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次号予告

「眠れない夜へ、ようこそ」 明日が語る
今日の世界」

「



　過去を扱う物語を特集した５号に対し、今回の６号は未来を
描いた物語を集めている。汽車が走り、プロペラ機が空を飛ん
でいた時代から、宇宙ロケットが発射され、タイムマシンが時
を越える時代へ。でも、５号６号の本たちを眺めて、つくづく
変わらないなあと思ったことがある。あいかわらず人間たちは
争っているのだ。
　今回は、はからずも「ディストピアもの」が多くなっている。
これまでも、科学技術が既成の価値観を揺るがしたとき、全体
主義の影が世界を覆ったときなど、未来への不安が高まった時
期に、ディストピア小説は多く描かれてきた。
　５号の『女帝　わが名は則天武后』の紹介文で訳者の吉田良
子さんは「アメリカでも初めて女性大統領が生まれるかもしれ
ない」と書いてくださったけれど、実際にはトランプ大統領が
誕生した。これからはどんな時代が訪れるのだろう？　今こそ、
未来から学んでみたい。

（三辺律子）
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星野智幸

Special Guest

Hoshino Tomoyuki

「SFって、政治小説？」



　本当はSF作家になりたかった。小学校の卒業文集の「将来なりたいもの」の欄

には、「SF作家」と書いている。大人になる途中で、SFを落っことしてしまった

らしい。安部公房やラテンアメリカ文学にハマったせいだ。

　今でもときどき、取り憑かれたように新しいSF小説を漁ったり、偏愛する SF

作品を読み直したりする。

　どうしてSFが好きなのか改めて考えてみると、おそらく日本の文学（純文学）

に足りないものがそこにあったからだ。ひと言でいえば、SFは政治を書くジャン

ルだということ。

　SFは科学と空想を書くジャンルだけど、実はたいてい、政治を書いている。宇

宙で争うようなものはいうまでもなく、管理社会だったり、破滅間近の世界だった

り、自分が存在しないことになっている世界だったりと、必ずなにがしかの公の権

力に個人が振り回されるパターンになっている。それは多くの場合、今、私たちが

生きている現実を、誇張したりグロテスクにしたりして反映させている。だから、

どんなに突飛な世界に見えても、リアルな感じがするのだ。

　逆にいえば、多くの日本の文学は政治を書いてこなかった。つまり、なにがしか

の公の権力と個人の葛藤が描かれなかった。個人だけが書かれて、公の権力の存在

『星野智幸コレクション I  スクエア』
星野智幸

（人文書院） ¥2,400＋税
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星野智幸
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は等閑視された。そんな世界はあるの

だろうか。それこそ、空想の世界では

ないか。

　ただし、SF小説にも欠点はあった。

あまりに男社会だったのである。出て

くる女性は、男に都合のよい女ばかり。

　でもそれも最近は変わった。人種も

性差も、動物か人間か異星人か人造の

知性かも、あらゆる区分けや分類の仕

方を壊してしまうのが、SFの最高の

魅力だ。特に、民族や人種の問題が日

常にはっきりと目に見える形で動いて

いる外国の SF小説は、その破壊力、

線引きを超えていく力が強い。

　だから読んでみようよ翻訳の SF、

世の中の見え方が変わるよ。
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　作家には、出世作というものが存在する。無名の作家がそれ一作で世間に知られるよ
うになる作品。デビュー作＝出世作という幸運な場合もままあるが、中国系米国人作家
ケン・リュウの場合、デビューから十年後に発表した「紙の動物園」（2011）が大当たりし、
ヒューゴー賞・ネビュラ賞・世界幻想文学大賞というＳＦ・幻想文学系メジャー文学賞
短篇部門の三冠達成という快挙を初めて達成した作品になった。現在までに十五カ国語
に翻訳されており、ＳＦ・ファンタジー分野において二十一世紀に発表されたなかでもっ
とも世界的に有名な短篇と言っても過言ではあるまい。
　どんな作品なのか、ここでは紹介しない。評価が高いという情報以外は、いっさい先
入観なしに読んでいただきたい。幸い、本作を表題作にした『紙の動物園』の電子書籍
サンプルで、「紙の動物園」をそっくり読めるようになっている。ごく短い作品なので、
書店で立ち読みしていただいてもいいだろう。
　そして、もしほかの作品も読みたくなったら、ぜひ本書をお求めいただきたい。

（古沢嘉通）

06 0206 01

　不慮の事故で火星にひとり取り残されてしまった宇宙飛行士マーク・ワトニー。地球
との通信手段は失われ、つぎの探査隊がくるのは４年後。孤独と不安に苛まれる日々が
……。と思いきや、ワトニーはめげない。なんとしても生き残るため、好みじゃないと
文句をいいながらディスコ・ミュージックを聞きつつ酸素をつくり、水をつくり、ジャ
ガイモを栽培し、毎日律儀にログ（日誌）をつけていく。そのログが本書の骨格という
仕掛け。
　つぎつぎに襲いかかるトラブルは現実にありうるものばかり。まるでノンフィクショ
ンのようなまぎれもないハードＳＦなのに、ノリはあくまでも軽い。お茶目でポジティ
ブなワトニーのログにちりばめられたユーモアにプッと吹きだしつつ、読者はいつしか
「ワトニー、がんばれ！」と声援を送る立場に。彼を救出しようと奮闘する地球側スタッ
フの熱さも心に沁みる。「オデッセイ」というタイトルで映画化もされた、ふだんＳＦを
手にとらない方にもおすすめの作品です。

（小野田和子）

[The Martian ]
Andy Weir

『火星の人〔新版〕』
アンディ・ウィアー
小野田和子 訳
（早川書房）
上・下  各  ¥640＋税

[The Paper Menagerie and Other Stories ]
Ken Liu

『紙の動物園』
ケン・リュウ
古沢嘉通 編訳

（早川書房）
¥1,900＋税
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[Never Let Me Go ]
Kazuo Ishiguro

『わたしを離さないで』
カズオ・イシグロ
土屋政雄 訳
（早川書房）
¥800＋税

　舞台は二十世紀末のイギリス。すでに人間のクローン技術が完成し、広く医療に利用
されている。臓器提供用に大量のクローンがつくられ、各地の全寮制学校のような施設
で一定の年齢まで養育・教育されている。施設を卒業した生徒は、まず介護人になる。
臓器提供が始まった先輩クローンの世話をし、看取るのが役目だ。やがて自身が提供者
となり、後輩介護人の世話を受けながら、通例三度の提供でクローン人生を終える。物
語の主人公はキャシー。恋人トミー、仲良しルースと、ヘールシャムという施設で育つ。
ここは、クローンにも心と魂があることを世間に知ってもらおうと、美術や文学などの
情操教育に力を入れている稀有な施設だ。三人の仲がこじれ、キャシーはルースにトミー
を奪われて、施設を出る。数年後、介護人キャシーが、提供者になった二人と再会する。ルー
スは過去を謝り、真に愛し合う二人には提供が数年猶予されるからと、あることを勧める。
キャシーとトミーは促されて行動を起こすが……。運命に甘んじる人間を描いてみたかっ
た、と作者イシグロは言う。

（土屋政雄）

　〈けえかほおこく１̶̶３がつ３日／ストラウスはかせわぼくが考えたことや思いだし
たことやこれからぼくのまわりでおこたことわぜんぶかいておきなさいといった〉知的
障害をもつ三十二歳のチャーリイのたどたどしい文章で物語は始まる。賢くなりたいと
いう強い願望をもつ彼は、知能を人為的に増大させるという脳外科手術をすすんで受け
た。同様の手術を受けたねずみのアルジャーノンと迷路ゲームを競いあううちに、その
知能指数は徐々に上昇し、経過報告の文章も次第に変化していく。だが知能の上昇とと
もに、彼が見いだした現実世界は、かつての純真な彼の目に映っていたものとは、まっ
たく異なっていた。思いもよらぬさまざまな感情の相剋は、彼を動揺させ苦しめる。や
がて天才といわれるレベルに達した彼は研究論文を書き上げる。そこには己の未来が暗
示されていた……。経過報告の最後の二行、チャーリイの追伸に読者は必ずや烈しく心
をゆさぶられるだろう。本書は一九七八年に翻訳出版されて以来、いまなおあらゆる世
代の人々に感動を与え続けている。に感動を与え続けている。

（小尾芙佐）

[Flowers for Algernon]
Daniel Keyes

『アルジャーノンに花束を〔新版〕』
ダニエル・キイス

小尾芙佐 訳
（早川書房）
¥860＋税
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[Ship Breaker ]
Paolo Bacigalupi

『シップブレイカー』
パオロ・バチガルピ
田中一江 訳
（早川書房）
¥880＋税

　本書は『ねじまき少女』に続いて発表されたパオロ・バチガルピによるＳＦ小説だ。
　食料も資源も枯渇し、力なき者には残酷な死が待ち構えている世界で、小さな体を活
かした肉体労働で細々と暮らす主人公の少年ネイラー。悪逆非道な父親に怯え、強欲な
親方に搾取されながら、劣悪な環境で仕事をせざるをえない明日をも知れぬ不安定な
日々。そんなある日、座礁した船のなかでよその土地から逃げて来たひとりの少女ニタ
をみつけたことで、ネイラーの人生は大きく変わってゆく。
　じつは本書はヤングアダルトむけに書かれたため、少年たちの過酷な日常描写は、や
や抑えめになっている。その分、少女へのほのかな恋心や、「半人」と呼ばれる異形の生
き物や未知の世界に対する恐れを含んだ憧れは、かつて少年少女だった人の心にも響く
だろう。

（田中一江）

　自分で訳した小説はめったに読み返さないんですが、この本だけは例外。ふとしたと
きに手にとっては、ぱらぱらページをめくり、ニヤニヤしながらお気に入りのシーンに
目を通してしまう。
　時は2057年。この時代、タイムトラベルが実現しているものの、諸般の事情からもっ
ぱら歴史研究に使われている。われらが主人公、ネッド・ヘンリーはオックスフォード
大学史学部の大学院生。ある復元プロジェクトでこき使われ、過労でダウン。のんびり
した時代でゆっくり静養すべくヴィクトリア朝時代に出かけたところ、時空をゆるがす
てんやわんやの大騒ぎに巻き込まれることに……。
　ネッドとコンビを組むもうひとりの航時史学生ヴェリティは、ドロシー・セイヤーズ
を愛する本格ミステリファン。その他、わがままなお嬢さまと優秀な執事、夢見がちな
好青年にうっかり教授、純朴なブルドッグと性悪な美猫も交えて、極上ヴィクトリア朝
ロマコメの幕が上がる。題名は、ジェローム・Ｋ・ジェローム『ボートの三人男』の副題
から。巻末解説は岸本佐知子さんです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大森 望）

[To Say Nothing of the Dog]
Connie Willis

『犬は勘定に入れません
あるいは、消えたヴィクトリア朝花瓶の謎』

コニー・ウィリス
大森 望 訳
（早川書房）

上・下 各  ¥860＋税
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　映画化された作品ですから、ご存知の方も多いかもしれません。敗戦直前のベルリン
から現代に “帰ってきた” ヒトラーが、生前そのままの主張を繰り返し、過激な発言を
ブラックジョークと勘違いされ、テレビやネットの人気者になり、最後は政界に……と
いう奇想天外で、ちょっと寒気のするお話です。原作がドイツで発表されたのは 2012
年ですが、昨今の世界の動きを見ると、まるで “予言の書” のようで、それも怖い。
　特筆すべきはこの小説がすべてヒトラーの一人称で、ヒトラー視点から語られること。
翻訳者は基本的に原作の “イタコ” 的存在ですが、この作品ほどそれが辛かった本はあ
りません。だって、ファンタジーとはいえ “ヒトラーの” イタコですから。そのうえ基本、
コメディー（！）なのですから。「翻訳していて、気がヘンになりそうじゃなかった？」
と何人かから冗談めかして聞かれましたが、たしかにちょっとそういう気持ちになった
――かもしれません。でも、辛かったけど、楽しかった。自分で見つけて、翻訳したいと思っ
た本だから。たくさんの人に読んでいただけて、幸せです。

 （森内 薫）

　ある日、ある国で、茶色以外の猫や犬を飼うことを禁じる法律が作られた。その政策
を批判する新聞や本は発禁になり、メディアも茶色一色に染まっていく。違和感を覚え
ながらも、主人公と友人は「色」の違った愛猫と愛犬を処分し、茶色の犬猫を飼って「安心」
する。死んだ白のプードルのかたわらで泣く男の子を傍目に見ながら……。そして……。
人種差別と排外主義を訴える極右政党が躍進する 2000 年前後のフランスにおいて、自
由と平等と友愛のために、心理学者フランク・パヴロフが印税を放棄し 1 ユーロで出版
した、わずか 11 頁のささやかな物語。静かに浸透していくファシズムや全体主義の恐ろ
しさを、淡々と、しかし鋭く描いたこの作品は、200 万部を超えるベストセラーとなり、
極右候補の大統領当選を防いだとも言われる。小さな違和感をやり過ごさないこと、流
されずに立ち止まって考え続けること、そしてどんなに小さくてもいいから声を上げる
勇気を持つこと。世界の大国に次々と排他的な指導者が誕生している現代だからこそ、
改めて読み直したい一冊である。

（藤本一勇）

[Er ist wieder da]
Timur Vermes

『帰ってきたヒトラー』
ティムール・ ヴェルメシュ

森内 薫 訳
（河出書房新社）

 上・下 各  ¥640＋税

[Matin Brun ]
Franck Pavlof

『茶色の朝』
フランク・パヴロフ
藤本一勇 訳
（大月書店）
¥1,000＋税



1514

　描かれた未来が暗すぎるという理由で、アメリカ図書館協会の有害図書リストに載っ
た（『1984』『動物農場』『アルジャーノンに花束を』等とともに）。暗鬱な未来像はフィ
クションの森の奥、人類の涙でできた湖の面に映る現在だ。水が澄みわたるほどに、「ど
こにもない場所」への夢がまばゆくたちあらわれ、岸に立つ現状肯定派の不安をかきた
て攻撃を誘発する。すぐれたＳＦ作品の宿命である。
　舞台はおそらく近未来、混乱・未知・差異・情動が徹底的に排除され、完璧に秩序づ
けられた共同体。「公安」をつきつめるとこうなる、という見本のような空間だ。12歳の
少年ジョナスは、ある重職を命じられたことで「こんな世界はおかしい」と思いはじめる。
覚醒した彼のとった行動は……？
　『ユートピアだより』『1984』『華氏451度』にも似て身悶えさせる結末は、管理社会
が現実化した時代の絶望でもあり、希望でもある。1994年度ニューベリー賞。2014年
ハリウッドで映画化。続編『ギャザリング・ブルー』『メッセンジャー』『SON』と合わ
せ 4 部作をなす（最終巻『SON』のみ未邦訳）。　　　　　　　　　　　　　（島津やよい）

06 1006 09

　1919年の元日にイングランドの片田舎の公衆便所で産み落とされた私生児ハリー・
オーガストは 1989年、70年の地味な生涯を終えた……
　……はずがその人生の記憶を持ったまま、19年の元日に同じ場所で再び誕生。彼は生
と死を輪のように繰り返す「ウロボラン」だったのです。２回目の人生で錯乱し自ら命
を絶ってからは宗教や科学に救いを求め、６回目の人生で同じウロボランの科学者ヴィ
ンセントと運命の出会いを果たします。ヴィンセントが万物の謎を解き明かそうとしたこ
とから歴史の流れが歪み、人類は滅亡の危機に。ハリーは友の研究に協力しつつも葛藤
し̶̶。物語は２人の時空を越えた愛憎を軸にウロボランの秘密組織クロノス・クラブ
を巻きこんで、第１次大戦から 9.11同時多発テロまで20世紀の激動を̶̶何度も̶̶
駆け抜けます。世界は終わるのか。２人の因縁の行方は？　科学、歴史、ロマンスにミ
ステリーと多彩な要素を織り合わせ、最後にはぞわりと心が粟立つ結末が待っています。
ジョン・Ｗ・キャンベル記念賞受賞。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　（雨海弘美）

[The First Fifteen Lives of Harry August ]
Claire North

『ハリー・オーガスト、15回目の人生』
クレア・ノース
雨海弘美 訳
（KADOKAWA）
¥1,160＋税

[The Giver]
Lois Lowry

『ギヴァー 記憶を注ぐ者』
ロイス・ローリー
島津やよい 訳

（新評論）
¥1,500＋税
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　この本の原題は The Speed of  the Dark といい、直訳すると「闇の速度」となる。こ
れは、主人公のひとり、エックマンが研究していた「光の減速器」に関わる概念だ。エッ
クマンは科学者であるとともに、超微細な彫刻作品を作る芸術家でもあった。才能のあ
る人間にはちがいないが、愛すべきキャラクターではない。外見ばかりか、心までひね
くれていて、自意識過剰の自己中心的な人物だ。物語は、そんなエックマンがひとりの
女性を愛することから始まる。そしてその愛が受け入れられなかったとき、エックマン
は恐ろしいことに手を染める。いっぽう、エックマンによって人生を大きく狂わされた
少年クリストファーは、エックマンの死後、彼の研究を引き継いで、最後にある決断を
下す。それは、エックマンによって奪われた家族と愛を取り戻すための決断だった。異
形のマッドサイエンティストを登場させ、独特の雰囲気を醸し出す本書は、ＳＦファンタ
ジーであるとともに、愛を求めてやまない人々の物語でもある。

（石田文子）

　「ハンガー・ゲーム」。それは、独裁国家パネムにおいて各地区から選ばれた二十四名
の少年少女が、人工的に設けられた巨大な闘技場で飢え（ハンガー）と闘いながら最後
の一人になるまで殺し合う、究極のサバイバル・ゲーム。最愛の妹の身代わりとして出
場を志願した主人公カットニスは、亡き父から教わった弓の腕やサバイバル術を頼りに
死力を尽くして戦う。この近未来ディストピア小説で描かれるのは、現代の「リアリティ・
ショー」さながらの世界だ。ゲームの参加者たちは開会式やインタビュー会に着飾って
現れ、人気者となり、ゲーム自体もパネム全土に生中継される。
　舞台設定だけに注目すると『バトル・ロワイアル』を彷彿させるが、それだけで敬遠
しないでほしい。十六歳の少女が絶対的に不利な状況のなか、いかに生き残るか、騙し
騙されの頭脳戦が展開される。クールで、ときには非情にもなれるヒロインが何とも魅
力的。首都キャピトルの極彩色の退廃的な世界は映画版で見事に実写化されたが、ヒロ
インの心の機微を追うならぜひ原作を読んでもらいたい。

（河井直子）

[The Hunger Games ]
Suzanne Collins

『ハンガー・ゲーム』
スーザン・コリンズ
河井直子 訳
（KADOKAWA）
上・下  各  ¥590＋税

[The Speed of the Dark]
Alex Shearer

『スノードーム』
アレックス・シアラー

石田文子 訳
（求龍堂）
¥1,200＋税
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　主人公の少年は、目を覚ますと見知らぬ町にいる。そこがどこなのか、なぜ自分がそ
こにいるのか、そもそも自分の名前すらわからない。町には、人がまったくいない。人
間が暮らしていた形跡はあるが、家や通りには厚くほこりが積もっていて、電気もガス
も止まっている。自分も、髪は短く刈られ、服の代わりに、金属片がついた包帯らしき
ものがほぼ全身に巻かれている。しかも、わずかに残っている記憶は、自分は溺死した
はずだと告げているのだ。
　最初、この原書を手にしたとき、いつ、どこで、だれが、なにを、なぜ、したのか、
知りたくて、夢中でページをめくった。そして、翻訳作業でふたたび興奮。読み直すたびに、
新たな伏線が見つかり、いかに緻密に構成されているかが、明らかになる。パトリック・
ネスは、どうすれば物語が最高に面白くなるかを知りつくしている作家だと思う。

（三辺律子）

　文明崩壊後の世界を描く “終末ＳＦ” の注目作がしばらく前から続々と登場しているが、
ベストセラーになった本書もその 1 冊だ。正体不明のエイリアンが突如襲来、電磁パル
スと津波と伝染病を利用して人類の 97 パーセントを殺戮したあげく、人間と見分けのつ
かない姿をとって残りの 3 パーセントも片っ端から殺していく。出会った人間は敵かも
しれない。殺さなければ殺されるかもしれない。そんな過酷な世界で、ヒロインのアメ
リカ人少女キャシーは、エイリアンに連れ去られた幼い弟を救うため、エイリアンの本
拠地めざしてひとり旅立つ。もうひとりの主人公の少年ベンは、アメリカ軍の残党に命
を救われ、エイリアンと戦う少年軍の兵士になる。
　……と、設定は非常に暗いけれど、実際はスリルありアクションありロマンスありの
ノンストップ・エンターテインメント。「人間らしさって何？」と自問しながらタフにし
なやかに成長していくキャシーとベンの姿も、読みどころのひとつだ。クロエ・グレース・
モレッツ主演で映画化もされた快作をお楽しみあれ！

（安野 玲）

[More Than This ]
Patrick Ness

『まだなにかある』
パトリック・ネス
三辺律子 訳
（辰巳出版）
上・下  各  ¥1,700＋税

[The Fifth Wave ]
Rick Yancey

『フィフス・ウェイブ』
リック・ヤンシー

安野 玲 訳
（集英社）
¥1,200＋税
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　荒廃した近未来。輝かしい世界を取り戻すと約束し、まんまと世の中を支配した再建
党は、人々から自由や文化を奪ってしまう。そんな世界に生まれたジュリエットには、
不思議な力があった。彼女の肌に触れた人は命を吸い取られ、最悪の場合、死んでしま
うのだ。そのせいで母親に抱かれたこともなく、誰からも愛されたことがない。しかも
ある日、危険人物として施設に閉じこめられてしまう。
　ジュリエットは話し相手すらいない孤独な日々を、メモ帳に思いを書き留めてすごす。
メモ帳の記録にも、彼女の一人称で語られる本文にも、一度書いたものを棒線で消した
箇所がたびたび出てくる。口にできない本音、自分でも理解できない気持ち、持てばつ
らくなるだけの希望……過酷な人生を強いられた17歳の迷いや苦悩が痛々しいほど伝
わってくる。特殊能力者達が圧政に立ち向かうというエンターテインメント性の高いス
トーリーに、文学的な表現をミックスした、ちょっと珍しいタイプの作品。

（大谷真弓）

　舞台は、宇宙の果てにある惑星。特殊なウイルスが蔓延しているこの惑星では、頭に
うかぶ考えがすべて音（ノイズ）になって漏れ出てしまう。そのせいでこの惑星は、人
がまきちらすノイズであふれかえっている。主人公の少年トッドは、渦巻くノイズのな
かにそれまで聞いたことのない謎の “声” を耳にする。それをきっかけに大人たちから
命を狙われ、恐ろしい試練に打ちのめされながら、厳しい現実に立ち向かっていく。
　さて、人の声がノイズとなって飛び交っているのは、現代社会も同じだ。テレビ、イ
ンターネット、ＳＮＳの恩恵を受けながらも、ぼくたちはときに種々雑多な情報の波にの
まれて呆然とする。トッドに突きつけられる問い、トッドが直面する現実は、そっくり
そのままぼくたちに突きつけられた問いであり、ぼくたちが直面している現実だ。
　悲嘆と絶望、怒りと憎しみ、焦燥感と緊張感。作者パトリック・ネスが突きつける胸
をえぐるメッセージ、この作品に注ぎこんだ強烈なエネルギーを全身で感じながら「未
来が語る今日の世界」にぜひ思いをめぐらしてみてほしい。

（樋渡正人）

[The Knife of Never Letting Go 
(Chaos Walking Trilogy #1) ]

Patrick Ness

『混沌の叫び 1　心のナイフ』
パトリック・ネス

金原瑞人・ 樋渡正人 訳
（東京創元社）

 上・下 各  ¥1,900＋税

[Shatter Me ]
Tahereh Ma�

『シャッター ミー 1 』
タヘラ・マフィ
金原瑞人・大谷真弓 訳
（潮出版社）
¥1,700＋税
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編集・発行
金原瑞人（法政大学教授・翻訳家）

２０１6年12月 発行

ぼくの好きな吉岡太朗さんの歌集から。「南海にイルカのおよぐポスター
をアンドロイドの警官が踏む」「プログラムは更新されて君は消える　
風鈴の向こうに広がった夏」「新しい世界にいない君のためつくる六千
万個の風鈴」

編集
三辺律子（英米文学翻訳家）

イラスト・ブックデザイン

わたしも金原さんに対抗（？）して。「ゆたゆたと泡盛りあがるグリー
ンティー宇宙樹より来るみどりの時間」（井辻朱美）「封じ込めていたも
のたちが放たれて未来が過去をあたらしくする」（東直子） みなさんが未
来の世界を楽しんで下さいますように。

オザワミカ（イラストレーターとかいろいろ）

「なんてＳＦチック！」と、Web上で見かけたその書影に一目惚れして
買った写真集「バイコヌール宇宙基地の廃墟」（ラルフ・ミレーブズ ／
三才ブックス）。滅びゆくものなのにまるで新しい世界のよう。

2322

URL：kanehara.jp/bookmark/
Twitter：@bookmarkFB
Facebook：facebook.com/bookmarkfreebooklet/

印刷：グラフィック

はっとりこうへい
Hattori Kouhei
http://hattlis.nomaki.jp

 Photo：Kitazaki Kaoru 


	bookmark06_01-24
	bookmark06_02-03
	bookmark06_04-05
	bookmark06_06-07
	bookmark06_08-09
	bookmark06_10-11
	bookmark06_12-13
	bookmark06_14-15
	bookmark06_16-17
	bookmark06_18-19
	bookmark06_20-21
	bookmark06_22-23

