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■2004年～2007年に国内で刊行された翻訳図書32,000点（Ⅰ巻/9,302点
Ⅱ巻/5,838点　Ⅲ巻/16,660点）を収録した図書目録です。

■各著者名ごとに、書名（邦題・原題）、訳者名、出版社、発行年月、叢
書名、定価などの書誌事項を確認することができます。

■単行書はもちろん、全集・合集、論文集、作品集の内容も収載。各種索
引により、著者からも書名からも探すことができます。

●「Ⅳ総索引」には、「著者名索引（五十音順）」「著者名索引（ABC順）」
「書名索引（五十音順）」「原書名索引（ABC順）」を収載。

●「翻訳図書目録2000-2003」（2004.8刊）の継続版。

全集、論文集収載の各著者名からも検索できる
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翻訳図書目録シリーズ ●シリーズでご利用になれば明治から2007年までの翻訳図書を通覧することができます●

翻訳図書目録 明治・大正・昭和戦前期 Ⅰ 定価（本体47,000円＋税）　Ⅱ 定価（本体28,000円＋税）　Ⅲ 定価（本体38,000円＋税）　Ⅳ 定価（本体28,000円＋税）
 全4冊・揃定価（本体141,000円＋税）

翻訳図書目録 45/76 Ⅰ （オーダーメイド版）　Ⅱ 定価（本体24,466円＋税）　Ⅲ 定価（本体44,272円＋税）
 全3冊

翻訳図書目録 77/84 I （オーダーメイド版）　Ⅱ （オーダーメイド版）　Ⅲ （オーダーメイド版）
 全3冊

翻訳図書目録 84/88 Ⅰ 定価（本体17,500円＋税）　Ⅱ 定価（本体15,500円＋税）　Ⅲ 定価（本体22,000円＋税）
 全3冊・揃定価（本体55,000円＋税）

翻訳図書目録 88/92 Ⅰ 定価（本体27,184円＋税）　Ⅱ 定価（本体23,301円＋税）　Ⅲ 定価（本体27,184円＋税）
 全3冊・揃定価（本体77,669円＋税）

翻訳図書目録 92/96 Ⅰ 定価（本体15,600円＋税）　Ⅱ 定価（本体13,800円＋税）　Ⅲ 定価（本体26,000円＋税）　Ⅳ 定価（本体8,400円＋税）
 全4冊・揃定価（本体63,800円＋税）

翻訳図書目録 1996-2000 Ⅰ 定価（本体28,000円＋税）　Ⅱ 定価（本体26,000円＋税）　Ⅲ 定価（本体30,000円＋税）　Ⅳ 定価（本体9,600円＋税）
 全4冊・揃定価（本体93,600円＋税）

翻訳図書目録 2000-2003 Ⅰ 定価（本体16,800円＋税）　Ⅱ 定価（本体15,600円＋税）　Ⅲ 定価（本体30,000円＋税）　Ⅳ 定価（本体10,800円＋税）
 全4冊・揃定価（本体73,200円＋税）

好評
既刊

ブラウン，ダン　Brown，Dan
◇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　2004.5　334p　20cm　
1800円　 I 4-04-791474-6
◇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　2004.5　318p　20cm　〈折り込1
枚〉　1800円　I 4-04-791475-4
◇ デ セ プ シ ョ ン・ポ イ ント 　 上 　
（Deceptionpoint）　ダン・ブラウン著，越
前敏弥訳　角川書店　2005.4　345p　
20cm 1800円　 I 4-04-791493-2
◇ デ セ プ シ ョ ン・ポ イ ント 　 下 　
（Deceptionpoint）　ダン・ブラウン著，越
前敏弥訳　角川書店　2005.4　330p　
20cm 1800円　 I 4-04-791494-0
◇ダ・ヴィンチ・コード（The Da　Vinci　code.
　Special　illustrated ed.）　ダン・ブラウ
ン著，越前敏弥訳　ヴィジュアル愛蔵版　角
川書店　2005.8　621p　22cm　〈他言語
標題：The Da Vinci code〉　4500円　 I 
4-04-791507-6
◇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）　552円　 I 4-04-295503-0
◇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
◇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 
4-04-791517-3　　　　　　　〔08156〕
◇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　　
　　　　　　　　　　　　〔08157〕
◇天使と悪魔　上　（Angels and demons）ダ
ン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書店
2006.6　331p　15cm　（角川文庫）　590

円　 I 4-04-295501-0
◇天使と悪魔　中　（Angels　and　demons）　
ダン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書店　
2006.6　317p　15cm　（角川文庫）　590円
　 I 4-04-295507-X
◇天使と悪魔　下　（Angels　and　demons）
　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
◇デセプション・ポイント　上　（Deception　
point）　ダン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書
店　2006.10　427p　15cm（角川文庫）　
667円 　I 4-04-295508-8
◇デセプション・ポイント下　（Deception　point）ダ
ン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書店　
2006.10　413p　15cm　（角川文庫）　667
円　 I 4-04-295509-6
◇天使と悪魔　（Angels　and　demons.　
Special　illustrated　ed.） ダン・ブラウン著，越
前敏弥訳　ヴィジュアル愛蔵版　角川書店　
2006.12　703p　22cm　〈他言語標題：
Angels　and　demons〉　4700円　 I 
4-04-791540-8

ブラウン，デイル　Brown，Dale
◇炎の翼　上　（Wings　of　fire）　デイル・ブ
ラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　2004.7　
394p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステリ・コレクショ
ン）　790円　 I 4-576-04104-5　　　　　
　　　　　　〔08185〕
◇炎の翼　下　（Wings　of　fire）　デイル・ブ
ラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　2004.7　
382p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステリ・コレクショ
ン）　790円　 I 4-576-04105-3　　　　　
　　　　　　〔08187〕
◇幻影のエアフォース　（Nerve　center）　デイ
ル・ブラウン著，上野元美訳　二見書房　
2005.2　595p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステ
リ・コレクション）　952円　 I 4-576-05007-9　
　　　　　　　　　〔08188〕
◇ロシア軍侵攻　上　（Air　battle　force）　
デイル・ブラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　
2005.10　369p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステ
リ・コレクション）　 I 4-576-05147-4　　　　
　　　　　　　　　　〔08189〕
◇ロシア軍侵攻　下　（Air battle　force）　デ
イル・ブラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　
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ブラウン，ダン　Brown，Dan
◇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　2004.5　334p　20cm　
1800円　 I 4-04-791474-6
◇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　2004.5　318p　20cm　〈折り込1
枚〉　1800円　I 4-04-791475-4
◇ デ セ プ シ ョ ン・ポ イ ント 　 上 　
（Deceptionpoint）　ダン・ブラウン著，越
前敏弥訳　角川書店　2005.4　345p　
20cm 1800円　 I 4-04-791493-2
◇ デ セ プ シ ョ ン・ポ イ ント 　 下 　
（Deceptionpoint）　ダン・ブラウン著，越
前敏弥訳　角川書店　2005.4　330p　
20cm 1800円　 I 4-04-791494-0
◇ダ・ヴィンチ・コード（The Da　Vinci　code.
　Special　illustrated ed.）　ダン・ブラウ
ン著，越前敏弥訳　ヴィジュアル愛蔵版　角
川書店　2005.8　621p　22cm　〈他言語
標題：The Da Vinci code〉　4500円　 I 
4-04-791507-6
◇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）　552円　 I 4-04-295503-0
◇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
◇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 
4-04-791517-3　　　　　　　〔08156〕
◇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　　
　　　　　　　　　　　　〔08157〕
◇天使と悪魔　上　（Angels and demons）ダ
ン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書店
2006.6　331p　15cm　（角川文庫）　590

円　 I 4-04-295501-0
◇天使と悪魔　中　（Angels　and　demons）　
ダン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書店　
2006.6　317p　15cm　（角川文庫）　590円
　 I 4-04-295507-X
◇天使と悪魔　下　（Angels　and　demons）
　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
◇デセプション・ポイント　上　（Deception　
point）　ダン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書
店　2006.10　427p　15cm（角川文庫）　
667円 　I 4-04-295508-8
◇デセプション・ポイント下　（Deception　point）ダ
ン・ブラウン著，越前敏弥訳　角川書店　
2006.10　413p　15cm　（角川文庫）　667
円　 I 4-04-295509-6
◇天使と悪魔　（Angels　and　demons.　
Special　illustrated　ed.） ダン・ブラウン著，越
前敏弥訳　ヴィジュアル愛蔵版　角川書店　
2006.12　703p　22cm　〈他言語標題：
Angels　and　demons〉　4700円　 I 
4-04-791540-8

ブラウン，デイル　Brown，Dale
◇炎の翼　上　（Wings　of　fire）　デイル・ブ
ラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　2004.7　
394p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステリ・コレクショ
ン）　790円　 I 4-576-04104-5　　　　　
　　　　　　〔08185〕
◇炎の翼　下　（Wings　of　fire）　デイル・ブ
ラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　2004.7　
382p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステリ・コレクショ
ン）　790円　 I 4-576-04105-3　　　　　
　　　　　　〔08187〕
◇幻影のエアフォース　（Nerve　center）　デイ
ル・ブラウン著，上野元美訳　二見書房　
2005.2　595p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステ
リ・コレクション）　952円　 I 4-576-05007-9　
　　　　　　　　　〔08188〕
◇ロシア軍侵攻　上　（Air　battle　force）　
デイル・ブラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　
2005.10　369p　15cm　（二見文庫-ザ・ミステ
リ・コレクション）　 I 4-576-05147-4　　　　
　　　　　　　　　　〔08189〕
◇ロシア軍侵攻　下　（Air battle　force）　デ
イル・ブラウン著，伏見威蕃訳　二見書房　
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レッシグ，ローレンス　Lessig，Lawrence
◇Free culture- いかに巨大メディアが法をつ
かって創造性や文化をコントロールするか
（Free culture）　ローレンス・レッシグ著，
山形浩生，守岡桜訳　翔泳社　2004.7　
371，45p　22cm　2800円　I  4-7981-0680-
　1
内容　「海賊行為」（クリエータ，ただの猿まね
屋　ほか），「財産」（創設者たち，記録者た
ち　ほか），謎（キメラ，害），バランス（エルド
レッド，エルドレッド2）　　　　〔12294〕

◇クリエイティブ・コモンズ-デジタル時代の知的
財産権　クリエイティブ・コモンズ・ジャパン
編，ローレンス・レッシグ，林紘一郎，椙山敬
士，若槻絵美，上村圭介，土屋大洋著　NTT
出版　2005.3　166p　22cm　2400円　 I  
4-7571-0152-X
内容　序章　デジタル時代の創造性をめぐる挑
戦，第1章　自由な文化に向けて，第2章クリエ
イティブ・コモンズとは何か？，第3章　CCJP
とCCの違い，第4章　コモンズのための著作
権法の基礎理論，第5章　デジタル創作物の
電子的権利制御，付録　クリエイティブ・コモ
ンズ・ジャパンの発足と課題　　〔12295〕

レッソン，ヴィルジニー　Raisson，Virginie
◇地図で読む世界情勢　第1部－なぜ現在の
世界はこうなったか　（Le dessous des
　cartes）　ジャンークリストフ・ヴィクトル，ヴ
ィルジニー・レッソン，フランク・テ
　タール著，フレデリック・レルヌー地図作成，
鳥取絹子訳　草思社　2007.7　159p　
26cm　1600円　 I  978-4-7942-1609-0
内容　第1章　アメリカ大陸、世界覇権への道
（アメリカ合衆国の外交政策，ディエゴ・ガル
シア島̶航空母艦の島　ほか），第2章　欧
州とロシア、深遠なる戦略とアキレス腱（欧州
連合̶拡大か、排除か，カリーニングラード̶
欧州にあるロシアの「島」　ほか），第3章　
中東はいかにして世界の火種となったか（影
響下にある中東，石油̶依存関係と地政学　
ほか），第4章　アフリカは飛び立てるか（自
立するアフリカ 「̶アフリカ開発のための新パ
ートナーシップ」計画，ブルキナファソ̶何が
貧困を招いたか　ほか），第5章　アジアをい
かにして読み解くか（パキスタン̶無理な外交
姿勢，インド̶大国になる将来性　ほか）　
　　　　　　　　　　　　　　〔12296〕

◇地図で読む世界情勢　第2部－これから世界
はどうなるか　（Le dessous des cartes）ジ
ャンークリストフ・ヴィクトル，ヴィルジニー・レ
ッソン，フランク・テタール著，フレデリック・レ
ルヌー地図作成，鳥取絹子訳　草思社　
2007.8　110p　26cm　1500円　 I  978-4-

　7942-1610-6
内容　第6章　戦争の論理（紛争̶戦闘とその
理由，正しい戦争はあるのか？，テロリストの
居場所̶暴力の論理と力学，核拡散̶地政学
的リスクはこう変わる，チェチェン̶次の大い
なる火種，コロンビア̶世界の麻薬戦争の行
く末を占う，コートジボアール̶なぜ一つの国
が南北に別れたのか？，アフガニスタン̶なぜ
この地が戦場となったか），第7章　持続不可
能な発展（グローバル経済を地図化する，国
家の豊かさと貧困̶数字の陰にあるものは？，
世界は自給自足できるか？，健康の不平等̶
平均寿命の陰に隠れているもの，執行猶予中
の地球̶選択のとき，危機に瀕する海̶本当
の犯人と見かけだけの犯人，トルコの巨大ダム
̶政治問題化する水資源，カリフォルニア̶ア
メリカン・ドリームの終焉，ギニア湾̶石油開
発かウミガメか？，北西航路̶海の新しい航
路，気候温暖化̶氷で将来がわかる？）　　
　　　　　　　　　　　　　　〔12297〕

レッタ，コッラード　Letta，Corrado G.M.
◇アジアとヨーロッパの強調をめざして　
（Asia-Europe partnership）　コッラード・
G.M.レッタ著，現代政治学研究会監修　一
芸社　2003.12　431p　22cm　（ASEMの
将来　Asia-Europe meeting 1）　〈年表あ
り〉
◇ASEMの将来　コッラード・G.M.レッタ著，
現代政治学研究会監修　一芸社　2003.12
　2冊（セット）　21cm　15000円　 I 4-
　901253-39-5
内容　1　アジアとヨーロッパの協調をめざして
（文化間協力，アジアの変容過程のヨーロッ
パにおける影響，我ら原理主義のヨーロッパ
人），2　ガバナンスの比較分析（ガバナンスの
6W（「なぜ」「何を」「どこで」「いつ」「誰が」
「なぜ駄目なのか」）と1H（「どのように」），
アジアのASEM参加国のための、ヨーロッパ
参加国におけるガバナンス・パフォーマンスの
分析，ヨーロッパのASEM参加国のための、ア
ジア参加国におけるガバナンス・パフォーマン

レツシク 翻訳図書目録 2004-2007 Ⅰ

『翻訳図書目録 2004-2007』内容見本

『翻訳図書目録 2004-2007
Ⅲ 芸術・言語・文学』

『翻訳図書目録 2004-2007
Ⅰ 総記・人文・社会』


