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最新のプロフィールと邦訳作品がわかる
● 2002年以降、日本で作品が翻訳・紹介された主な海
外作家2,600人の詳しいプロフィールと、最近の邦訳
作品（8,700点）がわかる人名事典。前版を全面的に改
訂した最新版です。

掲載作家の3分の2は新規収録！
●純文学作家からSF・ミステリー作家、詩人、劇作家
まで、ノーベル賞作家、ベストセラー作家はもちろん、
既存の文学事典には掲載されていない新しい作家も
多数収録しています。
●掲載作家の3分の2は新規収録。引き続き掲載されて
いる作家も、全て最新の情報に更新しています。
●「作家名原綴索引」
「書名索引」付き。

2009年7月刊行

9784816921957
■ 収録作家例 ■

ジョン・アーヴィング（Irving,John） 「サーカスの息子」
「熊を放つ」
ポール・アンダースン（Anderson,Poul）「地球帝国秘密諜報員」
イ オンソン（李 恩成）
「ホジュン」
イ スグァン（李 秀光）
「シルミド」
グレッグ・イーガン（Egan,Greg）
「ひとりっ子」
「ディアスポラ」
カズオ・イシグロ（Ishiguro,Kazuo） 「わたしを離さないで」
コニー・ウィリス（Willis,Connie）
「最後のウィネベーゴ」
「航路」
キョウ ジュウ（姜 戎）
「神なるオオカミ」
トマス・H.クック（Cook,Thomas H.） 「石のささやき」
「緋色の迷宮」
アンドレイ・クルコフ（Kurkov,Andrei） 「大統領の最後の恋」
ニール・ゲイマン（Gaiman,Neil）
「スターダスト」
「アナンシの血脈」
アニータ・シュリーヴ（Shreve,Anita） 「パイロットの妻」
ヴィカス・スワラップ（Swarup,Vikas） 「ぼくと1ルピーの神様」
ダイ シージェ（戴 思傑）
「フロイ
トの弟子と旅する長椅子」
チョウ アイレイ（張 愛玲）
「ラスト、
コーション」
ジャン・フィリップ・トゥーサン（Toussaint,Jean-Philippe）
「逃げる」
「テレビジョン」
ジュディ・バドニッツ（Budnitz,Judy） 「空中スキップ」
「紙の空から」
アダム・ファウアー（Fawer,Adam） 「数学的にありえない」
ローレンス・ブロック（Block,Lawrence）「マイ
・ブルーベリー・ナイツ」
イアン・R.マクラウド（MacLeod,Ian R.）「夏の涯ての島」
ヨ カ（余 華）
「兄弟」
「活きる」
ピーター・ラヴゼイ（Lovesey,Peter） 「漂う殺人鬼」
「殺人作家同盟」
アティーク・ラヒーミー（Rahimi,Atiq） 「灰と土」
エルモア・レナード（Leonard,Elmore） 「キルショット」
「ホット・キッド」
アレステア・レナルズ（Reynolds,Alastair）
「量子真空」
「カズムシティ」
…など2,600人収録
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新訂第4版』内容

フラウ

最新海外作家事典

ブラウン ,ダン Brown,Dan

アメリカの作家。1964年6月22日ニュー
ハンプシャー州生まれ。アマースト大学卒。
父は数学者、母は宗教音楽家、妻は美術史
研究者で画家。大学卒業後、英語教師から
作家へ転身。98 年「パズル・パレス」でデ
ビュー。2003 年、レオナルド・ダ・ヴィン
チの名画に秘められた暗号に迫ったミス
テリー小説「ダ・ヴィンチ・コード」を刊行、
世界中で 3400 万部を売り上げ、2006 年に
は映画化もされる。2000年に刊行したシリー
ズ第 1 作「天使と悪魔」も好評を博し、一
躍ベストセラー作家の仲間入りを果たす。
同作品も2008年に映画化された。

552円 I 4-04-295503-7
◇ダ・ヴィンチ・コード 中 （The Da Vinci
code） ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川
書店 2006.3 284p 15cm （角川文庫）
552円 I 4-04-295504-5
◇ダ・ヴィンチ・コード 下 （The Da Vinci
code） ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川
書店 2006.3 278p 15cm （角川文庫）
552円 I 4-04-295505-3

フランシス, ディック Francis,Dick

イギリスの作家、元・騎手。本名 = フラ
ン シ ス , リ チ ャ ー ド・ス タ ン リ ー
（Francis,Richard Stanley）
。1920年ウェー
＊＊最近の邦訳作品＊＊
ルズ生まれ。18 歳で騎手を志し、46 年競馬
◇デセプション・ポイント 上 （Deception point） 界に入る。28 歳でプロ騎手になってから
はエリザベス皇太后のお抱え騎手として
ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川書店
活躍。54 年全英チャンピオン・ジョッキー
2006.10 427p 15cm （角川文庫） 667 円
I 4-04-295508-8
になる。56 年皇太后の愛馬デボンロック
◇デセプション・ポイント 下 （Deception point） 号に騎乗。57 年引退。競馬コラムニストを
経て、62 年小説「本命」を発表して作家に
ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川書店
転向。以来、競馬界に題材を求めたサスペ
2006.10 413p 15cm （角川文庫） 667 円
I 4-04-295509-6
ンス小説で人気を得る。他の作品に「査問」
フルマ
◇天使と悪魔 上 （Angels and demons）
（69 年）、
「利腕」
（79 年）、
「敵手」
「不屈」な
ど。2000 年ナイトに叙せられる。
2000 年に 2007 年には「ライラの冒険 黄
ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川書店
受賞する。
協力者であった妻メアリが死去してから
2006.6 331p 15cm （角川文庫） 590 円 I
金の羅針盤」が映画化された。1996 年「黄
筆を絶っていたが、息子フェリックスの
4-04-295501-0
金の羅針盤」でガーディアン賞、1996年カー
◇天使と悪魔 中 （Angels and demons）
協力を得、06 年の「再起」で復活、
07 年に 1996 年「花火師リーラと火の魔
ネギー賞、
は息子との共著で「祝宴」を発表。
1954
年
ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川書店
王」
でネスレ・スマーティーズ賞、
2001年「琥
全英チャンピオン・ジョッキー、
MWA 賞、 でウィットブレッド賞、
2006.6 317p 15cm （角川文庫） 590 円 I
珀の望遠鏡」
「サ
CWA 賞を受賞。妻 = フランシスリー・ロックハートの冒険」
, メアリー
4-04-295507-X
でフェニック
◇天使と悪魔 下 （Angels and demons）
（故人）。
ス賞オナー賞を受賞。
ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川書店
2006.6 333p 15cm （角川文庫） 590 円 I
4-04-295502-9
◇パズル・パレス 上 （Digital fortress） ダン・
ブラウン著 , 越前敏弥 , 熊谷千寿訳 角川書店
2006.4 300p 20cm 1800 円 I 4-04-7915173
◇パズル・パレス 下 （Digital fortress） ダン・
ブラウン著 , 越前敏弥 , 熊谷千寿訳 角川書店
2006.4 284p 20cm 1800 円 I 4-04-7915181
◇ダ・ヴィンチ・コード 上 （The Da Vinci
code） ダン・ブラウン著 , 越前敏弥訳 角川
書店 2006.3 296p 15cm （角川文庫）

＊＊最近の邦訳作品＊＊
＊＊最近の邦訳作品＊＊
◇審判 （Silks） ディック・フランシス,フェリッ
◇仮面の大富豪 上 （The shadow in the
クス・フランシス著 , 北野寿美枝訳 north）
早川書房フィリップ・プルマン著 , 山田順子訳
2008.12 398p 20cm （Hayakawa 東京創元社
novels） 2008.10 254p 20cm （Sogen
1900円 I 978-4-15-208986-1
bookland サリー・ロックハートの冒険 2）
◇再起 （Under orders.） ディック・フラン
1800円 I 978-4-488-01962-4
シス著 , 北野寿美枝訳 早川書房 ◇仮面の大富豪
2008.11
下 （The shadow in the
514p 16cm （ハヤカワ・ミステリ文庫）
north） フィリップ・プルマン著 , 山田順子訳
920 円 I 978-4-15-070741-5
東京創元社 2008.10 233p 20cm （Sogen
◇祝宴 （Dead heat） ディック・フランシス
bookland, サリー・ロックハートの冒険 2）
フェリックス・フランシス著 , 北野寿美枝訳
1800円 I 978-4-488-01963-1
早 川 書 房 2 0 0 7 . 1 2 3 9 4 p ◇琥珀の望遠鏡―ライラの冒険
20cm
上 （The
（Hayakawanovels 競馬シリーズ） amber
1900 円 spyglass） フィリップ・プルマン著 ,
I 978-4-15-208878-9
大久保寛訳 軽装版 新潮社 2008.7 397p

プルマン,フィリップ

Pullman,Philip
イギリスの作家。1946 年 10 月 19 日ノー
フォーク州ノリッジ生まれ。オックスフォー
ド大学エクセター・カレッジ卒。大学卒業
後、中学の教師を経て、作家活動に入る。
ウェストミンスター大学で英文学を教え
る傍ら、小説、芝居の脚本、絵本などを発表。
82 年に「Count Karlstein」を発表し、85
年からのビクトリア時代を背景とした小
説「サリー・ロックハートの冒険」4 部作
がベストセラーとなる。その後、95 年から
ファンタジー小説も発表、
「黄金の羅針盤」
（北極光） 「神秘の短剣」
「琥珀の望遠鏡」
の〈ライラの冒険〉シリーズが英国で評判
となり、カーネギー賞を始め多くの賞を

19cm 1100円 I 978-4-10-538908-6
◇琥珀の望遠鏡―ライラの冒険 下 （The
amber spyglass） フィリップ・プルマン著 ,
大久保寛訳 軽装版 新潮社 2008.7 379p
19cm 1100円 I 978-4-10-538909-3
◇神秘の短剣―ライラの冒険 上 （The
subtle knife） フィリップ・プルマン著 , 大
久保寛訳 軽装版 新潮社 2008.6 251p
19cm 900円 I 978-4-10-538906-2
◇神秘の短剣 ライラの冒険 下 （The
subtle knife） フィリップ・プルマン著 , 大
久保寛訳 軽装版 東京 新潮社 2008.6
241p 19cm 900円 I 978-4-10-538907-9
◇マハラジャのルビー （The ruby in the
smoke） フィリップ・プルマン著 , 山田順子
訳 東京創元社 2008.6 328p 15cm （創
元推理文庫 サリー・ロックハートの冒険 1）
880 円 I 978-4-488-53405-9
◇黄金の羅針盤
ライラの冒険
上
（NORTHERN LIGHTS） フィリップ・プル
マン著 , 大久保寛訳 軽装版 新潮社 2007.9
313p 19cm 950円 I 978-4-10-538904-8

