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早川書房

21 世紀を迎え、日本 SF がぞくぞく翻訳されるようになりました。翻訳された日本 SF はやがて量を質に転化
し、21 世紀 SF に新たな光をもたらすでしょう。
そんな時代にさしかかった今年 2012年、
川又千秋氏の第五回日本 SF大賞受賞作
『幻詩狩り』
（原著中央公論社、
Death
Sentences
のタイトルで刊行され、
1984 年；現在東京創元社より復刊）がミネソタ大学出版局より
反響を呼んでいます。SF とシュルレアリスムの交点、科学小説と思弁小説の交点を模索するばかりか高度資本
主義日本に対しても鋭い洞察を含む『幻詩狩り』が、いま世界 SF の文脈で読み直されようとしています。
日本 SF 作家クラブは、来年 2013 年に迎える 50 周年記念の国際 SF シンポジウムのキックオフ企画として、
このたび『幻詩狩り』英訳者のひとりにして北米における日本研究の旗頭でもあるマッギル大学教授トマス・
ラマール氏が来日される機会に、特別シンポジウムを開催することにいたしました。
話題は日本にとって SF 翻訳とは何であったか、日本 SF にとって翻訳とは何であったか、そしてそもそ
も SF にとって日本とは何であったかという多様な話題に及ぶ予定です。お誘い合わせのうえ、どうぞふるっ
てご参集下さい。
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