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　翻訳を始めてまず思ったのは、「やっぱり、翻訳は新しいものがい
い！」ということでした。というのも、翻訳をしてみると、自分の文
章がいかに時代や社会に影響されているか思い知らされるからです。
30年前の翻訳は、30年前の時代と社会の影響をもろに受けています。
かつて、黒人英語が東北弁まがいの日本語ともいえない日本語で訳さ
れていた頃、われわれはなんの抵抗もなくそれを読んでいました。『不
思議の国のアリス』にしても、主人公の名前は「愛ちゃん」だったり、「ま
りちゃん」だったりした時代があったのですが、当時の人たちは、そ
れで納得したわけです。しかし、今時、そんな翻訳では読者にそっぽ
を向かれてしまいます。つまり原作（オリジナル）は古びないけど、翻
訳はどんどん古びていくということです。じゃあ、古びて味の出る翻
訳はないのか、という質問が出てきそうですが、それを話すとまた長
くなるので、いずれ、そのうち。
　最近、昔の作品が次々と新訳で出るようになりました。たまに、お
いおい、こんなのありかよ！　といいたくなるほど、新鮮な訳もあっ
たりして、むちゃくちゃ、うれしいです。そういえば、日本の古典の
新訳も評判になっています。いい時代になりました。　　　（金原瑞人）
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Machida Kou

「気合と気合と気合」



　子供の頃。杉田玄白や前野良沢といった昔のお医者さんが、やはり西洋の医学を勉強
しないとどうにもならない、というので、「ターヘル・アナトミア」というオランダの
医学書を飜訳したときの苦心談などを記した、「蘭学事始」のエピソードを子供向けに
書いた読み物を読んだ。
　それでわからなかったのは、辞書もなく、あまりオランダ語がわからない人たちが、
いったいどうやってこれを翻訳したのかということで、子供の私が読んだ本では、気合
い、ということになっていた。つまりみんなで集まって頭を揉みながら考え、起きてい
るときも寝ているときもそのことを思い詰めるうち、ふと電光の如くに思案が浮かんで、
その場にいるみんなの頭の中が、暗闇に電灯が灯ったようにパッと明るくなり、訳語が
浮かんでくるというのである。そんなことってでもあるのだろうか。と私は子供ながら
訝った。
　それから四十数年経って河出書房新社が「日本文学全集」を出すことになり、「おま
えは宇治拾遺物語を翻訳しろ」と言われた。「へい、ようがす」と威勢よく引き受けて、さあ、
困った。というのは私は学校で古文を少し習ったきりで、それも余のことに気を散らせ
て先生の話をちゃんと聞いておらなかったため、少しも古文が読めぬのである。
　それでも引き受けた以上はやらないとしょうがないのでやるうちに、わからない文章
にも、ほとんどわからないところとまったくわからないところがあるが、まったくわか

池澤夏樹＝個人編集 日本文学全集 08
『日本霊異記／今昔物語／宇治拾遺物語／発心集』

伊藤比呂美／福永武彦／町田康 訳
（河出書房新社） ¥2,900＋税
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「気合と気合と気合」
町田康
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らないところがひとつわかると、ほとんど
わからないところがかなりわかる、という
ことがわかってきた。つまり、大事なのは
まったくわからないところで、そこがわか
ればボンヤリしていた全体がクリアーにな
るのである。ただし、まったくわからない
ところはまったくわからなく、ほとほと困
じ果てたとき私は、四十年前に読んだ、気
合い、の一件を勃然と思い出し、これでいっ
たらどうだろうかと考え実行した。
　それが正しいか間違っているか、それは
わからない。私にはなにもわからない。た
だただ無意味な気合いを漲らせて暗闇で力
んでいる。タアアアアッ。
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[Childhood's End ]
Arthur C. Clarke

『幼年期の終わり』
アーサー・C・クラーク
池田真紀子 訳

（光文社）
¥743＋税

　「この作品をまだ読んでいないあなたは幸せ者だ。まっさらな状態でいまから楽しめる
のだから」と先に読んだ人たちが口をそろえる、あらゆるジャンルと形態の作品に大き
な影響を与えた一作。
　巨大な宇宙船団が地球に到来し、友好的だが謎多き宇宙人がもたらした高度な思想や
技術によって、地球文明のありようは一変する。かつてない豊かさと平和を享受する人
類の行く先は、バラ色に輝いているかに思えたが……。読み終えたとき、タイトルが意
味するところが初めて心に染み通って、しばし哲学的な思索にふけりたくなる。
　光文社古典新訳文庫版は、現代の読者がすんなり物語に入っていけるよう、21世紀に
時代を移して書き直された新しいプロローグを収録している。一方、1953年のオリジナ
ル版では、東西冷戦や米ソの宇宙開発競争を背景に、二つの強国をはるかに凌駕する力
が現れたことで平和が実現するという展開になっており、執筆当時のクラークが描いて
いた未来のヴィジョンの一端を垣間見ることができる。

（池田真紀子）

　この物語をはじめて読み通したのは、大学１年が終わった春休みのことだった。授業
で部分的に使った原書が手元にあったので、子どものころ日本語版は読みきれなかったっ
けと思い出しながら、なにげなくフランス語で読みはじめたのだ。そして、驚いた。印
象がまるで違う。テンポはいいし、時々くすっと笑えるし、胸にしみる言葉もいっぱい。
若かった私は、心の奥に孤独な気持ちや挫折感や、未来への焦りを抱えていたのだが、
そんな内面を包んで、前を向かせてくれるやさしさに満ちていた。
　それから四半世紀。そんな私が、新訳の訳者になろうとは。当時に立ち返るように、
私は心を躍らせて日本語にしていった――プライドの陰で愛を伝えきれなかったバラ。
ちょっとハードボイルドなヘビ。恋する人のような繊細さと、大事な人を支えようとす
る知恵をあわせ持つキツネ。純粋で毅然とした王子さま――生と死と愛、そして「いち
ばんたいせつなこと」をそっと教えてくれるこの１冊が、今度は読んでくれる人の内面
を包む “心のお守り” になってくれたらと、願いながら。

（河野万里子）

[Le Petit Prince ]
Saint-Exupéry

『星の王子さま』
サン＝テグジュペリ

河野万里子 訳
（新潮社）
¥480＋税



　核戦争が勃発し、学童疎開の飛行機が無人島に不時着。少年たちのサバイバル生活が始まる。
　初めは仲良く愉しくやっていた少年たちだが、しだいに仲間割れを起こし、陰惨な展開に。
　少年たちはだいたい 6 歳から12歳。流れるのは、あの独特な「小学生の時間」だ。
　たとえば少年たちは「お化け」を怖がる。超自然的なものを本気で怖がれるのはあの年頃
の特権だろう。
　私も小学生の頃はけっこう「お化け」が怖かった。私が小学生の頃は、夏に街を歩けば『四
谷怪談』の映画ポスターが脅かしてきたし、テレビをつければ、刑事ドラマが『四谷怪談』
をアレンジした話をやっていたりした。お岩さまのイメージが怖くて夜暗いところにひとり
で行けなかった。されど少年老いやすく、だんだん災害や人間の暴力など現実的なものしか
怖がれなくなっていった。
　この小説のテーマはホロコーストや核兵器を生んだ「人間の」悪だろうが、その悪の感受
の仕方が、懐かしいあの「小学生の時間」のものだ。それがぞくぞくする恐怖の詩情となっ
て私たちを魅する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（黒原敏行）

[Lord of the Flies]
William Golding

『蠅の王 [ 新訳版 ]』
ウィリアム・ゴールディング
黒原敏行 訳

（早川書房）
¥1,000＋税
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　多くの人から「こんなに悲しい物語だったのか」との感想を戴き、改めて思ったこと
はよく知られている作品なのに、実は読み通した人は少ないのだなという点だった。別
に責めているわけではない。そうした作品は山ほどあるはずだ。プルーストの異常に長
い小説、筆者の専門に近いところで言えば、デフォーの『ロビンソン・クルーソー』だって、
子ども向けのダイジェストで読んだ経験はあるけれど、原作を（もちろん翻訳でも）読ん
だ人は少ないはずだ。
　何しろ『フランケンシュタイン』には映画化がある。加えて、いつの間にか怪物の名
前がフランケンシュタインだと思われ､それがあまねく流布してしまった。怪物を生み出
した張本人がフランケンシュタインだとは。怪物は言葉も知らず、醜い姿ゆえにみんな
に疎まれることになる。必死で言葉を覚え連れ合いを欲しても､それが果たされることは
ない。自ら頼んだわけでもないのに、人間世界に放り出されてしまった存在。こうした
怪物の姿に自分を重ね合わせる人がいるのかもしれない。しかしそれはもっと悲しい話
である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小林章夫）

[ Frankens te in :
o r  The Modern Prometheus]

Mary Shelley

『フランケンシュタイン』
メアリー・シェリー

小林章夫 訳
（光文社）
¥781＋税
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　エラリイ・クイーンの作品16作の新訳を担当したが、１作だけお薦めを選ぶとしたら、
迷うことなく、この中期の傑作『災厄の町』。ミステリーとしての作りがシンプルで、人
間ドラマとして秀逸なので、はじめての人にとっても抜群に読みやすい。そして、ほか
にも大きな理由がふたつある。
　まず、新訳にあたって、旧訳から重大な変更があったこと（旧訳が誤訳というわけで
はない）。それはたったひとつの英単語の訳し方のちがいなのだが、そのせいで、犯人や
トリックは変わらないものの、犯行の動機や作品の読後感が旧訳とはかなり異なったも
のになったはずだ。詳細については、作品読了後に訳者あとがきを読んでもらいたいが、
まさに新訳の究極の楽しみがこの作品にはある。
　もうひとつは、中期のクイーンを語るうえで絶対不可欠な『十日間の不思議』の新訳
刊行をなんとしても実現したいこと。それには、前後に書かれた『災厄の町』と『九尾の猫』
が大いに売れなくてはいけない。えっ、理由？ それは……察してください。損はさせな
いから、ぜひ買って読んで !!　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（越前敏弥）

[ Ca lami ty  Town]
Ellery Queen

『災厄の町 [ 新訳版 ]』
エラリイ・クイーン

越前敏弥 訳
（早川書房）
¥1,200＋税

[Brave New World]
Aldous Huxley

『すばらしい新世界 [ 新訳版 ]』
オルダス・ハクスリー
大森 望 訳

（早川書房）
¥800＋税

　新訳の話をもらってから、四十数年ぶりに読み直し、あまりの面白さに仰天した。『す
ばらしい新世界』ってこんなバカな話だったの!? すべての人間が人工授精で生まれるか
ら、この世界には親子関係が存在しない。夫婦も家族もなく、フリーセックス推奨。だ
れもが複数の異性とカジュアルに交際し、セクハラ的なボディタッチも社会儀礼のうち。
３ＤのＶＲ体感映画が大人気で、熊の毛皮の敷物の上での濡れ場が、毛の一本一本の手
ざわりまでリアルに再現されていると評判だったりする。
　誰もがリア充なこの社会で、上級階層に属しているのにコミュ障がわざわいして満た
されない男が、文明社会を知らずに育った若者（野人）と出会い、彼をロンドンに連れ
てきたことでスターになるが……。と、こんな小説が今から七十五年も前に書かれてい
たとは。ハクスリーおそるべし。
　そんなわけで、最新モードの明るく楽しいディストピアＳＦを〝伊藤計劃以後〟の日
本にお届けするつもりで訳したのが、ハヤカワepi文庫の『すばらしい新世界〔新訳版〕』。
ぜひお試しください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大森 望）



1312

08 0808 07

　生涯、硬直した権威を嫌ったらしい作者の最後の作品。1949年に出版されて以来、周
期的に注目を浴びてきた。注目を浴びるのはどうやら、社会状況があまり好ましくない
と思える方向に動いていると感じられる時らしい。好ましくない状況は様々で、最近は
アメリカ発の「代替真実」との絡みで話題になり、たしかに作中には権力中枢による事
実の改竄、隠蔽がいやというほど書き込まれているが、そうした社会を好ましくないと
思ったり、感じたりするのはもちろん個人であって、つまるところ、権力による個人性
の抑圧が強く意識される状況になる度に、その状況に応じて読み手は力点の置き処を変
えながら、この作品を手に取るのだろう。したがって、いくつかのエピソードを発表時
の歴史的文脈と照合したり、作者の意図を忖度したりするのは専門家に任せ、ここに描
かれた恐ろしさを味わうことで自分を取り囲む状況へのアンテナの感度を上げる、とい
うのが一般読者の正しい振舞いかもしれない。そう、今なら「共謀罪って〈思考犯罪〉？」
と自問してみようか。

（高橋和久）

[Nineteen Eighty-Four]
George Orwell

『一九八四年 [ 新訳版 ]』
ジョージ・オーウェル

高橋和久 訳
（早川書房）

¥860＋税

[Nine Stories ]
J. D. Salinger

『ナイン・ストーリーズ』
J・D・サリンジャー
柴田元幸 訳

（ヴィレッジブックス）
¥680＋税

　『ナイン・ストーリーズ』の９短篇を全部訳す、というのは当初僕の構想にはありませ
んでした。それほど好きじゃない、ということではありません。サリンジャーについて
特に詳しいわけでもないし、そこまで自分が出る幕ではないだろうと思ったのです。た
だ「バナナフィッシュ日和」は大好きだったので、2008年に文芸誌をはじめて、毎回古典・
準古典の短篇を一本訳すと決めたときに、まっさきにこれを訳したいと思い、版権交渉
を依頼しました。当時まだ存命だった著者から返ってきた答えは、９本のうち１本だけ
を訳すのは許可しない、訳すなら 9 本全部訳すべし、というものでした。そう言われれば、
じゃあ全部訳そうじゃないの、という気になろうというもの。
　そういう非文学的な成り行きではじめた翻訳作業でしたが、予想はしていたけど訳し
ていて本当に面白かったです。サリンジャーの作品はとにかく、語り手や登場人物一人
ひとりの声がすごくリアルなので、訳しているというより彼らの声に耳を澄ましている
という感じでした。

（柴田元幸）
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　中学校のとき読んで、すげえ、こんな小説があるんだと、心底、驚いた。なにしろ、
ストリックランドという主人公が極端すぎる。40歳で仕事も妻子も捨て、パリにいって
画家になろうとするんだけど、その自己中ぶりが徹底している。まさに描くという狂気
に突き動かされている男なのだ。冷酷非情なのではない。他人がまったく目に入ってい
ないのだ。そんな人間は放っておけばいいのに、おせっかいで、お人好しのストルーヴェ
という男が世話をしようとする。彼も絵描きで、ろくな才能はないくせに、芸術をみる
目だけは人一倍鋭く、ストリックランドの驚異的な才能に惚れこんでいるのだから、い
いように利用される。あげくのはてに、ストルーヴェは妻まで引きずりこんで、まった
く救いのない悲喜劇へ突き進んでいく。ここまでが前半で、後半はタヒチ島に移住した
ストリックランドの晩年。この小説を読み終えて、妙に感動している自分に感動してし
まった。このとき、妙に感動している自分に感動する小説が、ぼくは好きなんだなと思っ
た。

（金原瑞人）

08 1008 09

　古風な衣装だんすにもぐりこみ、毛皮のコートを分けて奥へ進んでいくと、そこは雪
の降る夜の森で、ポツンと街灯が立っている……『ナルニア国物語第２巻　ライオンと魔
女と衣装だんす』のあまりにも有名なシーンだ。映画でもおなじみだが、ぜひ原作を読
んでほしい。映画よりずっと細やかにナルニアの世界が描かれている。
　今回の新訳にあたっては、「いま息をしている言葉で」訳すことはもちろん、世界のナ
ルニア・ファンとつながることのできる訳にすることも目ざした。刊行順も、世界標準
にしたがって作品中の時系列にそって出すことにしたので、第１巻『魔術師のおい』か
ら読んでいただくと、不思議な魔力を持つ衣装だんすの由来も、ナルニアの森の奥に街
灯が立っている理由も、わかるようになっている。50年前の訳で「プリン」となってい
たお菓子の名前も、原作どおり「ターキッシュ・デライト」とした。
　子ども向けのファンタジーと侮るなかれ。大人でないと読み取れないけっこう難しい
概念も、さらりとちりばめられている。人生で二度目のナルニアに、ぜひ。

（土屋京子）

[The Lion, the Witch and the Wardrobe]
C. S. Lewis

『ライオンと魔女と衣装だんす
ナルニア国物語 2』
C・S・ルイス
土屋京子 訳

（光文社）
¥660＋税

[The Moon and Sixpence ]
Somerset Maugham

『月と六ペンス』
サマセット・モーム

金原瑞人 訳
（新潮社）
¥630＋税
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　ドリトル先生ってすごいんです。だって、動物のことばがしゃべれるんですよ！　世
界じゅうの動物たちが先生のことが大好きで、先生のためなら力をあわせて何だってやっ
てくれます！　本作はそんなドリトル先生が、病気のサルたちを助けようとアフリカへ
渡って、動物たちと一緒に海賊と戦うお話です。人間にとっては、小太りのおかしなお
じさんでしかなくても、動物たちにとっては超有名人というギャップが、少年少女の心
をわしづかみにしてきたのでしょう。大人にはわからない、子どもと動物のファンタジー
世界。作品に充満するイギリス紳士の精神、イギリス文化の香りからも学ぶところは大
きく、児童文学の中で大きな位置をしめているのも頷けます。シリーズ全訳は井伏鱒二
以来の新訳です。これまでの訳で削られたり変更されたりしているところを、すっかり
全部訳してあります。食べ物や植物の名前も現代に合わせて正しく翻訳しました。ぜひ
読み比べて頂きたい自信作です。なお、本シリーズは、未邦訳の短編を13巻に、番外編
を14巻に収録した完全版です。

 （河合祥一郎）

　地面の下にある巣穴の中で春の大掃除に励むモグラ。周囲の土壁からじわじわとしみ
だしてくる新しい季節の精気を肌で受けとめた瞬間、もう掃除など手につかず、ほうき
をほっぽり投げて地上へ飛び出していくところから物語は始まる。暗い土中に長らくこ
もっていたモグラにとって、春の日ざしや小鳥のさえずりは、目にも耳にも痛いほど鮮
烈に響き、見るもの聞くものすべてが驚きと喜びに満ちている。英国の田園を舞台に百
年以上も前に書かれた動物ファンタジーである本作は日本でも昔から熱烈なファンが多
い。四季折々の美しい姿で小さな生き物たちを魅了しながら、ときに無情なまでに厳し
い面を見せる大自然。そのなかに自身の身丈にあった慎ましい住まいを構え、季節の恵
みに感謝しながら生きていくモグラやネズミの暮らしは、遠い昔から四季に寄り添って
生きてきた日本人の心の琴線に触れるのかもしれない。長らく石井桃子氏の名訳で親し
まれてきた本作が、新訳と新しい挿絵でまた新たな読者にも愛されるよう願ってやまな
い。

（杉田七重）

[The Wind in the Willows ]
Kenneth Grahame

『楽しい川辺』
ケネス・グレアム
杉田七重 訳

（西村書店）
¥2,200＋税

[The Story of Doctor Dolittle]
Hugh Lofting

『新訳　ドリトル先生アフリカへ行く』
ヒュー・ロフティング

河合祥一郎 訳
（KADOKAWA アスキー・メディアワークス）

¥560＋税



　新訳というからには旧訳がある。新訳をするからには、旧訳を超えねばならない。いや、
超えるとまではいかずとも、旧訳にない新しさをつけ加えねばならない。新訳『オペラ
座の怪人』で目ざした《新しさ》は、逆説的ながら《古めかしさ》だった。今から100
年以上昔に書かれた伝奇小説を、21世紀の今日によみがえらせる意義は、その古色を楽
しむことにあると思うからだ。
　オペラ座の地下に住みつく異形の怪人、可憐な歌姫、美男の青年貴族、謎のペルシャ
人らが繰り広げる愛憎劇はいささか荒唐無稽ながら、現代小説が持ちえないロマネスク
な魅力にあふれている。もちろん訳文自体は、あくまでも読みやすく平易であるべきだが、
そのなかに講談の名調子でも聞くような心地よさを込めたいと考えた。そういえば、拙
訳が日仏翻訳文学賞という賞を受けたとき、選考委員のひとりである堀江敏幸さんに「新
しい言葉と古い言葉がすれ違ってすっと頬を撫でるような感覚を覚える」と評していた
だいた。そんな感じを、多くの読者に抱いてもらえれば嬉しい。

（平岡 敦）

[Le Fantôme de L'Opéra]
Gaston Leroux

『オペラ座の怪人』
ガストン・ルルー

平岡 敦 訳
（光文社）

¥1,314＋税
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　マルコヴァルドさんは都会で暮らす工場労働者。子どもが６人もいて、生活はちっと
も楽ではありません。それでも、毎日の通勤や仕事の合間に、木の根もとから顔をのぞ
かせているキノコや一枚の葉っぱといった、自然のかけらを探し出しては空想をふくら
ませます。すると、「自分をとりまいていたみすぼらしい灰色の世の中が、ふいに豊かさ
を秘めた情けぶかい世界のように」思えてくるのです。少々ずっこけたマルコヴァルド
さんの言動を追うときの軽やかなユーモアと、詩のように洗練された緻密な自然描写。
カルヴィーノの得意技である緩急の効いた語りと、マルチな才能の持ち主であるセル
ジョ・トーファノの挿絵が相俟って、もはや芸術の域に達しているともいえる、５年分
の四季折々が詰まった現代版お伽噺集です。「少年文庫」におさまっていますが、都会で
息苦しさを感じながら、日々の仕事に追われている大人たちにこそ、ぜひ読んでいただ
きたい。カルヴィーノが描こうとした「世の中と自分自身の途方に暮れるほど不可解な
かかわり」が見えてくるかもしれません。

（関口英子）

[Marcovaldo]
Italo Calvino

『マルコヴァルドさんの四季』
イタロ・カルヴィーノ
関口英子 訳

（岩波書店）
 ¥680＋税



　おとなりの井上さんによる金原・井上訳の紹介文を読んでまず思ったのが、ライバル出
現！　といっても、訳のことではない（畏れ多くて）。ライバルはライバルでも、恋のライ
バル。なにしろ、黒ヒョウのバギーラは、わたしの初恋なのだ。賢く、強く、見目麗しく、クー
ルなようでいてモウグリに対する愛は人（人？）一倍、ジャングルと人間界を知りつくし
ている知恵者で……とにかくかっこよかった。井上さんも「特に黒ヒョウのバギーラ」と
書いていらっしゃるところを見ると、やはり彼の魅力のとりこになったようす。ぜひ今度
語り明かしましょう。
　今回の翻訳で数十年ぶりに再会したバギーラは、あいかわらず素敵で、ゲラの余白に「かっ
こいい！」と書きこんで（編集者の失笑を買って）しまったくらい。けれど、作者キプリ
ングを知った今、モウグリへの溺愛ぶりは、不遇な子ども時代を過ごしたキプリングの願
望が反映されているようで、切なくもある。ジャングルと人間界の狭間に囚われたモウグ
リの哀しみは、まさにインドと英国の間でゆれたキプリングの心情そのものだろう。子ど
もの頃はもちろん、大人になってからも手に取ってほしい一冊なのだ。　　　　（三辺律子）
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　 “おとなも子どもも楽しめます” という時々不審の目を向けてしまう謳い文句にこれほ
ど偽りのない本もない。この本には、何度読んでも “読み足りない” と思ってしまう生
き物のような魅力がある。世に知られる『ジャングル・ブック』は、詩と短編30からな
る２巻の短編集のうち、オオカミに育てられた少年モーグリを描く作品８つを編んだも
の。文藝春秋版は、青年になったモーグリを描いた１編が入って全９編。このモーグリが、
宿敵のトラに襲われようが飢え死にしかけようが、常にいさましく、それでいて人にも
獣にもなりきれないペーソスを抱えていて……最高だ。仲間の獣たちも（とくに黒ヒョ
ウのバギーラ）、クールで愛情深くて本当にかっこいい。
　訳す前には金原師匠はじめ先輩方の翻訳を拝読し、物語をすっかり堪能したうえで原
文に向かった――つもりが、いざ訳すと、そこにはまた、初めてみるようなモーグリの
表情があった。校正まで入れるといったい何度読んだかわからない。それでもまだ、“訳
し足りない” ような気分がしている。

（井上 里）

[The Jungle Book]
Rudyard Kipling

『ジャングル・ブック』
ラドヤード・キプリング

金原瑞人 監訳 / 井上 里 訳
（文藝春秋）

¥550＋税

[The Jungle Book, The Second Jungle Book ]
Rudyard Kipling

『ジャングル・ブック』
ラドヤード・キプリング
三辺律子 訳

（岩波書店）
¥800＋税
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編集・発行
金原瑞人（法政大学教授・翻訳家）

協力
宮坂宏美　田中亜希子　中村久里子

２０１7年6月 発行

新訳が出るたびに、つい買ってしまう。この訳者は、作者の文章をどん
なふうにきいているんだろう、それが気になる。そして読むたびに、深
くうなずく。そうか、この人にこの作品はこんなふうに響いているのだ
と、納得させられてしまう。

編集
三辺律子（英米文学翻訳家）

イラスト・ブックデザイン

古典と聞くと、それだけでなんだか格調が高くて小難しそう気がする。
でも、実はストーカー男や、玉の輿狙いの女の子や、中二病少年の話だっ
たりする、ということに気づかせてくれたのが新訳だった。当時の人た
ちもそんなふうに読んでいたのかも！

オザワミカ（イラストレーターとかいろいろ）

最近、BOOKMARKで [ 新訳 ] と表記されたタイトルをいくつか見て、
「新訳ってなんのためにあるのだろう」と思っていた無知な私ですが、
今回の企画で納得。
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URL：kanehara.jp/bookmark/
Twitter：@bookmarkFB
Facebook：facebook.com/bookmarkfreebooklet/

印刷：グラフィック

増田沙織
Masuda Saori
https://www.saori-masuda.com

「人の風景iii_2017」
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