
年代主な出来事アメリカ・カナダイングランド・
オーストラリア・
ニュージーランド

フランスチェコ韓国・朝鮮日本

19世紀まで『にんじん』ルナール（1894）『おばあさん』ニェムツォヴァー
（1855）

春香伝

19001903：ライト兄弟初飛
行
1904-05：日露戦争
1906：南満州鉄道株
式会社設立

『そばかすの少年』ポーター
（04）
『白い牙』ロンドン（06）

『ロード・ジム』コンラッド（00）
『キム』キプリング（01）
『ノストローモ』コンラッド（04）

『東方所観』クローデル（00）
『ジャン・クリストフ』ロラン
（04-12）
『母の手』フラピエ（04）
『翼あるサンダル』レニエ（06）
『狭き門』ジッド（09）

『高野聖』泉鏡花（00）
『君死にたまふことなかれ 』与
謝野晶子（04）

『吾輩は猫である』夏目漱石
（05）
『破壊』島崎藤村（06）
『布団』田山花袋（07）
『それから』夏目漱石（09）
『ふらんす物語』永井荷風（09）

19101910：日韓併合
1911-12：辛亥革命
1912：タイタニック号
沈没
1914-18：第一次世界
大戦
1917：ロシア革命
1918：チェコスロヴァ
キア共和国成立
1919：三・一独立運動

『あしながおじさん』ウェブス
ター（12）

『ワインズバーグ・オハイオ』ア
ンダソン（19）

『ハワーズ・エンド』フォースター
（10）
『秘密の花園』バーネット（11）
『ピグマリオン』バーバード・
ショー（12）

『ダブリン市民』ジョイス（14）
『月と六ペンス』モーム（19）

『オペラ座の怪人』ルルー（10）
『五大讃歌』クローデル（10）
『失われた時を求めて』プルース
ト（13-27）

『アルコール』アポリネール（13）
 『砲火』 バルビュス（16）

『若きパルク』ヴァレリー（17）
『カリグラム』アポリネール（18）

『暗黒』イラーセク（12-14）
『変身』カフカ（12/15）
『ゴーレム』マイリンク（15）

『無情』李光洙（18）
「火の遊び」朱耀翰（18）
「弱き者の悲しみ」金東仁
（19 ）

『こころ』夏目漱石（14）
『羅生門』芥川龍之介（15）
『明暗』夏目漱石（16）
『城崎にて』志賀直哉（17）

19201923：関東大震災
1929：世界大恐慌

『ビリー・バッド』メルヴィル
（24）
『グレート・ギャッツビー』フィッ
ツジェラルド（25）

『日はまた昇る』ヘミングウェイ
（26）
『楡の木蔭の欲望』オニール
（24）
『天使よ故郷を見よ』T. ウルフ
（29）
『武器よさらば』ヘミングウェイ
（29）

『荒地』T.S.エリオット（22）
『ユリシーズ』ジョイス（22）
『インドへの道』フォースター
（24）
『ダロウェイ夫人』V. ウルフ
（25）
『灯台へ』V. ウルフ（27）
『チャタレイ夫人の恋人』D・
H・ロレンス（28）

『ポエジー』コクトー（20）
『シェリ』コレット（20）
『磁場』ブルトンほか（20）
『青い麦』コレット（22）
『魅惑』ヴァレリー（22）
『チボー家の人々』マルタン･
デュ･ガール（22-28）

『魅せられたる魂』ロラン（22-
33）

『肉体の悪魔』ラディゲ（23）
『ナジャ』ブルトン（28）
『眼球譚』バタイユ（28）
『恐るべき子供たち』コクトー
（29）
『ダヴィッド・ゴルデル』ネミロ
フスキー（29）

『ロボット』チャペック（20）
『虫の生活』チャペック（21）
『兵士シュベイクの冒険』ハシェ
ク（21-23）

『訴訟』カフカ（14-15/25）
『城』カフカ（22/26）
『迷宮1000』ヴァイス（29）

「万歳前」廉想渉（23）
「甘藷」金東仁（25）
『つつじの花』金素月（25）
『あなたの沈黙』韓龍雲（26）
「うちのお兄さんと火鉢」林和
（29）

『蠅』横光利一（23）
『痴人の愛』谷崎潤一郎（25）
『伊豆の踊子』川端康成（27）
『山椒魚』井伏鱒二（29）
『蟹工船』小林多喜二（29）



年代 主な出来事 アメリカ・カナダ イングランド・
オーストラリア・
ニュージーランド

フランス チェコ 韓国・朝鮮 日本

1930 1931：満州事変
1933：ナチ政権誕生
1937-45：日中戦争
1939-45：第二次世界
大戦
1939：ナチス・ドイツ
軍によるチェコスロヴァ
キア解体

『大地』バック（31）
『ガラスの鍵』ハメット（31）
『北回帰線』ミラー（34）
『郵便配達は二度ベルを鳴らす』
ケイン（34）

『彼らは廃馬を撃つ』マッコイ
（35）
『風と共に去りぬ』ミッチェル
（36）
『 アブサロム、 アブサロム 』
フォークナー（36）

『ハツカネズミと人間』スタイン
ベック（37）

『わが町』ワイルダー（38）
『怒りの葡萄』スタインベック
（39）

『すばらしい新世界』ハクスリー
（32）
『四つの四重奏』エリオット
（36-42/43）
『フィネガンズ・ウェイク』ジョ
イス（39）

『そして誰もいなくなった』クリ
スティ（39）

『夜間飛行』サン=テグジュペリ
（31）
『夜の果ての旅』セリーヌ（32）
『人間の条件』マルロー（33）
『狂気の愛』ブルトン（37）
『嘔吐』サルトル（38）
『蜘蛛』トロワイヤ（38）
『キュリー夫人伝』E.キュリー
（38）

『性の夜想曲』ネズヴァル（31）
『少女ヴァレリエと不思議な一
週間』ネズヴァル（32）

『長い長いお医者さんの話 』
チャペック（32）

『ダーシェンカ』チャペック（33）
『山椒魚戦争』チャペック（36）

「三代」廉想渉（31）
「故郷」李箕永（33）
「五月の薫風」朴泰遠（33）
「烏瞰図」李箱（34）
「小説家仇甫氏の一日」朴泰遠
（34）
『人間問題』姜敬愛（34）
『鄭芝溶詩集』鄭芝溶（35）
『太陽の風俗』金起林（36）
『鹿』白石（36）
「そばの花咲くころ」李孝石
（36）
「春、春」金裕貞（36）
「鴉」李泰俊（36）
『川辺の風景』朴泰遠（38）
『太平天下』蔡萬植（38）
※1938年韓国語の使用禁止

「オランケの花」李庸岳（39）

『檸檬』梶井喜次郎（31）
『銀 河 鉄 道の 夜 』 宮 沢 賢 治
（34）
『雪国』川端康成（35-37）
『夜明け前』島崎藤村（35）
『墨東綺譚』永井荷風（37）
『暗夜行路』志賀直哉（37）

1940 1945：ポツダム宣言
1948：済 州 島4・3事
件
1948：二月事件（チェ
コ）

『心は孤独な狩人』マッカラーズ
（40）
『アメリカの息子』ライト（40）
『人間喜劇』サロイヤン（43）
『ガラスの動物園』ウィリアムズ
（44）
『欲望という名の電車』ウィリ
アムズ（47）

『裸者と死者』メイラー（48）
『セールスマンの死』ミラー（49）

『動物農場』オーウェル（45）
『1984年』オーウェル（49）

『星の王子さま』サン=テグジュ
ペリ（43）

『異邦人』カミュ（42）
『花のノートルダム』ジュネ（44）
『言葉たち』プレヴェール（45）
『うたかたの日々』ヴィアン（47）
『ペスト』カミュ（47）
『第二の性 』ボーヴォワール
（49）

『カールシュタイン城夜話』ク
プカ（44）

『星のある生活』ヴァイル（49）
※1948年、二月事件。共産党
の独裁体制へ

※1940年　創氏改名
「絶頂」李陸史（40）
「解放前後」李泰俊（46）
「民族の罪人」崔萬植（48-49）
『空と風と星と詩』尹東柱（48）
※1948年　韓国で日本大衆文
化の流入制限始まる

『走れメロス』太宰治（40）
『細雪』谷崎純一郎（46-48）
『堕落論』坂口安吾（46）
『人間失格』太宰治（48）
『俘虜記』大岡正平（49）
『仮面の告白』三島由紀夫（49）

1950 1950-53：朝鮮戦争
1956：第二次中東戦争

『ライ麦畑でつかまえて』サリン
ジャー（51）

『老人と海』ヘミングウェイ（52）
『エデンの東』スタインベック
（52）
『賢い血』オコナー（52）
『奇跡のルーキー』マラマッド
（52）
『ナイン・ストーリーズ』サリン
ジャー（53）

『ロリータ』ナボコフ（55）
『吠える』ギンズバーグ（55）
『夜への長い旅路』オニール
（40?/56）
『路上』ケルアック（57）
『さようならコロンバス』ロス（59）

『ゴドーを待ちながら』ベケット
（52）
『蠅の王』ゴールディング（54）
『指輪物語』トールキン（54）
『ラッキー・ジム』エイミス（54）
『土曜の夜と日曜の朝』シリトー
（58）
『鐘』マードック（58）

『ハドリアヌス帝の回想』ユル
スナール（51）

『けものたち』ガスカール（53） 
『悲しみよこんにちは』サガン
（54）
『レ・マンダラン』ボーヴォワー
ル（54）

『天国の根』ガリー（56）
『嫉妬』ロブ=グリエ（57）
『心変わり』ビュトール（57）
『迷路のなかで』ロブ=グリエ
（59）

『夜毎に石の橋の下で』ペルッ
ツ（53）

『マミンカ』サイフェルト（54）

「埃」李泰俊（50）
『お前はどこにいるのか』林和
（51）
『驟雨』廉想渉（54）
「休戦線」朴鳳宇（56）
『誤発弾』李範宣（59）

『金閣寺』三島由紀夫（56）
『敦煌』井上靖（59）

1960 1960-75：ベトナム戦
争
1961：軍事クーデター

（韓国）
1962：キューバ危機
1966-77：文化大革命
1968：プラハの春
1969：ア ポ ロ11号月
面着陸

『酔いどれ草の仲買人』バース
（60）
『キャッチ=22』ヘラー（61）
『フラニーとゾーイー』サリン
ジャー（61）

『アメリカの鱒釣り』ブローティ
ガン（67）

『スローターハウス5』ヴォネ
ガット（69）

『管理人』ピンター（60）
『ローゼンクランツとギルデン
スタンは死んだ』ストッパード

（67）
『フランス軍中尉の女』ファウ
ルズ（69）

『公園』ソレルス（61）
『砂の荷物』ラングフュス（62）
『パッサカリア』パンジェ（69）

『少女カテジナのための祈り』
ルスティク（64）

『厳重に監視された列車』フラ
バル（65）

『冗談』クンデラ（67）
『火葬人』フクス（67）

「青い空を」金洙暎（60）
『広場』崔仁勲（61）
『霧津紀行』金承鈺（64）
「糞地」南延賢（65）
「殻は去れ」申東曄（67）
『土地』朴景利（69-94）

『古都』川端康成（62）
『砂の女』阿部公房（62）
『個人的な体験』大江健三郎
（64）
『黒い雨』井伏鱒二（66）
『万延元年のフットボール』大
江健三郎（67）

『苦界浄土』石牟礼道子（69）

1970 1973：第四次中東戦争
1975：ベトナム戦争終
結

『救い出される』ディッキー（70）
『われらのギャング』ロス（71）
『町で一番の美女』ブコウスキー
（72）
『素晴らしいアメリカ野球』ロス
（73）
『死ぬには、もってこいの日』
ハリスン（73）

『重力の虹』ピンチョン（73）
『レンブラントの帽子』マラマッ
ド（74）

『ガープの世界』アーヴィング
（78）

『選ばれし者』ルーベンス（70）
『自由の国で』ナイポール（71）
『モーリス』フォースター（71）
『G.』バージャー（72）
『海よ、海』マードック（78）
『テムズ河の人々』P.フィッツ
ジェラルド（79）

『魔王』トゥルニエ（70）
『人生使用法』ペレック（78）
『暗いブティック通り』モディア
ノ（78）

『剃髪式』フラバル（70）
『わたしは英国王に給仕した』
フラバル（71）

『美しい鹿の死』パヴェル（71）
『時の止まった小さな町』フラ
バル（73）

『あまりにも騒々しい孤独』フ
ラバル（76）

『力なき者たちの力』ハヴェル
（78）
『僕の陽気な朝』クリーマ（78）
『この世の美しきものすべて』
サイフェルト（79）
※1977年、憲章77

「噂の壁」李清俊（71）
『客地』黄晢暎（71）
『他人の部屋』崔仁浩（73）
「燃える渇きで」金芝河（74）
『あなたたちの天国』李清俊
（76）
『冠村随筆』李文求（77）
『九足の靴で残った男』尹興吉
（77）
『こびとが打ち上げた小さな
ボール』チョ・セヒ（78）

『智里山』李炳注（79）

『レイテ戦記』大岡昇平（71）
『岬』中上健次（75）
『火宅の人』（75）
『限りなく透明に近いブルー』
村上龍（76）

『風の歌を聴け』村上春樹（79）

1980 1980：光州民主化運動
1982：フォークランド
紛争
1980-88：イラン・イラ
ク戦争
1986：チェルノブイリ
原発事故
1987：民主化宣言（韓
国）
1989：天安門事件
1989：ベルリンの壁崩
壊
1989：ビロード革命

『チャイナ・メン』キングストン
（80）
『大聖堂』カーヴァー（83）
『レス・ザン・ゼロ』エリス（85）
『大陸漂流』バンクス（85）
『ブラッド・メリディアン』マッ
カーシー（85）

『舞踏会へ向かう三人の農夫』
パワーズ（85）

『ニュークリア・エイジ』オブラ
イエン（85）

『ホワイト・ノイズ』デリーロ（85）
『彷徨う日々』エリクソン（85）
『侍女の物語』アトウッド（85）
『ビラヴド』モリスン（88）
『ムーン・パレス』オースター（89）

『真夜中の子供たち』ラシュディ
（81）
『マイケル・K』クッツェー（83）
『秋のホテル』ブルックナー（84）
『フロベールの鸚鵡』バーンズ
（84）
『ムーンタイガー』ライヴリー
（87）
『悪魔の詩』ラシュディ（88）
『日の名残り』イシグロ（89）

『砂漠』ル＝クレジオ（80）
『場所』エルノー（83）
『愛人（ラマン）』デュラス（84）
『場所』エルノー（83）
『浴室』トゥーサン（85）
『悪童日記』クリストフ（86）
『聖なる夜』べン=ジェルーン
（87）

『宮廷の道化師たち』ダガン
（82）
『存在の耐えられない軽さ』ク
ンデラ（84）
※1984年、ヤロスラフ・サイ
フェルト、ノーベル文学賞受賞

『長雨』尹興吉（80）
『幼年の庭』呉貞姫（80）
『母の杭』朴婉緒（80-91）
『火の祭典』金源一（83）
『英雄時代』李文烈（84）
『結婚』朴婉緒（85）
『花葵のあなた』都鍾煥（86）
『ウォンミドンの人々』梁貴子
（87）
『武器の陰』黄皙暎（88）
『南部軍』李泰（88）
『太白山脈』趙延来（83-89）
※1988年　越北作家の作品全
面解禁

『夜の光に追われて』津島佑子
（86）
『キッチン』吉本ばなな（87）
『ノルウェイの森 』村上春 樹
（87）

1990 1991：湾岸戦争
1991：ソ連邦崩壊
1993：チェコと ス ロ
ヴァキアの分離
1993：軍事政 権 終了

（韓国）
1997：香港返還
1997：アジア通貨危機

『すべての美しい馬』マッカー
シー（92）

『イギリスの患者』オンダーチェ
（92）
『儚い光』マイクルズ（96）
『アンダーワールド』デリーロ
（97）

『抱擁』バイアット（90）
『満たされぬ道』オクリ（91）
『パディ・クラーク ハハハ』ド
イル（93）

『フェリシアの旅』トレヴァー
（94）
『最後の注文』スウィフト（96）
『アムステルダム』マキューアン
（98）
『恥辱』クッツェー（99）

『ぼくの命を救ってくれなかった
友へ』ギベール（90）

『名誉の戦場』ルオー（90）
『テキサコ』シャモワゾー（92）
『片道切符』コーヴラール（94）
『素粒子』ウェルベック（98）
『ぼくは行くよ』エシュノーズ
（99）

『不滅』クンデラ（90）
『もうひとつの街』アイヴァス
（93）
『コーリヤ　愛のプラハ』スヴェ
ラーク（96）

『古いシルクハットから出た話』
ダガン（98）

『プラハ』クラール（99）

『深い川は遠く流れる』キム・ヨ
ンヒョン（90）

『サイの角のようにひとりで行
け』孔枝泳（93）

『離れ部屋』申京淑（95）
『南のひと北のひと』李浩哲
（96）
※1998年　日本の大衆文化解
禁

『ねじまき鳥クロニクル』村上
春樹（92-95）

『火の山―山猿記』津島佑子
（98）
『日蝕』平野啓一郎（99）

2000 『ある夜、クラブで』ガイイ（01）
『フランス組曲』ネミロフスキー
（1942?/04）

『エウロペアナ　20世紀史概
説』オウジェドニーク（01）

『懐かしの庭』黄皙暎（00）


