年ほど前の、中国の宋の時代。乱れた世をただそうと、さまざまな能力をもっ
た108人の好漢たちが＜梁山泊＞という山につどい、『替天行道（天に替わって道を行う）』
の旗のもと、悪徳役人や山賊、異国の侵略者たちとたたかう武侠活劇『水滸伝』。『西遊記』

『三国志（三国演義）』とならぶ中国の古典名著であり、いまでも根強い人気を誇る作品
です。見どころは、なんといっても個性あふれる108人の好漢たち。武術や知略に長け
た者たち以外にも、走るのが速い者、水泳の達人、医者や獣医、大砲の発明家、歌や笛
の名手など、多種多様な人材がそろっています。本著は『水滸伝』の完全版ともいえる
120回本を底本に、原作の複雑さを整理しつつ108人全員を登場させ、案外知られていな
い「梁山泊に全員そろったあとの物語」もさいごまで書いています。また佐竹美保さん
の美麗なイラスト、それに注釈や地図、ルビなどもいれてわかりやすくしました。好漢
たちはどのような人生の結末を迎えるのか。ぜひ本著を読み、この壮大な物語を楽しん
でください。

（渡辺仙州）

[　　　 ]

『水滸伝 上 替天行道』
『水滸伝 下 魔星帰天』

渡辺仙州 編訳
（偕成社）
上・下  各 ¥1,800＋税
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この本を訳しているあいだ、なんだか不思議な感覚が続いていた。
作者は中国生まれの中国人。11歳で処女詩集を出版したのち、天安門事件を機に17歳で
渡仏し、フランス人読者にむけてフランス語で小説を書き始めた。『碁を打つ女』はその
三作目にあたる。もし彼女が中国語で執筆活動を続けていたら、この作品は生まれなかっ
たかもしれない。もしわたしがフランス語の翻訳者でなかったら、彼女の小説を読んで
訳すこともなかったはずだ。
本と読者を結びつけるそんな偶然に、いまさらながら感じ入ってしまったのは、ほんら
い出会うはずのなかった男と女の宿命的でプラトニックな恋を、この作品が描いていた
からだろう。日本の支配下にあった満州国で、互いの名前も知らないまま碁を打ち合う
日本人青年士官と中国人少女。そのまわりでは、泥沼の日中戦争へとむかう大きな歴史
の流れが渦巻いている。碁という抽象的な世界で心を通わせる二人の物語には、国や言
葉の壁を越えて読者に届く文学の本質とどこか通じるものがある。

（平岡 敦）

04 1004 09

[La joueuse de go]
 Shan Sa

『碁を打つ女』
シャン・サ
 平岡 敦 訳
（早川書房）
¥1,900＋税

スイスの村で沈黙を競う人々。ナバラ国の貴族たちが夢中になった奇妙奇天烈な決闘。
図らずも闘牛士になってしまった信号機。車輪が一つ残らず消えてしまった世界。ボク
シングの試合に嫌気がさして音楽の勉強を始めたゴング。そのむかし社交的だった水平
線が人を寄せ付けなくなった知られざる理由……。
本書は、現代イタリアを代表する児童文学者ピウミーニがデビュー当時に書いたシュー
ルでナンセンスな短篇を集めたアンソロジー。収められた 25 の物語は、奇想とユーモア
をベースに、ある時は風刺がぴりりと効き、またある時はちょっと切ない人生の真実を
語る。自由奔放な空想の中にも現実への透徹した眼差しが、笑いの中にもペーソスがある。
詩人としても知られ、自らを「言葉を作る農夫」と喩える作者のすぐれた詩的感性と独
創的でイメージ豊かな言葉の力は、散文作品である本書においても存分に発揮されてい
る。
子どもから大人まで、楽しくて心にしみる極上の〈ほら話〉を味わいたい人にぜひお勧
めの一冊。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（長野 徹）

[La favola dell'orizzonte]
Roberto Piumini

『逃げてゆく水平線』
ロベルト・ピウミーニ
長野 徹 訳

（東宣出版）
¥1,900＋税
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[Novelle fatte a macchina ]
Gianni Rodari

『猫とともに去りぬ』
ジャンニ・ロダーリ

関口英子 訳
（光文社）
¥780＋税

イタリアの、自称 “おもちゃの作り手”、ロダーリによる16 編の奇想天外な物語。どこか
で聞いたような舞台設定に油断していると、独特なテンポに乗せられ、いつの間にかすっ
とぼけた世界に連れ去られる。登場するキャラクターがやたらと個性豊かだ。ピストル
を振りまわすかわりにピアノを奏でて事件を解決する孤高のカウボーイ、「日本製のバイ
クだからって、いい奥さんになれないと決めつけるのはよくないわ」と、息子の風変り
な性的指向（？）をすんなり受け入れてしまうお母さん、先を急ぐあまり寝つく前の晩に
目覚めてしまう郵便配達夫、離れたところにある本の中身をページもめくらずに読むこ
とのできる赤ん坊……。「空想力は現実を笑いに変え、生きづらい社会と向き合うエネル
ギーを与えてくれる」と主張するロダーリらしく、世の中の常識や、頭に巣食う固定観
念から、私たちをいとも簡単に解き放ってくれる。がんじがらめの人生にちょっと疲れ
たとき、コーヒーを片手に頁をめくれば、優しさと強さとしなやかさが身体中にしみわ
たること請け合いだ。

（関口英子）

三部作のタイトル「ルミッキ」はヒロインの名。フィンランド語で「白雪姫」のことです。
彼女は、ある理由から他人と深い関わりを持たないと決めている、クールな高校生。と
ころが、学校の暗室で血染めの紙幣を見つけたことで、否応なく犯罪に巻き込まれる羽
目に。こんなサスペンス風の展開で幕を開ける本作には、多くの要素が詰まっています。
絶体絶命の危機に陥っては強い心と優れた身体能力で切り抜ける、女子高生ヒロインの
活躍ぶりも見どころのひとつ。か弱いお姫さまとはまったく違う「白雪姫」、かっこよさ
にほれぼれします。一方、ルミッキの人間不信の原因となった過去の壮絶な体験には、
自分だったら、と読者は考え込んでしまうはず。重大な秘密を隠しているらしい両親と
の冷たい関係に傷つき、かつて愛した人が忘れられずに苦しむルミッキの姿は、家族と
は何か、心と体で人を愛するとはどういうことか、思いを巡らせるきっかけをくれます。
暗く過酷な冬と明るく幸福な夏、強いコントラストを持つ北欧の季節をそのまま身の内
に秘めたような少女の物語です。

（古市真由美）

[Punainen kuin veri]
Salla Simukka

『ルミッキ１ 血のように赤く』
サラ・シムッカ
古市真由美 訳

（西村書店）
¥1,200＋税
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[　　　　]
Орест Михайлович Сомов

『ソモフの妖怪物語』
オレスト・ミハイロヴィチ・ソモフ
田辺佐保子 訳

（群像社）
¥1,000＋税

月の欠ける闇夜が近づくたびに、恋女房の様子がおかしい。秘かに見張り、追跡してみ
た夫はよもやの光景を目撃します。妻が、禿山（ロシアの魔の山です）山頂で催される
魔女の夜宴（サバト）に加わり、おぞましい狂態を見せているではありませんか。愛す
る妻の正体が魔女と知ったこの夫の運命は？　それにしても、悪魔、化け物、魔女たち
が夜どおし乱れ騒ぐサバトを、ここまで鮮かに詳らかに描ききった物語があるでしょう
か？（「キエフの魔女たち」）
娘が恋人に裏切られて入水自殺をし、水の魔（ルサールカ）と化します。娘の消息を尋
ね回った母親は、妖術師の知恵をかりて、ルサールカ姿のわが娘をなんとか取り戻しは
したものの…（「ルサールカ」）
ロシアの原郷、ウクライナ出身のロマン派文学者が紡ぎ出した妖怪物語８篇を収めます。
登場する妖怪たちは、ヨーロッパの妖精たちの優美さ、洗練ぶりなどあらばこそ。野性
と情念と土俗の異臭フンプン、“人間臭さ” まる出しで、東スラヴの妖怪ワンダーランド
に誘ってくれます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（田辺佐保子）

本作のキーワードをざっとあげてみる。アパルトヘイト、核爆弾、イスラエルの諜報員、
スウェーデン王政打倒、王と首相の同時誘拐。いかにも物騒だ。世界の史実や実在の著
名人が登場し、社会や政治の問題を扱いながら、あくまでもエンタメでコメディ。在任
中の国王が愛すべき○○キャラでも許されるスウェーデンという国の懐の深さに驚かさ
れ、ブラックな語り口はおしゃれ雑貨や福祉先進国の洗練されたイメージも軽く吹き飛
ばす。こうした外枠だけを見れば作者がふざけて好き勝手に書いた話にしか思えないが、
読めばその対極とわかるはず。主人公のノンベコは、このとんでもない出来事に満ちた
人生を、持ち前の数学的センスと旺盛な好奇心で軽やかに生き延びていく。人生の苛酷さ、
社会の醜さ、人の愚かさは容赦なく描かれ、だからこそどう生きるかが真摯に語られる。
張り巡らされた伏線はすべて回収され、キャラクター造詣の隅々に至るまで一切の破綻
のない、緻密な構成の物語でもある。えっ、実はあんまり「数学」でも「少女」でもない？
そのご意見は甘受いたします！

（中村久里子）

[Analfabeten som kunde räkna ]
 Jonas Jonasson

『国を救った数学少女』
ヨナス・ヨナソン
 中村久里子 訳

（西村書店）
¥1,500＋税
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舞台は1989年のブダペスト。15歳の少年、シャーンドルが、偶然出会った男性にアメコ
ミをもらったことから、物語は始まります。西側諸国の文化が規制されていた時代。「自
由の象徴」アメコミに手を出すことは、シャーンドルにとって大冒険だったはずです。
しかも、こともあろうかシャーンドルは、友人たちにコミックを「密売」し始めます。
さらに親友のニコライとオリジナルのコミックを創り始め……そんな時に起こった辛い
出来事。シャーンドルは変わりつつある町に背中を押され、新たな一歩を踏み出します。
思春期の少年の不安や苛立ち、苦しさは、端から見ているともどかしくもあり、微笑ま
しくもあります。自由であることの幸せも感じずにはいられません。おまけに、ラストシー
ンは、涙無くしては読めない（!?）物語です！
作者のピエルドメニコ・バッカラリオは、今イタリアで最も人気のある児童文学作家の
ひとり。ハラハラドキドキ、ワクワクする冒険物を多く書いていますが、この本のような、
心に沁みるちょっと切ない物語もお勧めの作家です。

（杉本あり）

学校では友達と呼べるようなやつもなく、好きな女の子にはまったく相手にされてない
14歳のマイク。家は一見裕福だが、母はアル中、父は浮気中。ひとりぼっちで最悪につ
まらない夏休みが始まったかと思いきや、なぜか車でアウトバーンをかっ飛ばしちゃう
ハチャメチャ展開になってしまうのだからすごい。でもこれもクラスで浮いてる不良転
校生、チックがふらっと登場して小心者マイクの窮屈な行動規範をぶち破ってくれたお
かげ（せい？）なのである。チックと旅をしながら、何度も危険な目にあい、みかけによ
らず親切で温かい人々に助けられ、家や学校であんなに「邪悪」といいきかされてきた
世の中が実はそうでもないことにマイクは目からウロコが落ちる思いをする。
スリル、解放感、そして14歳男子のほろ苦さ。もはや本書抜きではドイツのYAは語れな
いといわれ、一年以上ベストセラー入りを続けるも、作者は残念ながら若くして他界し
てしまった。だが、いまだに絶大な人気を誇り、本年の秋にはドイツで映画も公開され
る予定だ。

（木本 栄）

[Tschick ]
Wolfgang Herrndorf

『14歳、ぼくらの疾走 - マイクとチック』
ヴォルフガング・ヘルンドルフ

木本 栄 訳
（小峰書店）
¥1,600＋税

[Lo spacciatore di fumetti ]
Pierdomenico Baccalario

『コミック密売人』
ピエルドメニコ・バッカラリオ
杉本あり 訳

（岩波書店）
¥1,700＋税
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旅行が嫌いです。うちで本を読むほうがずっと好きです。だけど、外国
の本を読むのは大好きです。この頃は英語圏以外の国や地域の本が特に
おもしろい。そんなおもしろさを分かち合えたらと思っての第４号です。

編集
三辺律子（英米文学翻訳家）

イラスト・ブックデザイン

ある作家さんが、旅行の前に必ずその土地の小説を読んでいく、とおっ
しゃっていました。わかる！　最高のガイドブックだと思います。もっ
ともっといろいろな国の本が訳されますように。

オザワミカ（イラストレーターとかいろいろ）

英語圏以外の本で思い出深いのはパウロ・コエーリョの『ベロニカは死
ぬことにした』。SNSが普及しはじめたころに、はじめてできたイタリ
アの友人に教えてもらったブラジルの本。本の世界は広くて近い。
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