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　BOOKMARK をスタートして丸３年。記念すべき12号は、「これ、
忘れてない？」―――戦争を扱った本の特集です。12号の特集を決め
るとき、金原さんと私が今の時代に対して抱いている不安は同じでし
た。でも、私は最初、テーマを「戦争」とはっきり銘打つことに迷い
がありました。子どものころ、戦争文学を “読まされる” ことが多くて、
敬遠する気持ちがあったのかもしれません。けれど、金原さんに、今
だからこそ真正面から特集を組もうと言われ、気持ちが固まりました。
今回は、第二次世界大戦はもちろん、スペイン内戦からアフガニスタ
ン紛争、シリア内戦など、現代にいたるまでの様々な戦争を取りあげ
ています。もう終わったことでも他人事でもないことが、ひしひしと
伝わってきます。
　それから、お知らせをひとつ。「こんなに面白い本がいっぱいあるの
にもったいない！」という思いだけで始めた BOOKMARK も、なんと
か当初の目標だった３年という節目を迎えることができました。協力
してくださった方々や読者のみなさまに心から感謝する日々です。金
原さんとオザワさんと３人で相談し、今後は１年に２回、刊行してい
くことにしました。これまでの御礼と共に、これからもどうぞよろし
くお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　（三辺律子）
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　「ヒトラー暗殺 十三分の誤算」というドイツ映画がある。1938年に、演説会場に

手製の精緻な時限爆弾を仕掛けて暗殺を図ったが、スケジュール変更によって当の

本人は逃した暗殺犯ゲオルク・エルザーを描いているが、尺の大半が割かれるのは、

ひどく生々しいど田舎の実態であり、ろくな教育も受けていない貧困階級のお利口

さんの鬱屈の日々であり、何より、ナチズムがほんの上っ面にしか浸透しないほど

の後進性だ。そしてその全てが、ベルリンのお偉方には理解不能である。

　田舎、がナチズムと対立するというケースはままある。例えば、党が公立学校の

教室から十字架を追放し ( 当時は黒板の上に十字架が掛けてあった ) 鉤十字に替え

ようとしたところ、バイエルンのど田舎の信心深いおばさんたちの猛反対に遭って

挫折した、とかだ。一番恐ろしいと思うのは、これも南ドイツのどこかの、本当に

二十世紀か、というような村（農民が「牛百姓」と「山羊百姓」に分かれていて、

後者は痩せ地を引っ掻いて暮らしている）で、村長である父親が村唯一の党員であ

る息子に、この村からは一人も引っ張らせない、と宣言した結果、確かに、一人の

共産党員もユダヤ人も引っ張られなかった、という話で、一見では美談だが、地方

出身者には想像が付くだろう、これはナチなぞものともしない独裁と締め付けの恐

怖の物語だ。

　頑迷固陋な田舎者、御禁制のコンドームを財布に入れて持ち歩く青少年、つい収

『スウィングしなけりゃ意味がない』
佐藤亜紀

（KADOKAWA） ¥1,800＋税
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容所の収容者と共闘しちゃう炭鉱

夫（収容者を殴った現場監督を、

習性として、袋叩きにした） 、ひた

すらダラ勤に努める女子労働者―

―ナチズムの背後にはそういう

困った人々が山のようにいて、ナ

チス・ドイツの足を地味に引っ張っ

ていた。スウィング・ユーゲント

と呼ばれたジャズ狂いの坊ちゃん

たちも、そういう中に分類してい

いだろう。

　人間はどこまでもだらしない。

そしてそのだらしなさこそが、わ

たしには人類の希望に見える。
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[Code Name Verity ]
Elizabeth Wein

『コードネーム・ヴェリティ』
エリザベス・ウェイン
吉澤康子 訳
（東京創元社）
¥1,200＋税

　第二次世界大戦中の1943年、イギリス補助航空部隊の女性飛行士マディは、スパイと
しての訓練を受けた親友ジュリーを乗せ、ナチ占領下のフランスへ飛んだ。極秘任務を
終えたら、元の生活に戻れると信じて。ところが、ある手違いから、二十歳そこそこの
ふたりの運命が大きく変わってしまう。
　第一部は、“ヴェリティ”というコードネームの娘が書く手記だ。彼女はナチに捕らわれ、
イギリスの情報を漏らすよう強要されながらも、なぜか親友とのみずみずしい青春を描
いていく。その理由が謎のまま第二部に入ると、事態が急転。“キティホーク” というコー
ドネームの娘が書く日記によって、第一部に張られた伏線がきれいに回収されていき、
目を疑う驚きの結果が待っている。
　MWA賞など数々の賞に輝いたこの傑作ミステリは、友情の物語でもある。自転車屋を
営む庶民の娘と、由緒あるスコットランド貴族の娘という、戦時でなければ出会えなかっ
た二人の絆は、“親友ができるのは恋に落ちることと似ている” ほど強烈だ。ただいま、
この姉妹編を準備中。乞うご期待！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（吉澤康子）

　「あなたはすごく拙い決断の結果生まれてきた子供だけど、わたしの人生でいちばん大
切なもの」
　若くして身ごもったサラはシングルマザーになる道を選び、ひとり息子のジェイソン
を手塩にかけて育てます。後年、アメリカ同時多発テロが起こり、この事件に心の底か
ら揺さぶられたジェイソンは厳しい訓練と選抜を乗りこえてＳＥＡＬ隊員となります。
ところが、ある困難な任務の最中に、行方不明になってしまうのです。
　息子ジェイソンの無事の帰還を待つ、母サラの11日間。
　待つ身のサラはもちろんのこと、兵士ジェイソンの日常もしっかりと描かれます。
　自分にできること、自分の得意なことを職務として遂行することによって世界をより
よい場所に変えたいと願うジェイソンのような若者たちと、どう向き合うべきなのだろ
う。そんなことを思わされます。
　ひとり息子が（大切な友人が、恋人が）戦争に行く決意をしたら、あなたはどうしま
すか？　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　（高山真由美）

[Eleven Days ]
Lea Carpenter

『11 日間』
リー・カーペンター

高山真由美 訳
（早川書房）
¥2,400＋税



　霊長類で戦争をするのはチンパンジーとヒトだけ。もちろんヒトの方が戦争屋として
格上だ。同じヒトでも、現生人類の方がネアンデルタール人より凶悪で、彼らを皆殺し
にした疑いがあるという。
　進化の頂点に立って高度な文明を持つことと戦争に長けていることはイコールなのか？
　しかり、とこの小説の怪物じみた登場人物ホールデン判事はうそぶく。
　「人間が戦争のことをどう考えようと関係ない。戦争はなくならないんだ。石のことを
どう考えるかというのと同じだ。戦争はいつだってこの地上にあった。人間が登場する
前から戦争は人間を待っていた。最高の職業が最高のやり手を待っていたんだ。今まで
もそうだったしこれからもそうだろう。それ以外にはあり得ない」
　19世紀中葉北米のインディアン戦争の、白人による先住民虐殺の中でもひときわ残忍
卑劣で常軌を逸した「頭皮狩り隊」の物語は戦慄的だが、同時にまた、じつに詩的で、
哲学的で、あろうことかユーモアにも富み、しかも暴力的な人間と世界に対する深い悲
哀に満ちている。一言でいえば美しい小説だ。　　　　　　　　　　　　　　（黒原敏行）

[Blood Meridian or the Evening Redness in the West ]
Cormac McCarthy

『ブラッド・メリディアン』
コーマック・マッカーシー
黒原敏行 訳
（早川書房）
¥2,200＋税
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　「始まりは、ささいな人種差別的行為でした。それがいつのまにか、何百万人ものなん
の罪もない人々の虐殺へと行きついてしまったのです」――少年時代にホロコーストを
経験した主人公が、のちに語った言葉です。この本は、そのポーランド生まれの少年を
描いたノンフィクションです。彼が体験したユダヤ人差別の恐怖、ナチスの残虐性、強
制収容所での非人間的な生活、それらが本人自身の言葉を交え、生々しく語られていき
ます。そして、実話だからこその重みをもって胸に迫ってきます。
　だが、この本にはそれ以上のものがあります。絶望の淵に突き落とされた少年は、ど
うやってそこから生還できたのか。なぜそんなに頑張れたのか。その頑張りは報われた
のか。そして、生き残ったことにどんな意味があったのか……。印象的な場面があります。
強制収容所で知り合った男が少年に言うのです。「いいか、ここで起こることはすべてゲー
ムだと思え。どんな目にあってもくよくよしてはいけない」「友だちを大切にしろ。なぜ
なら、友だちなしでは生きのびることはできないのだから」

（林田康一）

[Surviving Hitler ]
Andrea Warren

『ヒトラーのはじめたゲーム』
アンドレア・ウォーレン

林田康一 訳
（あすなろ書房）

¥1,300＋税
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　内反足という障害を抱えて生まれた少女エイダは、ロンドンの狭いアパートで、母親
に虐待されていた。外出は一切許されず、家事をさせられ、暴力をふるわれる毎日。心
の支えである弟ジェイミーの小学校入学が近づき、取り残されることを恐れたエイダは、
歩く練習をひそかに始める。1939年の夏、10歳のときだ。９月、ナチスの爆撃にそなえ
た学童疎開が実施されると、エイダはジェイミーに同行して疎開児童の群れに紛れこむ。
汽車に揺られて着いた先は、ケント州の海辺の村だった。
　生まれてからずっと閉じこめられてきた少女が、母親のもとを逃げ出し、新しい環境
に戸惑いながらも必死で生きていく。第２次世界大戦を背景にした、少女自身の戦いの
物語だ。疎開先で里親に恵まれ、落ち着いた暮らしを手に入れても、エイダのかたくな
な心はなかなか開かない。虐待で受けた心の傷が癒えないまま、戦況は悪化し、ケント
州がドイツ空軍の標的になって……。厳しい内容ながら、愛情たっぷりで、ユーモアや
和やかな場面も魅力的な作品。幅広い世代におすすめしたい。

（大作道子）

[The War That Saved My Life ]
Kimberly Brubaker Bradley

『わたしがいどんだ戦い 1939 年』
キンバリー・ブルベイカー・ブラッドリー

大作道子 訳
（評論社）
¥1,600＋税

[Proust contre la déchéance ]
Joseph Czapski 

『収容所のプルースト』
ジョゼフ・チャプスキ
岩津 航 訳
（共和国）
¥2,500＋税

　本書は1940年にソ連の強制収容所に収監されたポーランド軍将校チャプスキが、手元
に一冊の本もないまま、すべて記憶に頼って語ったプルーストに関する講義の記録であ
る。日中の日中の肉体労働の後、零下40度の夜に行われた講義は、フランス芸術やポー
ランド文学との比較にまで及ぶ。当時の手書きノートの一部は本書に図版として収めら
れている。
　なぜチャプスキは戦争の極限状況でプルーストを語ったのか。『失われた時を求めて』
の最終巻は優れた戦争文学だが、それが理由ではない。まして安逸な日々へのノスタル
ジーでもない。チャプスキはこの大作が、作家が病身に鞭打ってなし遂げた、真実の探
求という精神の仕事であることを理解していた。つまり、収容所でプルーストを語るこ
とは、精神が状況に勝利することを追体験することにほかならなかったのだ。カティン
の森の虐殺を奇跡的に逃れた著者の講義と、収容所内でこれを受け止めた人々の存在は、
人間の尊厳のありかを、すなわちプルーストの可能性の核心を示している。

（岩津 航）
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　舞台は1990年代の西アフリカ、シエラレオネ。ヒップホップが大好きな12歳のイシメー
ルは、外出先で内戦に巻き込まれる。戦火を逃れて村から村へとさまよううちに、気が
つけば少年兵士として戦場に立たされていた。彼はどんな狂気と恐怖を体験し、その地
獄からどのように生還したのか？
　少年の目の高さから見た世界、全身で感じた音と匂いと感触が、圧倒的なリアリティー
をもって読む者に迫ってくる。それは殺戮の描写だけではない。自然の豊かさ、少年同
士の無邪気な会話、家族の思い出など、心なごむシーンもたくみに織り込まれていて、
だからこそ戦争の狂気と、失われたものの大きさが際立って感じられるのだろう。著者
ならではのストーリーテリングの技が冴えている。
　内戦そのものが終結しても、イシメールの戦争は終わらなかった。なぜなら心に深い
傷を負った少年兵士は、人間性を取り戻して社会復帰するまでに大変な苦闘を強いられ
るのだから。
　ロード・ムービーのような感覚で読めるけれども、心にずしんと響く一冊。　（忠平美幸）

[A Long Way Gone : Memoirs of a Boy Soldier ]
Ishmael Beah

『戦場から生きのびて ぼくは少年兵士だった』
イシメール・ベア

忠平美幸 訳
（河出書房新社）

¥980＋税

[De kinderen van het Achtste Woud ]
 Els Pelgrom

『第八森の子どもたち』
エルス・ペルフロム
野坂悦子 訳
（福音館書店）
¥750＋税

　時代は、第二次大戦末期のオランダ。町を追われた主人公の少女ノーチェは、父親と
ともに人里離れた農家にたどりつく。農家のおやじさんとおかみさんは、行き場のない
ふたりを温かく迎えいれ、その家の息子のエバートがノーチェのよい遊び友だちになる。
台所のぬれたおしめの匂い、ポンプのそばにある代用せっけんの匂いが、ノーチェの感
覚を通してよみがえる。匂いだけではなく、木靴の穴にしみる冷たい雪、黄色い眼をし
た牡ヤギの肉の味、ユダヤ人の赤ん坊サラの泣き声も。
　激しい爆撃を避けるため地下室にこもっているときでさえ、ノーチェは笑うことがで
きる。それは様々な人間模様のなかで、ノーチェには大人たちに愛され、守られている
実感があるからだろう。
　「戦争ってなんだかへんね……すごくいやなこともあるけれど、みんなといるから、楽
しいことだってあるもの」とつぶやくノーチェの、子どもとしての率直さに私は強く魅
かれる。過酷な状況のなかで、大人も子どもも自由な精神を守っていくにはどうしたら
よいか、読むたびに考えさせられる作品だ。　　　　　　　　　　　　　　　（野坂悦子）
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　60年代末にナイジェリアで起きたビアフラ戦争を背景にしたラブストーリー。語り手
は３人、田舎から出てきて大学教授のハウスボーイになる少年ウグウ、教授の恋人で美
貌のオランナ、その双子の姉カイネネの恋人リチャードだ。それぞれの目から語られる
戦争の日常と人びとの愛憎。
　戦争はある日いきなり起きるのではなく、大事件が起きても毎日の生活はそれまで通
り続く。だんだん後もどりできないところまで進んでから、気がつくと手の打ちようが
なくなっている。人は追いつめられると無理に大義を信じようとしたり、身内に敵を発
見して結束を固めたり、戦争の犠牲者が戦争の推進者になったりする。戦争は人を変える、
でも変わるか変わらないかはその人次第だ。
　原著は英語だけどイボ語もたくさん出てくる。アフリカ人の目線で描き、人びとの日
常感覚を見事にすくいとったこの作品を読んで、ナイジェリアでは大勢の人がそれまで
タブーだったビアフラ戦争の体験を語り始めたという。フィクションになって、初めて
伝わる歴史の真実もあるのだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（くぼたのぞみ）
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　下ネタ満載の反戦小説です。だからエッチな話が大好きで、戦争が大嫌いな人には絶
対お勧めです。つまり万人向け？　舞台はナチスドイツ軍の猛攻に必死に耐えているレ
ニングラード。市民はみな飢餓にあえいでいます。そんな中、ふたりのロシアの少年兵
が命令を受けます。一週間以内に卵を１ダース調達すること。目的は……上官の娘のバー
スデーケーキをつくるため。食べものがなく、人々は人肉を漁るようにさえなっている
というのに。
　ふたりは卵を求めて荒廃したレニングラードをさまよい歩きます。その途中、爆弾を
背負わされて爆死した犬や、生きるためにドイツ将校の慰みものになっている少女たち
に出会います。そういった胸がつまるような場面がいっぱい出てきます。それでもです。
最後の一行には、みなさんふっと笑みを浮かべられるのではないでしょうか。そして、やっ
ぱり人間っていいな、平和っていいなと思われるのではないでしょうか。そんな人間賛
歌の傑作です。

（田口俊樹）

[ City of Thieves ]
David Benio� 

『卵をめぐる祖父の戦争』
デイヴィッド・ベニオフ
田口俊樹 訳
（早川書房）
¥900＋税

[Half of a Yellow Sun ]
Chimamanda Ngozi Adichie

『半分のぼった黄色い太陽』
チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ

くぼたのぞみ 訳
（河出書房新社）

¥2,600＋税
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　アフガニスタンに国連の国際治安支援部隊として派遣された、実戦経験ゼロのイタリ
ア軍の若者たちの日々を描いた作品。フィクションだが、実話が題材となっている。
　タイトルの通り、全編を通じて「兵士たちの肉体」が徹底的にリアルに描写されている。
息づき、震え、笑い、泣き、飢え、食い、踊り、殴り、殴られ、時に理性を裏切り、予
想外の反応を見せる肉体。物語を読み進め、彼らの顔がまぶたに浮かぶ気がしてくるま
さにそのころになって、一部の肉体はある事件により一瞬で滅びてしまう。そこにわた
しは強烈なリアルを感じた。単純に「これが本当の戦争の姿だ」という感想もありかも
しれないが、もっと何か大きなものを感じた。生々流転のリアルだろうか。
　戦いを生き延び、人生を歩み続ける兵士たちに対する作者の視線には、前作「素数た
ちの孤独」のエピローグと同じ優しさも感じられ、なんだか、ほのぼのと嬉しかった。

（飯田亮介）

　1945年１月、ドイツ領・東プロイセンはソ連軍に侵略されつつあった。ドイツ政府は
客船や商船をかき集め、避難民と傷病兵を乗せて、バルト海経由で北部の比較的安全な
地域に運ぶ。しかし、その途上、ソ連軍の魚雷によって撃沈された船が何隻もあった。
大型客船のグストロフ号もそのひとつで、9000人あまりが海の藻屑と消えた。この史実
をベースに、グストロフ号に乗りあわせた４人の男女（15～21歳の架空の人物）にかわ
るがわる語らせる形で、物語は進んでいく。４人はそれぞれ秘密を抱え、苦悩している。
生きのびるためにだれかを利用することもある。強い警戒心を抱きながらも恋に落ちる。
絶望の手前でひとすじの光にしがみつく。各自の秘密が明かされていくと同時に、全員
の運命がからみあい、ついには船の沈没という不可避のカタストロフィーへ……。
　「失われた物語の探索者」を自称する作者は、綿密なリサーチをもとに歴史の埋もれか
けた一場面を再現して、犠牲となった人々に新たな命をふきこみ、声を与えた。2017年
のカーネギー賞受賞作。

（野沢佳織）

[Salt to the Sea ]
Ruta Sepetys

『凍てつく海のむこうに』
ルータ・セペティス
野沢佳織 訳
（岩波書店）
¥2,100＋税

[ Il corpo umano ]
Paolo Giordano

『兵士たちの肉体』
パオロ・ジョルダーノ

飯田亮介 訳
（早川書房）
¥2,100＋税



　この本の舞台となっているシリアの首都ダマスカス近郊の町ダラヤは、４年にわたって
シリア政府軍に包囲され、出口のないなかで連日爆撃を受けていた。フランスのフィガロ
紙中東特派員である著者は、ある日 Facebook で一枚の写真を見た。書棚の前で若者が本
を読んでいる写真だった。タイトルはダラヤの秘密図書館。あの悲惨な爆撃の下で本を読
んでいる人たちがいる。著者はインターネットを通じて写真の撮影者を探し、インタビュー
する。若者たちは瓦礫から本を掘り出して図書館を作ったというのだ。家族や友人、住ん
でいた家、それまでの生活を失った過酷な状況の中で、若者たちはなぜ、どんな本を読む
のか。宗教、歴史、政治、哲学、文学、自己啓発本まで。本は成長の糧となり、恐怖の日
常の中で正気を維持するための助けとなった。図書館は、本を貸し出すだけではなく文化
の砦となった。若者たちはユーモアを忘れず、理想と希望を持ち続けたまま困難を乗り越
えた。「空爆」の下にもひとりひとりの人生があることを理解できる貴重なルポルタージュ
である。

（藤田真利子）

[Les Passeurs de livres de Daraya
Une bibliothèque secrète en Syrie ]

Delphine Minoui

『シリアの秘密図書館 
瓦礫から取り出した本で図書館を作った人々』

デルフィーヌ・ミヌーイ
藤田真利子 訳
（東京創元社）
¥1,600＋税
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　第二次大戦下のドイツから、ナチス、ヒトラー、ユダヤ人迫害などを連想する人は多
いだろう。でもここには戦闘シーンはおろかナチスの蛮行も収容所も出てこない。戦争
に行ったものの片手を吹き飛ばされて除隊、故郷の村で郵便配達人となった十七歳のヨ
ハンを軸に、戦地の夫や息子からの手紙を待つ村人の生活や心情、人間模様が淡々と描
かれていく。それはやはり普通の生活ではない。戦地にいなくても、戦争はどこでも誰
にも振りかかる。物質的欠乏のみならず心と精神の窮乏、そこに見え隠れする狂気。実
は戦争ってそんなものかもしれない。しかし、なぜこんなことになってしまった？　著
者は言う。「ヒトラーの独裁政治は誘惑的でした。自分が何をすべきか、自ら判断する必
要はなかったからです」と。では「普通の人」はどうすればよかったのか？　もやもや
を感じながら読み進めていくと、最後にどかーんと一撃を喰らう。不条理なまでの衝撃
の結末。読者はいつもこの老作家に置き去りにされ、茫然としたのち自分の頭で考えざ
るを得なくなる。今の自分を取り巻く状況についても。

（高田ゆみ子）

[ Der einhändige Briefträger ]
Gudrun Pausewang

『片手の郵便配達人』
グードルン・パウゼヴァング
高田ゆみ子 訳
（みすず書房）
 ¥2,600＋税



　死者は語らない。語るのは生きる者である。ただしこの区別は、生者が死者を葬り、弔い、
祈りや呼びかけを行うといった手続きを経て、初めて現実として作り出され、守られる。
　だが、そうした手続きが無効になってしまったら？
　20世紀後半のバアス党独裁から21世紀の戦争までの暗い歳月を歩むなかで、イラクの
人々は、無数の死体と向き合うことになった。弔うことすらできない死者たちは、沈黙
の境界線を越えて生者の側に侵入し、現実を大きく歪ませる。この歪んだ世界の音が、
ハサン・ブラーシムの作品には響いている。
　フセイン政権に睨まれ、難民としてイラクを逃れたブラーシムによる物語群には、幻
想があり、ＳＦがあり、枝分かれして回収されない語りがある。それは想像力の遊びでは
なく、世界に響く死者たちの声という不条理を記録しようとする賭けである。そしてこ
の作家は、不穏な美とユーモアの響きさえもそこに忍び込ませてみせるのだ。死体展覧
会というこの歪んだ世界に、これほどふさわしい書き手がいるだろうか。

（藤井 光）
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　教科書はスペイン内戦を〈1936～1939年〉に限定する。当事者にとってこんな年号は
なんの意味もない。たとえば内戦前を描いている短篇「言伝」。田舎町にきた嫌味な男が、
さえない従弟と、些細なことで不機嫌なやりとりをする。この二人が数年後の内戦で敵味
方に分かれていたら？　人は憎悪の感情をいつか清算する。忘れるか和解する。だが内戦
を経た二人の従兄弟は互いへの憎悪を過去にさかのぼり掻き立て続けたことだろう。ある
いは内戦後を描いた表題作「仔羊の頭」。傲慢な男が封印していた過去の犠牲者と向き合う
ことで消化不良を起こす。死者が記憶の彼方から復讐を遂げに来たのだ。スペインは21世
紀の今なお内戦の後遺症、すなわち消化不良と向き合い続けている国。内戦が1936年の前
にも1939年の後にも果てしなく続く憎悪の連鎖を産んだのだ。
　日本人は1945年8月15日をもって戦争が “終結” し、それ以降は “戦後” だと考えてきた。
この欺瞞が恐ろしい消化不良をもたらし続けていることを私たちもそろそろ自覚すべきか
もしれない。

（松本健二）

[ La cabeza del Cordero ]
Francisco Ayala

『仔羊の頭』
フランシスコ・アヤラ

松本健二 / 丸田千花子 訳
（現代企画室）
¥2,500＋税

[The Corpse Exhibition ]
Hassan Blasim

『死体展覧会』
ハサン・ブラーシム
藤井 光 訳
（白水社）
¥2,300＋税
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人間は間違えるし、忘れる。だから、進歩しない。科学や技術は進歩する。
進歩しない人間が、進歩する科学や技術を振り回している現代、世界は
危険だ。しかし、人間は戦いの最中にあっても、ほかの人間のことを想
像し、共感し、わかり合うことができる。ここで紹介した作品はそんな
人間をそのまま表現してくれている。

編集
三辺律子（英米文学翻訳家）

イラスト・ブックデザイン

ある中・高校の夏休みの推薦本リストを見たら、３０年以上前にわたし
がもらっていたリストとあまり変わらなくてびっくりした。もちろん読
み継がれるべき名作もあるけれど、今の視点から描かれたものもぜひ読
んでほしい。

オザワミカ（イラストレーターとかいろいろ）

「戦争」を知ることは大事。でも、「戦争」という言葉が完全に歴史上の
できごととなり、誰も知ることのない言葉になったらもっといい。
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