
1.東アジア
№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

1 深い河(ディープ・リバー)    遠藤 周作　　著 講談社 1993.6 9136/ｴｼ6 一般書庫 インド

2 楽園の鳥  カルカッタ幻想曲  寮 美千子　　著 講談社 2004.1 9136/ﾘﾐ 1 一般開架 インド

3 現代版ラーマーヤナ物語    ラクシュミ・ラー　　編著而立書房 2013.6 92988/10 一般開架 インド

4 風塵地帯    三好 徹　　著 三一書房 1966.9 9136/MI91 書庫ＣＬ インドネシア

5 熱帯安楽椅子    山田 詠美　　著 集英社 1987.6 9136/Y19 書庫ＣＬ インドネシア・バリ

6 マリカの永い夜／バリ夢日記    吉本 ばなな　　著 幻冬舎 1994.3 9136/Y91 書庫ＣＬ インドネシア・バリ

7 花を運ぶ妹    池沢 夏樹　　著 文芸春秋 2000.4 9136/ｲﾅ 6 一般書庫 インドネシア・バリ

8 7 days in Bali    田口 ランディ　著 筑摩書房 2002.9 9136/ﾀﾗ  5 一般書庫 インドネシア・バリ

9 海賊モア船長の遍歴    多島 斗志之　　著 中央公論社 1998.7 9136/ﾀﾄ4 一般書庫 インド洋

10 太王四神記    上 安 秉道　　著 晩聲社 2008.4 92913/ｱﾋ1/1一般開架 韓国

11 太王四神記    下 安 秉道　　著 晩聲社 2008.6 92913/ｱﾋ1/2一般開架 韓国

12 冬のソナタ    上 キム ウニ　　著 日本放送出版協会 2003.6 92913/ｷｳ13/1 一般開架 韓国

13 冬のソナタ    下 キム ウニ　　著 日本放送出版協会 2003.6 92913/ｷｳ13/2 一般開架 韓国

14 私たちの幸せな時間    孔 枝泳　　著 新潮社 2007.5 92913/ｺｼ 7 一般開架 韓国

15 トガニ  幼き瞳の告発  孔 枝泳　　著 新潮社 2012.5 92913/ｺｼ11 一般開架 韓国

16 マイスウィートソウル    チョン イヒョン　　著 講談社 2007.11 92913/ﾁｲ 4 一般開架 韓国

17 韃靼の馬    辻原 登　　著 日本経済新聞出版社 2011.7 9136/ﾂﾉ16 一般開架 韓国・モンゴル

18 ラッフルズホテル    村上 竜　　著 集英社 1989.9 9136/MU43 書庫ＣＬ シンガポール

19 タマリンドの木    池沢 夏樹　　著 文芸春秋 1991.9 9136/I35 書庫ＣＬ タイ

20 サヨナライツカ    辻 仁成　　著 世界文化社 2001.1 9136/ﾂﾋ 14 一般書庫 タイ

21 水の宴    中上 紀　　著 集英社 2005.7 9136/ﾅﾉ10 一般書庫 タイ
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 今回は、昨年の夏に引き続き、「小説の舞台を旅してみよう！」の第２弾として、外国が舞台となっている小説を集
めました。 
 「赤毛のアン」といえばカナダが舞台の物語、シャーロックホームズはイギリスのロンドン･･････とすぐに舞台が浮かぶ
有名な作品から、歴史を遡った時代小説、文豪の書いた名作、日本人作家が海外を舞台に描いたミステリー小説で
映画化やドラマ化された作品等。 
 小説の場面を思い浮かべれば、主人公の姿や、当時の文豪たちの面影が浮かんでくるかもしれませんね。どこか遠
くへ旅行へでも行ってみたいと思っても、現実には難しいですが、せめて、小説を読んで、世界のさまざまな場所に思
いを馳せれば、世界一周の旅行気分が味わえると思いますよ。まずは、どこの国から旅を始めましょうか？ 



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

22 愉楽の園    宮本 輝　　著 文芸春秋 1989.3 9136/ﾐﾃ8 一般書庫 タイ

23 元職員    吉田 修一　　著 講談社 2008.11 9136/ﾖｼ23 一般開架 タイ

24 夜光虫    馳 星周　　著 角川書店 1998.8 9136/ﾊｾ1 一般書庫 台湾

25 路(ルウ)    吉田 修一　　著 文藝春秋 2012.11 9136/ﾖｼ29 一般開架 台湾

26 月下上海    山口 恵以子　　著 文藝春秋 2013.6 9136/ﾔｴ12 一般開架 上海

27 わたしたちが孤児だったころ    カズオ・イシグロ　　著 早川書房 2001.4 9337/ｲｶ   2 一般書庫 上海　ロンドン

28 中原の虹    第1巻 浅田 次郎　　著 講談社 2006.9 9136/ｱｼ63/1 一般書庫 中国

29 中原の虹    第2巻 浅田 次郎　　著 講談社 2006.11 9136/ｱｼ 63/2 一般書庫 中国

30 中原の虹    第3巻 浅田 次郎　　著 講談社 2007.5 9136/ｱｼ63/3 一般書庫 中国

31 中原の虹    第4巻 浅田 次郎　　著 講談社 2007.11 9136/ｱｼ 63/4 一般書庫 中国

32 蒼穹の昴    上 浅田 次郎　　著 講談社 1996.4 9136/ｱｼ3/1 一般書庫 中国

33 蒼穹の昴    下 浅田 次郎　　著 講談社 1996.4 9136/ｱｼ3/2 一般書庫 中国

34 月花の旅人    中上 紀　　著 毎日新聞社 2007.7 9136/ﾅﾉ 12 一般開架 中国

35 神なるオオカミ    上 姜 戎　　著 講談社 2007.11 9237/ｼﾛ 1/1 一般開架 中国

36 神なるオオカミ    下 姜 戎　　著 講談社 2007.11 9237/ｼﾛ 1/2 一般開架 中国

37 井上靖全集    第12巻　「敦煌」「蒼き狼」 井上 靖　　著 新潮社 1996.4 91868/ｲﾔ1/12 一般書庫 中国・モンゴル

38 虹の谷の五月    船戸 与一　　著 集英社 2000.5 9136/ﾌﾖ 15 一般書庫 フィリピン

39 イルストラード    ミゲル・シフーコ　　著 白水社 2011.6 9337/ｼﾐ 3 一般開架 フィリピン

40 陽はメコンに沈む    伴野 朗　　著 講談社 1977 9136/TO62 書庫ＣＬ ベトナム

41 アジアの隼    黒木 亮　　著 祥伝社 2002.4 9136/ｸﾘ 2 一般書庫 ベトナム

42 マンゴー・レイン    馳 星周　　著 角川書店 2002.9 9136/ﾊｾ10 一般書庫 ベトナム

43 戦争の悲しみ    バオ・ニン　　著 めるくまーる 1997.7 92937/ﾊ1 一般書庫 ベトナム

44 はるか遠い日  あるベトナム兵士の回想  レ・リュー　　著 めこん 2000.5 92937/ﾚ  1 一般書庫 ベトナム

45 ナニカアル    桐野 夏生　　著 新潮社 2010.2 9136/ｷﾅ37 一般開架 ボルネオ

46 影の旅行者    黒岩 重吾　　著 文芸春秋 1966 9136/KU73/1 書庫ＣＬ 香港

47 蛇頭(スネークヘツド)    西木 正明　　著 講談社 1985.9 9136/N83 書庫ＣＬ 香港

48 香港迷宮行    山崎 洋子　　著 講談社 1988.4 9136/Y48 書庫ＣＬ 香港

49 ビルマの竪琴    竹山 道雄　　著 新潮社 1973.1 9136/TA68 書庫ＣＬ ミャンマー

50 血の絆    ジャーネージョー・ママレー　著 毎日新聞社 1978 92935/ｼﾏ1 一般書庫 ミャンマー

51 蒼き狼の血脈    小前 亮　　著 文藝春秋 2009.11 9136/ｺﾘ6 一般開架 モンゴル



２.西アジア

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

52 アラビアンナイトストーリー    實吉 達郎　　訳著 新紀元社 2006.1 92976/4 一般開架 イスラム圏

53 砂のクロニクル    船戸 与一　　著 毎日新聞社 1991.11 9136/F89 書庫ＣＬ イラン

54 砂丘を越えて  現代サウディ文学選集  中田 考　　監修 日本サウディアラビア協会 2009.4 92976/7 一般開架 サウジアラビア

55 アラビアのロレンス    R・グレーヴス　　 著　　 平凡社 1963.1 2893/ﾛﾄ1 一般書庫 シリア

56 わたしの名は紅    オルハン・パムク　　 著　　 藤原書店 2004.11 92957/ﾊｵ1 一般書庫 トルコ

57 草原の椅子    上 宮本 輝　　著 毎日新聞社 1999.5 9136/ﾐﾃ10/1 一般書庫 パキスタン

58 草原の椅子    下 宮本 輝　　著 毎日新聞社 1999.5 9136/ﾐﾃ10/2 一般書庫 パキスタン

59 破断層    広河 隆一　　著 講談社 1987.3 9136/H71 書庫ＣＬ パレスチナ

60 高丘親王航海記    渋沢 竜彦　　著 文芸春秋 1987.1 9136/SH21 書庫ＣＬ 南シナ海

3.ヨーロッパ

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

61 漱石と倫敦ミイラ殺人事件    島田 荘司　　著 集英社 1987.1 9136/SH36 書庫ＣＬ イギリス

62 オリエント急行殺人事件    クリスティー　　 著　　 講談社 1978 933/KU67 書庫ＣＬ イギリス

63 ジェーン・エア    上巻 シャーロット・ブロンテ　　 著　　 新潮社 1981 9336/B93/1 書庫ＣＬ イギリス

64 ジェーン・エア    下巻 シャーロット・ブロンテ　　 著　　 新潮社 1981 9336/B93/2 書庫ＣＬ イギリス

65 高慢と偏見    上 ジェーン・オースティン　　作 岩波書店 2002.11 9336/ｵｼ7/1 一般書庫 イギリス

66 高慢と偏見    下 ジェーン・オースティン　　作 岩波書店 2002.11 9336/ｵｼ7/2 一般書庫 イギリス

67 大いなる遺産    上 ディケンズ　　 著　　 新潮社 2013.1 9336/ﾃﾁ17/1 一般開架 イギリス

68 大いなる遺産    下 ディケンズ　　 著　　 新潮社 2013.1 9336/ﾃﾁ 17/2 一般開架 イギリス

69 シャーロック・ホームズ全集    1 アーサー・コナン・ドイル　　著 河出書房新社 1997.9 9336/ﾄｱ1/1 一般書庫 イギリス

70 嵐が丘    上 E.ブロンテ　　著 光文社 2010.1 9336/ﾌｴ 5/1 一般開架 イギリス

71 嵐が丘    下 E.ブロンテ　　著 光文社 2010.3 9336/ﾌｴ5/2 一般開架 イギリス

72 女王エリザベスと寵臣ウォルター・ローリー    上 ローズマリ・サトクリフ　　著 原書房 2007.12 9337/ｻﾛ14/1 一般開架 イギリス

73 女王エリザベスと寵臣ウォルター・ローリー    下 ローズマリ・サトクリフ　　著 原書房 2007.12 9337/ｻﾛ14/2 一般開架 イギリス

74 シャーロック・ホームズの大冒険    上 マイク・アシュレイ　　編 原書房 2009.7 93378/75/1 一般開架 イギリス

75 シャーロック・ホームズの大冒険    下 マイク・アシュレイ　　編 原書房 2009.12 93378/75/2 一般開架 イギリス

76 冷静と情熱のあいだ  Rosso  江国 香織　　著 角川書店 1999.9 9136/ｴｶ4 一般書庫 イタリア

77 ピエタ    大島 真寿美　　著 ポプラ社 2011.2 9136/ｵﾏ33 一般開架 イタリア

78 冷静と情熱のあいだ  Blu  辻 仁成　　著 角川書店 1999.9 9136/ﾂﾋ10 一般書庫 イタリア

79 イタリア・トスカーナの休日    フランシス・メイズ　　著 早川書房 1998.5 9357/ﾒﾌ１ 一般書庫 イタリア

80 薔薇の名前    上 ウンベルト・エーコ　　著 東京創元社 1990.1 973/ｴｳ1/1
一般書

庫 イタリア

81 薔薇の名前    下 ウンベルト・エーコ　　著 東京創元社 1990.1 973/ｴｳ1/2
一般書

庫 イタリア

82 デカメロン    ボッカッチョ　　著 河出書房新社 2012.1 973/ﾎｼ 5 一般開架 イタリア



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

83
塩野七生ルネサンス著作集  4
「海の都の物語　上」 塩野 七生　　著 新潮社 2001.8 23704/10/4 一般書庫 ヴェネチア

84
塩野七生ルネサンス著作集  5
「海の都の物語　下」 塩野 七生　　著 新潮社 2001.8 23704/10/5 一般書庫 　ヴェネチア

85 システィーナ・スカル    柄刀 一　　著 実業之日本社 2010.11 9136/ﾂﾊ 7 一般開架 フィレンツェ

86 天使と悪魔    ダン・ブラウン　　著 角川書店 2006.12 9337/ﾌﾀ     2 一般開架 ヴァチカン

87 双頭のバビロン    皆川 博子　　著 東京創元社 2012.4 9136/ﾐﾋ24 一般開架 オーストリア・上海・アメリカ

88 アムステルダム運河殺人事件    松本 清張　　著 朝日新聞社 1970 9136/MA81 書庫ＣＬ オランダ

89 海辺の扉    上 宮本 輝　　著 角川書店 1991.1 9136/MI77/1 書庫ＣＬ ギリシャ

90 海辺の扉    下 宮本 輝　　著 角川書店 1991.1 9136/MI77/2 書庫ＣＬ ギリシャ

91 クロアチア物語  中欧・ある家族の二十世紀  スポメンカ・シュティメツ　　著日本図書刊行会 1999.2 99916/1 一般開架 クロアチア

92 楽園のカンヴァス    原田 マハ　　 著　　 新潮社 2012.1 9136/ﾊﾏ99 一般開架 スイス

93 ミレニアム    1[上] スティーグ・ラーソン　　著 早川書房 2008.12 94983/ﾗｽ 1/1-1一般開架 スウェーデン

94 ミレニアム    1[下] スティーグ・ラーソン　　著 早川書房 2008.12 94983/ﾗｽ 1/1-2 一般開架 スウェーデン

95 ミレニアム    2[上] スティーグ・ラーソン　　著 早川書房 2009.4 94983/ﾗｽ 1/2-1一般開架 スウェーデン

96 ミレニアム    2[下] スティーグ・ラーソン　　著 早川書房 2009.4 94983/ﾗｽ 1/2-2一般開架 スウェーデン

97 ミレニアム    3[上] スティーグ・ラーソン　　著 早川書房 2009.7 94983/ﾗｽ 1/3-1 一般開架 スウェーデン

98 ミレニアム    3[下] スティーグ・ラーソン　　著 早川書房 2009.7 94983/ﾗｽ1/3-2一般開架 フランス

99 世界文学全集 第64　誰がために鐘は鳴る 綜合社　　編 集英社 1968 908/22/64 一般書庫 スペイン

100 カディスの赤い星    逢坂 剛　　著 講談社 1986.7 9136/ｵｺ1
一般書

庫 スペイン

101 燃える地の果てに    逢坂 剛　　著 文芸春秋 1998.8 9136/ｵｺ7 一般書庫 スペイン

102 テロルの季節    佐伯 泰英　　著 ベストセラーズ 2005.8 9136/ｻﾔ 3 一般開架 スペイン

103 ユダの季節    佐伯 泰英　　著 ベストセラーズ 2005.7 9136/ｻﾔ 4 一般開架 スペイン

104 アルハンブラ  光の迷宮 風の回廊  佐伯 泰英　　著 集英社 1983.2 916/SA14 書庫ＣＬ スペイン

105 ドン・キホーテ  新訳  前編 セルバンテス　　著 彩流社 2012.11 963/ｾﾐ16/1 一般開架 スペイン

106 ドン・キホーテ  新訳  後編 セルバンテス　　著 彩流社 2012.11 963/ｾﾐ16/2 一般開架 スペイン

107 風の影    上 カルロス・ルイス・サフォン　　著 集英社 2006.7 963/ﾙｶ     1/1一般書庫 スペイン

108 風の影    下 カルロス・ルイス・サフォン　　著 集英社 2007.7 963/ﾙｶ     1/2一般書庫 スペイン

109 夜な夜な天使は舞い降りる    パヴェル・ブリッチ　　著 東宣出版 2012.11 98953/ﾌﾊ     1 一般開架 チェコ

110 森鷗外集  独逸三部作  森 鷗外　　著 和泉書院 1985.4 9136/MO45 書庫ＣＬ ドイツ

111 雲をつかむ話    多和田 葉子　　著 講談社 2012.4 9136/ﾀﾖ72 一般開架 ドイツ

112 ドナウの旅人    上 宮本 輝　　著 朝日新聞社 1985.6 9136/ﾐﾃ3/1 一般書庫 ドイツ

113 ドナウの旅人    下 宮本 輝　　著 朝日新聞社 1985.6 9136/ﾐﾃ3/2 一般書庫 ドイツ

114 ジャムの真昼    皆川 博子　　著 集英社 2000.1 9136/ﾐﾋ 11 一般書庫 ドイツ

115 聖餐城    皆川 博子　　著 光文社 2007.4 9136/ﾐﾋ 21 一般開架 ドイツ

116 オルガニスト    山之口 洋　　著 新潮社 1998.12 9136/ﾔﾖ5 一般書庫 ドイツ

117 寒い国から帰ってきたスパイ    ジョン・ル・カレ　　 著　　 早川書房 1975 9337/R84 書庫ＣＬ ドイツ



№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

118 葡萄と郷愁    宮本 輝　　著 光文社 1986.6 9136/MI77 書庫ＣＬ ハンガリー

119 ブダペストに春がきた他    カリンティ・フェレンツ　ほか著 恒文社 1978 99373/ｶﾌ2 一般書庫 ハンガリー

120 白い死神  THE LEGEND OF SIMO HAYHA  ペトリ・サルヤネン　　著 アルファポリス 2012.3 99361/ｻﾍ     1 一般開架 フィンランド

121 王妃の館    上 浅田 次郎　著 集英社 2001.7 9136/ｱｼ 34/1一般書庫 フランス

122 王妃の館    下 浅田 次郎　著 集英社 2001.7 9136/ｱｼ 34/2一般書庫 フランス

123 かの名はポンパドール    佐藤 賢一　著 世界文化社 2013.9 9136/ｻｹ 32 一般開架 フランス

124 黒王妃    佐藤 賢一　著 講談社 2012.12 9136/ｻｹ31 一般開架 フランス

125 ミッテラン・コード  パリに隠されたミッテラン大統領の秘密の暗号  白木 正四郎　著 海鳥社 2008.5 9136/ｼﾏ53 一般開架 フランス

126 ダ・ヴィンチ・コード    上 ダン・ブラウン　著 角川書店 2004.5 9337/ﾌﾀ3/1 一般書庫 フランス

127 ダ・ヴィンチ・コード    下 ダン・ブラウン　　著 角川書店 2004.5 9337/ﾌﾀ3/2 一般書庫 フランス

128 レ・ミゼラブル    1 ユゴー　　著 筑摩書房 2012.11 9536/ﾕｳ4/1 一般開架 フランス

129 レ・ミゼラブル    2 ユゴー　　著 筑摩書房 2012.12 9536/ﾕｳ4/2 一般開架 フランス

130 レ・ミゼラブル    3 ユゴー　　著 筑摩書房 2013.1 9536/ﾕｳ4/3 一般開架 フランス

131 レ・ミゼラブル    4 ユゴー　　著 筑摩書房 2013.2 9536/ﾕｳ4/4 一般開架 フランス

132 レ・ミゼラブル    5 ユゴー　　著 筑摩書房 2014.2 9536/ﾕｳ4/5 一般開架 フランス

133 少年十字軍    皆川 博子　　著 ポプラ社 2013.3 9136/ﾐﾋ 26 一般開架 フランス・エルサレム

134 ワルシャワの燕たち    五木 寛之　　著 集英社 1991.6 9136/I91 書庫ＣＬ ポーランド

135 ここに地終わり海始まる    上 宮本 輝　　著 講談社 1991.1 9136/MI77/1 書庫ＣＬ ポルトガル

136 ここに地終わり海始まる    下 宮本 輝　　著 講談社 1991.1 9136/MI77/2 書庫ＣＬ ポルトガル

137 黒の回廊    松本 清張　　 著　　 文芸春秋 1980 9136/MA81 書庫ＣＬ ヨーロッパ

138 ザ・ロスチャイルド    渋井 真帆　　著 ダイヤモンド社 2013.6 9136/ｼﾏ 60 一般開架 ヨーロッパ

139 ラトビアの霧    中津 文彦　　著 講談社 1988.11 9136/N43 書庫ＣＬ ラトビア

140 オリガ・モリソヴナの反語法    米原 万里　　著 集英社 2002.1 9136/ﾖﾏ 3 一般開架 ロシア

141 ゴーリキー・パーク    マーティン・クルーズ・スミス　　著 早川書房 1982.8 9337/SU64 書庫ＣＬ ロシア

142 チャイルド44    上 トム・ロブ・スミス　　 著　　 新潮社 2008.9 9337/ｽﾄ3/1 一般開架 ロシア

143 チャイルド44    下 トム・ロブ・スミス　　 著　　 新潮社 2008.9 9337/ｽﾄ3/2 一般開架 ロシア

144 ドクトル・ジヴァゴ    ボリース・パステルナーク　　著未知谷 2013.4 983/ﾊﾎ 4 一般開架 ロシア

145 大尉の娘    
アレクサンドル・セルゲーエ
ヴィチ・プーシキン　　 著 未知谷 2013.11 983/ﾌｱ 7 一般開架 ロシア

  本を読んで旅気分！ 
 ミステリ－小説は、様々な土地が舞台となっています。本を読んで、その土地にいってみたいと思うことでしょう。
海外のミステリーは何を読んだらいいかわからないという方は案内書から目を通してみてはいかがでしょうか？ 
 
○「極私的ミステリー年代記(クロニクル) 上（1993～2002）」論創社 2013年 
  「極私的ミステリー年代記(クロニクル) 下（2003～2012）」論創社 2013年 
○「ミステリが読みたい!  2012年版 」早川書房2012年 
○「謎解き名作ミステリ講座 」講談社 2011年 
○「新海外ミステリ・ガイド」論創社 2011年 
○「ミステリで知る世界120ヵ国  開発途上国ミステリ案内」早川書房 1993年   
 



４.アフリカ

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

146 砂漠の薔薇    赤羽 堯　　著 講談社 1996.1 9136/ｱﾀ9 一般書庫 アルジェリア

147 ナイルに死す    アガサ・クリスティー　　著 早川書房 1979 9337/KU67 書庫ＣＬ エジプト

148 ぼっぼっぼくらはエジプト探険団    吉村 作治　　著 アスコム 2006.8 9136/ﾖｻ 3 一般開架 エジプト

149 張り出し窓の街    ナギーブ・マフフーズ　　著 国書刊行会 2011.12 92976/ﾏﾅ 6 一般開架 エジプト　カイロ

150 夜明け    ナギーブ・マフフーズ　　著 国書刊行会 2012.5 92976/ﾏﾅ 8 一般開架 エジプト　カイロ

151 欲望の裏通り    ナギーブ・マフフーズ　　著 国書刊行会 2012.2 92976/ﾏﾅ7 一般開架 エジプト　カイロ

152 サハラ    笹本 稜平　　著 徳間書店 2008.4 9136/ｻﾘ28 一般開架 北アフリカ

153 ガダラの豚    中島 らも　　著 実業之日本社 1993.3 9136/N34 書庫ＣＬ ケニア

154 サファリの誘拐者    豊田 行二　　著 光文社 1980.7 9136/TO83 書庫ＣＬ ケニア

155 ふりかえれば、サバンナ    西木 正明　　著 光風社出版 1985.11 9136/N83 書庫ＣＬ ケニア

156 ジェノサイド    高野 和明　　著 角川書店 2011.3 9136/ﾀｶ58 一般開架 コンゴ

157 失われた黄金都市    マイクル・クライトン　　著 早川書房 1982.11 9337/KU52 書庫ＣＬ コンゴ

158 黒い国境    檜山 良昭　　著 徳間書店 1982.6 9136/H79 書庫ＣＬ 南アフリカ

159 アルケミスト    パウロ・コエーリョ　　著 角川書店 2001.12 9693/ｺﾊ     3 一般書庫 スペイン・エジプト

５.オセアニア

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

160 ガイアの季節    有沢 創司　　著 新潮社 1995.6 9136/A76 書庫ＣＬ オーストラリア

161 さようなら、オレンジ    岩城 けい　　著 筑摩書房 2013.8 9136/ｲｹ31 一般開架 オーストラリア

162 はじまりのうたをさがす旅  赤い風のソングライン  川端 裕人　　著 文芸春秋 2004.9 9136/ｶﾋ34 一般書庫 オーストラリア

163 ダイヤモンド・ドッグ  《多文化を映す》現代オーストラリア短編小説集  ケイト=ダリアン・スミス　　編 現代企画室 2008.5 93378/67 一般開架 オーストラリア

164 南の大地のうた    中西 善信　　著 東洋出版 1996.12 K9/A2924 協力保存 オーストラリア

165 虹    吉本 ばなな　　著 幻冬舎 2002.5 9136/ﾖﾊ11 一般書庫 タヒチ

166 死闘館　我が血を嗣ぐもの 伯方 雪日　著 東京創元社 2010.6 9136/ﾊﾕ19 一般開架 ニュージーランド

167 パプア・ニューギニア小説集    マイク・グレイカス　　編集 三重大学出版会 2008.7 93378/70 一般開架 パプアニューギニア

168 中島敦全集    1　「光と風と夢」「南島譚」 中島 敦　　著 筑摩書房 2001.1 91868/ﾅｱ1/1一般書庫 パラオ



６.北アメリカ

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

169 Pay day!!!    山田 詠美　　著 新潮社 2003.3 9136/ﾔｴ 8 一般書庫 アメリカ

170 アリゾナ無宿    逢坂 剛　　著 新潮社 2002.4 9136/ｵｺ15 一般書庫 アメリカ

171 アンダーソン家のヨメ    野中 柊　　著 福武書店 1992.9 9136/N95 書庫ＣＬ アメリカ

172 エデンの東　上 ジョン・スタインベック　　著 早川書房 2005.5 9337/ｽｼ 7/1 一般開架 アメリカ

173 エデンの東  下 ジョン・スタインベック　　著 早川書房 2005.5 9337/ｽｼ 7/2 一般開架 アメリカ

174 グリーン・クリスマス    野中 柊　　著 福武書店 1993.8 9136/N95 書庫ＣＬ アメリカ

175 デセプション・ポイント上 ダン・ブラウン　　著 角川書店 2005.4 9337/ﾌﾀ     5/1一般書庫 アメリカ

176 デセプション・ポイント下 ダン・ブラウン　　著 角川書店 2005.4 9337/ﾌﾀ     5 一般書庫 アメリカ

177 プラダを着た悪魔    ローレン・ワイズバーガー　　著 早川書房 2003.12 9337/ﾜﾛ  1 一般開架 アメリカ

178 ボーン・コレクター    ジェフリー・ディーヴァー　　著 文芸春秋 1999.9 9337/ﾃｼ6 一般書庫 アメリカ

179 マルタの鷹    ダシール・ハメット　　著 河出書房新社 1985.7 9337/H26 書庫ＣＬ アメリカ

180 ライ麦畑でつかまえて    J.D.サリンジャー　　 著　　 白水社 1984.5 9337/SA69 書庫ＣＬ アメリカ

181 ロスト・シンボル 上 ダン・ブラウン　　著 角川書店 2010.3 9337/ﾌﾀ    11一般開架 アメリカ

182 ロスト・シンボル 下 ダン・ブラウン　　著 角川書店 2010.3 9337/ﾌﾀ    11 一般開架 アメリカ

183 河出世界文学全集22「風と共に去りぬ」１ 河出書房新社 1989.1 908/13/22 一般書庫 アメリカ

184 河出世界文学全集 23「風と共に去りぬ」２ 河出書房新社 1989.1 908/13/23 一般書庫 アメリカ

185 死の接吻    アイラ・レヴィン　　著 早川書房 1970 933/R22 書庫ＣＬ アメリカ

186 秘密の花園    バーネット　　 著　　 新潮社 1991 9337/B18 書庫ＣＬ アメリカ

187 翼　Cry for the moon， 村山 由佳　　著 集英社 1997.9 9136/ﾑﾕ1 一般書庫 アメリカ

188 ボーダーライン    真保 裕一　　著 集英社 1999.9 9136/ｼﾕ 6 一般書庫 アメリカ・メキシコ

189 非合法員    船戸 与一　　著 講談社 1979.3 9136/F89 書庫ＣＬ アメリカ・メキシコ

190 国境の女    夏樹 静子　　著 講談社 1983.7 9136/N58 書庫ＣＬ メキシコ

191 アンの愛情    ルーシー・モード・モンゴメリ　　著 新潮社 1981 933/MO33 書庫ＣＬ カナダ

192 アンの夢の家    ルーシー・モード・モンゴメリ　　著 新潮社 1981 933/MO33 書庫ＣＬ カナダ

193 アンの娘リラ    モンゴメリ　　 著　　 新潮社 1979 9337/MO33 書庫ＣＬ カナダ

194 アンの友達    ルーシー・モード・モンゴメリ　　著 新潮社 1981 9337/MO33 書庫ＣＬ カナダ

195 アンをめぐる人々    モンゴメリ　　 著　　 新潮社 1989 9337/MO33 書庫ＣＬ カナダ

196 赤毛のアン    ルーシー・モード・モンゴメリ　　著 新潮社 1981 9337/MO33 書庫ＣＬ カナダ

197 虹の谷のアン    モンゴメリ　　 著　　 新潮社 1979 933/MO33 書庫ＣＬ カナダ

198 愛と永遠の青い空  They rest in peace  辻 仁成　　著 幻冬舎 2002.12 9136/ﾂﾋ17 一般開架 ハワイ

199 生(レア)    山口 洋子　　著 文芸春秋 1999.12 9136/ﾔﾖ 8 一般書庫 ハワイ

200 南十字星(サザン・クロス)ホテルにて    喜多嶋 隆　　著 天山出版 1989.6 9136/KI65 書庫ＣＬ ハワイ

201 風車祭(カジマヤー)    池上 永一　　著 文芸春秋 1997.11 9136/ｲｴ１ 一般書庫 ハワイ

202 ハワイイ紀行    池沢 夏樹　　著 新潮社 1996.8 9156/ｲﾅ 1 一般書庫 ハワイ



７.南アメリカ

№ 書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 場所名 国・都市

203 オブリビオンー忘却    大石 直紀　　著 角川書店 2006.5 9136/ｵﾅ 3 一般書庫 アルゼンチン

204 不倫と南米    吉本 ばなな　　著 幻冬舎 2000.3 9136/ﾖﾊ  4 一般書庫 アルゼンチン

205 アルゼンチンババア    よしもと ばなな　　著 ロッキング・オン 2002.12 9136/ﾖﾊ13 一般書庫 アルゼンチン

206 C.H.E.    井上 尚登　　著 角川書店 2000.5 9136/ｲﾅ 7 一般書庫 キューバ

207 タナトス    村上 竜　　著 集英社 2001.3 9136/ﾑﾘ 17 一般書庫 キューバ

208 老人と海    E.ヘミングウェイ　　著 柏艪舎 2013.9 9337/ﾍｱ18 一般開架 キューバ

209 グレアム・グリーン全集    15　「ハバナの男」 グレアム・グリーン　　著 早川書房 1979.11 938/ｸｸ1/15 一般書庫 キューバ

210 死がお待ちかね    ベゴーニャ・ロペス　　著 文芸春秋 1989.7 963/R69 書庫ＣＬ キューバ

211 伝説なき地    上 船戸 与一　　著 講談社 1988.6 9136/F89/1 書庫ＣＬ コロンビア

212 伝説なき地    下 船戸 与一　　著 講談社 1988.6 9136/F89/2 書庫ＣＬ コロンビア

213 サウダージ    垣根 涼介　　著 文芸春秋 2004.8 9136/ｶﾘ10 一般書庫 コロンビア

214 戒厳令の夜    上 五木 寛之　　著 新潮社 1980 9136/I91/1 書庫ＣＬ チリ・ヨーロッパ

215 戒厳令の夜    下 五木 寛之　　著 新潮社 1980 9136/I91/2 書庫ＣＬ チリ・ヨーロッパ

216 パタゴニア・エキスプレス    ルイス・セプルベダ　　著 国書刊行会 1997.12 965/ｾﾙ     1 一般書庫 パタゴニア

217 パナマの仕立屋    ジョン・ル・カレ　　著 集英社 1999.1 9337/ﾙｼ 2 一般書庫 パナマ

218 炎の大地    西村 寿行　　著 徳間書店 1981 9136/N84 書庫ＣＬ ブラジル

219 ワイルド・ソウル    垣根 涼介　　著 幻冬舎 2003.8 9136/ｶﾘ 7 一般書庫 ブラジル

220 受精    帚木 蓬生　　著 角川書店 1998.6 9136/ﾊﾎ3 一般書庫 ブラジル

221 ブラジルの赤    ジャン=クリストフ・リュファン　　著 早川書房 2002.12 9537/ﾘｼ 3 一般書庫 ブラジル

222 神話の果て    船戸 与一　　著 双葉社 1985.1 9136/F89 書庫ＣＬ ペルー

223 インカ    1　ピューマの影 アントワーヌ・B.ダニエル　　著 河出書房新社 2003.6 9537/ﾀｱ1/1 一般書庫 ペルー

224 インカ    2　マチュピチュの光 アントワーヌ・B.ダニエル　　著 河出書房新社 2003.7 9537/ﾀｱ1/2 一般書庫 ペルー

225 インカ    3　クスコの黄金 アントワーヌ・B.ダニエル　　著 河出書房新社 2003.8 9537/ﾀｱ1/3 一般書庫 ペルー

226 深い川    ホセ・マリア・アルゲダス　　著 現代企画室 1993.12 963/ｱﾎ1 一般書庫 ペルー

227 緑の家    上 バルガス=リョサ　　作 岩波書店 2010.8 963/ﾊﾏ4/1 一般書庫 ペルー

228 緑の家    下 バルガス=リョサ　　作 岩波書店 2010.8 963/ﾊﾏ4/2 一般書庫 ペルー

                       翻訳の文学作品を知ろう！ 

 日本における外国文学作品の翻訳は江戸時代以前もありますが、本格的に外国文学が翻訳されるようになったのは明治

時代からとされています。１人の翻訳者の作品が読まれているのではなく、時代とともに多くの翻訳者の本が出版されていま

す。 

 「図説翻訳文学総合事典」 （全５巻 大空社 ２００９年）は、 明治から昭和20年までに初訳が行われた外国文学を対象と

した翻訳の事典です。翻訳や装幀・口絵・挿絵の変遷がわかります。東部図書館にも所蔵していますので、ぜひご覧ください。 

  外国の小説をもっと読んでみたい、作品や作家のこと、作品の時代背景をもっと知りたいと思った方に、調べ方案内（パス

ファインダー）「外国文学について調べる（英米文学の小説作品を中心に）」を紹介します。 館内でも配布しておりますが、県

立図書館のホームページからも調べ方案内（パスファインダー）はご覧になれますのでご利用ください。      
調べ方案内（パスファインダー） 「外国文学について調べる（英米文学の小説作品を中心に）」PDF 

                                 http://www.library.pref.chiba.lg.jp/reference/pathfinder/pf_gaibun.pdf 


