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王書 古代ペルシャの神話 ･伝説

◎岩波文庫

新しく入った本
｢名作文庫J に新しく入った本をご紹介します。
一部、 保存書庫に所蔵されているものがあります。
1階カウンターにてご請求ください。

君主論 新版
【著】 ニッコロ ･マキアヴェッリ
【刊】角川学芸出版

【訳】糠生 識/ 山村 優
【資料番号】乍01↑8254↑9

【訳】大岩 誠
【資料番号】 博竹915467

【訳] 岡田恵美子
【資料番号】 鱒増す930656

【著】 フェルドウスイー

【刊】岩波書店

アラブに征服される以前のペルシャ= イラン、 その歴代
の王や英雄の姿を詠った大叙事詩 『シャー ･ナーメ』 の
抄訳。 詩人フェルドウスィーは、 アラブ ･ ガズニ朝の政
権下で 3 0 年以上の歳月を費やし、 この大叙事詩を完成
した。 誰もがその一節を請ずることができる、 と言われ
るほどイランの人々に愛されている、 ペルシャの名謡。

◎岩波文庫

‐ % 道徳教育論
【著】 エミール ･デュルケム
【刊】講談社

きみふきんでもゞ ;‐‐
　　　　　　　　　
◎講談社学術文庫

◎講談社文芸文庫

◎岩波文庫

華やかなるルネサンス期、 フランスとスペインの領土争
いの標的となり、 時に戦場と化していたイタリア。 外国
に侵されない強力な独立国に フィレンツェ共和国の
外交官であったマキアヴェツリは、 かつての敵 ･スペイ
ンの後押しで共和国支配者に返り咲いたメディチ家に、
ひとつの書物を献上する。『君主論｣ という名の書物を。

ねじの回転
【著】 ヘンリー ･ジェイムズ
【刊】光文社

【訳】土屋政雄
【資料番号】 簡約917406

魅力的な青年貴族の依頼を受け、 家庭教師として田舎の
屋敷に赴いた女性。 待っていたのは青年が後見する幼い
兄妹。 信じがたいほど愛らしく純真な二人に魅せられた
彼女は、 やがて屋敷のなかで奇怪なモノを目撃する。 子
どもたちを狙う邪悪な薹、 だが彼女以外の者には誰にも
見えていない。 いったいどうすれば一一心理小説の白眉。

根をもつこと (全 2 冊)
【著】 シモーヌ ･ヴェイユ 【訳】富原真弓
【刊】岩波書店 【資料番号】 俗解824 172 (上) 10竹824 180 (下)

根をもつこと、 それは人間の魂の最も切実な要求である
とともに、 最も無視されている要求である 心のより
どころを失い、 自分の根幹を奪われてしまった者が再び
｢世界｣ とつながるためにはどうしたらよいのか。 壊れ
やすい不完全なものとしての郷土を愛し、 その苛烈なま
での純粋な思想で世界に衝撃を与えたヴェイユの主著。

宗教に依拠することなく子どもに規範を数え、 それを尊
重するように育てるには - - T 9 0 0 年代、 新しい道徳
教育の方法が模索されていたフランス、 ソルボンヌ大学
で、 社会学の巨星デュルケムがおこなった講義をまとめ
た本寄は、 現代の教育問題にも通底する多くの示唆に富
む。 読みやすい翻訳は、 デュルケム入門に最適。

夏目漱石論
【著】蓮竇重彦
【刊】講談社 【資料番号】 1鮒博34310

｢名作｣ を読むとき、 私たちは知らず知らず、 こんな身
振りfにとらわれてはいないだろうか。 作品から ｢高かれ
た意図｣ や ｢キーワード｣ ｢作者の影｣ を読みとろうと
すること。 漱石といえば決まって符牒のように出てくる
｢則天去私｣ r低徊趣味甘 そんなものから遠く離れ、 テク
ストのみをひたすらに見つめよう。 画期的な漱石論。

いちご姫 ･醐蝶 他二篇
【者】山田美妙
K刊】岩波書店 【資料番号】笹竹824354

その華麗な文体で明治の世を膿目させ、 多くの小説、 詩、
評論、 随筆を残した山田美妙。 だが、 もてはやされたそ
の文章は時の流れに耐えられず、内容の導きともあいま
って、 いまでは読む者はほとんどいない。 それでも ｢小
説｣ というものがまだ日本に存在しなかったあの時代、
先駆となった足跡は、 日本文学史に永遠に刻まれる - -

◎角川ソフィア文庫
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今月の特集
rキャッチ』檄書籍覆しあれこれ｣

｢名作｣ に著名な書きだしあり。
古今東西、
キャッチ｣ な書きだしで知られる作品をご紹介。

幸せな家族ほどれもみな同じように見えるが、
不幸数家族にはそれぞれの不幸の形がある。

【訳】望月哲男
【資料番号】 笹竹568530 (第 1巻)　　　　　　　　　きた不倫事件を収めるために降りたったモスクワ駅で、

ひとりの青年将校と出会ったことから、 すべてが思いが
けない方向へと変わってしまうo 脚にしみる筆致で描き
だされてゆくのは、 まさにそれぞれの人生そのもの。

◎光文社古典新訳文庫

桜の樹の下には屍体が埋まっている !

これは信じていいことなんだよ。
何故って、桜の花があんなにも見事に咲くなんて信じられないことじゃないが。

きざみ導き"舵機も溝零寒 【著】 梶井基次邸
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三等なさ蘂滲
　　　　　　　　　　　　　　

禅 様
【著】 梶井基次郎
【刊】新潮社 【資料番号】 ,0??798887

さき ほんの数真に過ぎない『桜の樹の下には』。 けれどその
磯-を インパク トの強さは格別。 闇の中、 頭上をぎっしりと

癩麓 覆う満開の桜。 無数の白い花弁のなかに無数の紅色の
癈讓壤 蘂を点じ、 いまを盛りと咲きほこるその様は、 なにか
讓讓 ひどく寶婆な有機体が燐光のようなものをまとって立
鱗濃 ちすくんでいるように見える一一氏折の俊才の名篇。

◎新潮文庫

人魚は、 商の方の海にばかり慶んでいるのではありません。
北の海にも撥んでし、たのでありま普。

北方の海の色は、青うございました。
ある時、岩の上に、女の人魚があがって、あたりの景色を眺めながら休んでいました。

小川未明童話集
【著】小川未明
【刊】岩波書店 【資料番号1 10笹372454

真っ暗な海に波が逆巻き、 真っ暗な山の社に燈明がゆ
れる。 獲るのは華やかな絵入りの蝋燭、 だがそれはい
つしか血のような赤に染まって - - 大正十年に新聞連
載された 『赤いろうそくと人魚』。 その鮮烈さと悲しさ
は、 大人の読者の心にも衝撃を与え、 児童の慰みにす
ぎないとされていた童話に新地平をひらいた。

変身
.･･.･･.･･‐

　　　　

轆身の男性で財産にもめぐまれているというのであれば
どうしても妻がなくてはならぬ、 というのは、
世のすべてが認める真理である。

◎河鮨文庫

高慢と偏見
【著】 ジェイン ･オースティン 【訳】 阿部知二

【刊】河出書房新社 【資料番号1僅0性7992朝

青年資産家ピンヴリーと名家出身のその友人ダーシー
が現われ色めきたつ田舎町ロングリー。 未婚の娘とそ
の家族はそわそわ、 五人姉妹のあるべネット家も例外
ではない。 長女ジェインはビングリーとなかなかの出
会いを果たすが、 次女エリザベスとダーシーの出会い
は最悪。 洗練されたユーモア、 オースティンの代表作。

ある朝、
ゲレ黛ゴル ･ザムザが不褻を夢から目を覚ましたところ、
ベッドのなかで、 自分が途方もない虫に変わっているのに気がついた。

.‐‐*露,。ブギ

◎白水Uブックス

変 身
【著】 フランツ ･カフカ 【訳】池内 紀
【刊】白水社 【資料番号】 節竹800545

販売員として気苦労の多い日を送っているグレーゴル
はある日、 自分が巨大な虫に変わってしまったことを
知る。 人に会えず、 仕事にも行けず、 両親にすら持て
あまされて部屋に引きこもる彼に、 優しく接してくれ
るのば妹だけだったが - -読む者の姿をそのまま静か
に映しだす鏡、 永遠に新しいカフカの名作。



あの人、 あの一議　　

｢名作｣ に登場する忘れがたい人物やセリフ、
そして文章をピックアップ。

心の糧に、 座右の銘に、 雑談の種に。

のんき

｢呑気と見える人々も、
たた

心の底を叩いて見ると、
どこか悲しい音がする。｣

夏目漱石 ｢吾輩は猫である』

最終章、 苦沙弥先生の家で呑気な座談をくりひろげていた客たちが
みな帰り、 しんとなった無人の座敷で、 猫がつぶやく感慨の一文。
ハイブラウな漫談を交わしつつ気楽の日々を送っているように見え
ても、 世知辛い風と無縁でいられる者はない。 生きているのは絵に
描いた世の中ではない。 足の下に踏んでいるのは他雲ではない。 退
屈かもしれないが、 いずれ地道な職について、 地道な結婚をして、
地道に生きるのが順当なんだろう。 世間に幅をきかせて人にシャン
パンを御馳走し、 得意に思えるなら、 それはそれで結構だ - -この
感慨のあと、 座敷を出た猫を待っていた運命。 それは本編で。

｢名作文賤｣ 楚読めるの総…

◎岩波文庫 ◎費用文庫 ◎新潮文庫

夏目漱石 (なつめ そうせき)
慶応三年、 江戸の牛込馬場下に生まれる。 この日に生まれると泥棒
になるという庚申の晩に誕生したので、 厄除けに ｢金｣ の字をとっ
て金之助と名づけられた。 生後まもなく里子に出され、 一旦生家に
戻ったものの、 2 歳のときに改めて新宿の名主 ･塩原夫婦の養子と
なる。 一高から東大英文科、 卒業後は英語教師として松山や熊本に
も赴任した。 29 歳で結婚、 3 3 歳で英国留学、 38 歳のとき 『吾輩は
猫である』 を発表、 以来、 旺盛な創作力を示す。 40 歳、 朝日新聞社
に入社、 以後の彼の作品はすべて同新聞に掲載されることになる。
43 歳秋、 宿病の胃潰瘍のため、 療養先の修善寺で大吐血、 危篤状態
に陥る。 この大患の予後を養う入院中に文学博士号を授与されたが
辞退し、 世間を驚かせた。 49 歳 11月、 最後の大作 『明暗』 連載中
に胃潰瘍が悪化、 12 月 9 日午後 6 時 45 分永眠。
法名 ･文献院古道漱石居士、 墓は都下、 雑司ヶ谷霊園にある。
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｢吾輩は獅である｣

夏目漱石のデビュー作。 俳人 ･高浜虚子にすすめられて創作の筆を
とり、 虚子が主幹をつとめる雑誌 ｢ホトトギス｣ に第 1 回を掲載。
これが大評判となったために続編を執筆、 同誌に連載する。 中学校
英語教師 ･苦沙弥先生の書斎に集まる明治の知識人の閑話談論を、
｢名前はまだ無い｣ 飼い猫の眼から描く。 江戸と明治、 世俗と教養、
漢籍と英文学、 東洋と西洋、 さまざまなるもののはざまから饒舌に
文明 ･社会を写生講刺する、 おもしろうてやがて悲しき長篇小説。

資料番号 1O性546353 資料番号倦Oず樹55842 資料番号すO鮒8鱒博6 ｢新潮日本文学辞典 増補改訂｣ 参照



いまこそ檄農、 ｢名作文庫｣“
下井草図書館だけにある特別な本棚、 ｢名作文庫｣。

一度は読んでおきたい古今東西の名著名作を
ハンディなサイズの文庫版 ･新書版で集めた本棚です。

おなじ作者のおなじ作品がいろいろな本でそろっているので、
1冊ごとにちがう解説、ちがう注釈、ちがう翻訳に

触れることができます。
題名だけしか聞いたことのなかったあの作品、
いまこそ手にとってごらんになりませんか ?

よりディープに葉しみたいあなたには
『名作文庫蔵書紹介』『いまこそ名作 !読書会』

実は ｢名作文庫｣ の*部は"書庫にしまわれています。
でも『名作文庫蔵書紹介』を見れば大丈夫 !

書庫の本のこともバッチリ載っています。
読みおわって熱い感動を誰かに語りたいる…と思ったら、

『いまこそ名作 !読書会』にその思いを投稿しましょう !
投鮴商レビューは常時公開 ! おなじ思いの誰かがいるかも。

季刊 ｢名作文庫｣ 通信
3 ･ 6 ･ 9 ･ 12 月発行

杉並区立下井草図書館


