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◎ちくま文庫

新しく入った蘂
｢名作文庫｣ 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。

ソクラテスの弁明
【着】プラトン 【訳】紳富 優留
【刊】光文社 【資料番号】惰0性937263

｢おまえより賢い者はいない｣ アポロンの巫女にそう告げられ
たひとりの男。 とても本当とは思えないが、 神が誤るはずは
ない。 神託の真の意味は何なのか。 自分より知恵があると思
われる人々と対話を始めた彼は、 まもなくあることに気づく。
やがて告発された彼が、 裁きの場で展開した弁論。 弟子によ
って伝えられたその思想は、 すべての 疎胆 の礎となって。

◎光文社古典新訳文庫
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社牧詩選
【著】杜 敷 【縄訳】松浦 友久/ 植木 久行
【刊】岩波蕃店 【資料番号】 lo鮒937297

詩人の名は知らなくとも絶句 ｢江南の春｣ の一節なら耳
にしたことがあるはず。 科挙に及第した杜牧が赴任した
先は、 豊かな交易と温暖な気候で知られる揚州。水辺や
農村の風光の明蠅さ、 城内には南朝時代に建立された仏
寺が立ちならび、 それが春の雨に煙る様といったら- -
｢南朝四百八十寺 多少の桜台 煙雨の内｣ 時はまさに春。
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【奢1 ヴィクトール ･ユゴー 【訳】西永 良成
【刊】筑摩礬房 【資料番号】 笹↑乍926555

おなかを空かせた子どもたちに与えるわずかなパンを盗
んだために、 監獄送りになった青年ジャン ･ヴァルジャ
ン。 ようやく出獄を果たしたものの、 二十年近い服役生
活は彼から多くのものを奪ってしまった。 時間、 情愛、
そして人を信じる心 辛苦に満ちたこの社会に彼の居
場所はあるのか。 ユゴー、 畢生の大河ロマン。

【資料番号】 T0竹942354
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ジ譲ン･メイナード･ケイ挑謠
　　　　　　　

◎講談社学術文庫

. - それは素直で、 気高くすらある善である。 一方、 強い不
三 潴を持ちながらも社会的に無力である者たちは、 何かを

◎岩波文庫

｢悪｣ と見なすことでしか自らを ｢善｣ とすることができ
なし、のだ 宗教批判を超えて刻挟される、 人間の本質。

雇用、 利子、 お金の一般理論
【箸】 ジヨン ･メイナード･ケインズ 【訳】山形 浩生
【〒u】講談社 【資料番号】 T餅

1 9 2 9 年、 世界大恐慌。 それは従来の経済学の理論で
は説明のつかない ｢異常事態｣ だった。 市場には自然な
調整機能が働し、ており、 物は作りさえすればいずれすべ
て売れるという考えかたが妥当ときれていたからだ。 だ
がいま、 現実には物が売れず、 そのために多くの人が失
業している。 何が誤っていたのか。 巨人ケインズの主着。

【著】江戸川 乱歩

＼壼“* 種塞人‐十両休日
　　　　　　 　　　　　　　　
さす豊穣
:寮 誣挙げ榛･ 【刊】ポプラ社 【資料番号】↑o11936562
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　　　　　 口マノフ家の宝石、 地下の秘密美術館、 そして探偵助手 ･
小林くんの七つ道具 わくわくするような展開と小道
具とで子どもたちの大人気を得た、 不朽の少年探偵団シ　　　　　　　　　

皺も瀞幸言叢護麓 ‐ リーズ第 1作。 昭和十年代に雑誌 ｢少年倶楽部｣ に連載
され、 そののち単行本化。 乱歩独特の文体からにじみで
る、 あの奇妙で不安な雰囲気は、 少年ものでも健在。

◎ポプラ文庫

鬘
◎平凡社ライブラリー

飲食事典 (全2冊)
【著】本山荻舟
【刊】平凡社 【資料番号】僅0鮒940572 (上) 他門940580 (下)

新聞記者生活のかたわら、 大衆向け時代小説家の先駆け
として人気を博した本山荻舟は、 また料理にも造詣が深
く、 食文化の研究に傾注。,没後に刊行された ｢飲食事典｣
は、 料理 ･食材 ･道具 ･祭礼 ･ 人名等、 あらゆる関連事
象を網羅して項目実に 6 0 0 0、 まさに集大成と言うべ
き大著。 調べものに実用に、 随筆としても楽しむのも 0。

道徳の系譜
【著】 フリードリッヒ ･ニーチェ 【訳】木場 深定
【刊】岩波蕃店 【資料番号】 10性937982

人にとっての善とは本来、 生きる喜びを心身で葵感する
ことによってもたらされる、 自己肯定感に他ならない。

ぎ蜜、義一
　　　　
　　　



今月の特集

◎岩波文庫

◎角iH文庫

｢縫薹にひたる…』
時は春。
友がみな我よりえらく見ゆる日は、
苦悩と絶望が真骨頂の ｢名作｣ に親しみ、
とことん暗くなってみる…

阿Q 正伝 ･狂人日記
【者】魯 迅
軒川 岩波警店

【訳】池内 紀
【資料番号】乍0l180 l428【資料番号】 1011800289

ひかりとげ
【著】武田泰淳
評= 新潮社 【資料番号】乍0僅0152989

◎新潮文庫

　　　　　

◎白水Uブックス

◎河出文庫

乗船が難破、 轡と氷にとざされた極寒の地から生還を
果たした船長。 だが、 その ｢感動的な物語｣ は、 暗い
秘密を抱えていた。 深更、 荒れ狂う吹雪の胞嘩に包ま
れながら、 たったひとり洞窟に取りのこされた彼の小
さな姿を思うとき、 その絶望の深さ、 救いのなさにい
たたまれなくなる。 実話に取材した武田泰淳の代表作。

審 判
【箸】 フランツ ･カフカ

【刊】白水社

閉塞感の蔓延する社会の片隅。 臨時仕事で食いつなぎ、
金もない、 学もない、 厭な出来事は自分に都合のよい
ように考えなおし、 心のなかで相手を少々見くだして
みることで気持ちの安定を図る - - そんな主人公がた
どることになる、 怖ろしい末路。 聡明でないことは、
かくも重く罰せられなければならぬほどの罪なのか。

セメント樽の中の手紙
【箸】葉山嘉樹
【刊】角川礬店 【【資料番号】↑01◆80↑824

セメント工の男がある日、 樽のなかから見つけた箱。
そこに収められていた手紙には、 恋人を襲った女工の
悲痛な願いが綴られていた。 掌篇ながら、 あまりにも
陰惨な女工の恋人の死にざまが、 夢魔のごとく脳裏に
からみついて離れない、 プロレタリア文学の代表作。
小林多喜二の 『蟹工船』 とあわせて読んでもよいかも。

　　　　　　　
【刊】新潮社 【資料番号】乍011897640
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1 9 5 0 年 7 月 1 日、 世の人々を驚愕させた衝撃の報
道。 ｢国宝金閣寺焼失 犯人は寺の青年僧｣ この事件に
材をとり、 三島由紀夫が描きだした暗黒の深淵。 完全
なるものを渇仰するがゆえに、 魔に魅入られてゆく者
の姿 闇、 極まりて燦爛たり、 自身の運命を予言し
ているかのような錯覚に陥る、 迫力のテクス ト。

平凡な勤め人の K に、 ある日突然出された逮捕状。 な
ぜそんなことになったのか、 そもそも何の罪で告発さ
れ、 裁かれているのかもわからないまま、 なんとか助
かろうとあがきつつ、 どうしようもない窮地へと彼は
はまりこんでゆく。 手に冷汗がにじむような怖ろしい
リアリティ、K の姿に何を見るか、 それはあなた次第。

ボヴァリー夫人

【著】 ギュスターヴ･フローベール 【訳】 山田 蒔

【刊】河出審房新社 ｣ 【資料番号】 10↑l8餅444

夢を抱いて医師の嚢となった彼女を持っていたのは、
何の楽しみも気晴らしもない退屈な毎日。 夫以外の男
性と火遊びをしてみても空しさは募るばかり。 やりき
れない思いから目をそむけ、 甘い夢を見つづけようと
する彼女は、 やがて途方もない代償を支払う羽目にな
る。 訳者は森茉莉の長男で圏外の孫、 蓮賞重彦の師匠。

リア王
【著】ウィリアム ･シェイクスピア 【訳】福田恒存
軒li】新潮社 【資料番号】 10鮒758040

家族と王国とをつつがなくおさめる自分への ｢感謝｣
を常に他人に忘れさせまいとした老王リア。 だが、 感
謝せよと事あるごとに言われつづけて、 人は心からそ
の気持ちを抱くことができるものだろうか。 家族にも
王国にも裏切られ、 孤独の地獄に落ちた彼に手をさし
のべる者はあるのか。 劇聖、 四大悲劇の白眉。
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◎新潮文庫



(訳 :丘沢静也 光文社古典新訳文庫)

父の会社の倒産後、 家族の生活を支えてきた青年グレーゴルがある
朝、 突如として遂げた不気味な変貌。 あまりの異様さで母と妹を怯
えさせたために父に叱責され、 ひどい傷を負わされるが、 しかしそ
の事件のおかげで、 それまでひとりぼっちで自室に隠れているしか
なかった身の上に多少の変化がもたらされる。 夕食と、 それに続く
｢団藥｣ の数刻、 居間と彼の部屋との境のドアが一時的にひらかれ、
そこから皆の姿を見ていてもよいことになったのだ。 夕暮れどき、
家族の集う明るい居間の壁に、 毎日決まってばっかりと口をあげる
暗いドア。 その向こうの闇のなかでは、 変わりはてた男がじっと身

を横たえている - -彼らはこの先、 どうなるのか。 それは本篇で。

｢名作文庫｣ で読めるのは…

岩波文庫 ｢変身 ･断食芸人｣ 資料番号 'OTl800537

訳 :山下肇 /山下萬里

角川文庫 ｢変身｣ 資料番号 '010鮒4674
訳 :中井正文

光文社古典新訳文庫 ｢変身 ･掟の前で｣
訳 :丘沢静也 (カフカ年譜付)

新潮文庫 ｢変身｣ 資料番号 l01↑798723

訳 :高橋義孝 (カフカ年譜付)

裔光文社古典新訳婉
白水U ブックス ｢変身J 資料番号 " 1t800545

資料番号 'o11800552 訳 :池内 紀 (カフカ年譜付) ｢カフカの生涯｣ 池内紀者 白水社 (2004)
参考文献 ｢新潮世界文学辞典 増補改訂｣
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｢変 身｣ D ie V e劔額dIun3

カフカの生前に刊行された作品にして最もよく知られた著作。 ある
朝、 気がかりな夢から目ざめたら巨大な虫に変身していたという、
不条理きわまりない状況に投げこまれた男グレーゴル ･ザムザとそ
の家族の物語。 突発してしまった不気味で異常な事態は、 リアリス
ティックかつ冷静な文章によって、 時に痙攣的な滑稽さをすらまと
わせられながら、 ひたすらに進行してゆく。 読む者が作品世界の何
に /誰に感情移入し、 どんな解釈を付与しようとも、 あらゆる主観
を飲みこんでなお暗く、 ただそこに存る 永遠に新しい名篇。

蘂◎《、 あの三醤曰◎

｢名作｣↓盤登場する忘れがたい人物やセリフ、

-
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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。

｢ドアが開けられると、
グレーゴルは自分の部屋の暗がり“こ寝そべって、
リビングからは姿を見られずに、
明るいテ｣ ブルについている家族みんなを

見ることを許されたのだ。｣
フランツ . カフカ ｢変身｣

フランツ ･カフカ

18 8 3 年 7 月 3 日、 オーストリア= ハンガリー帝国領であった都市
プラハに裕福なユダヤ商人の長男として生まれる。 ドイツ語で初 ･
中等教育を受けたのちプラハ大学に入学、 哲学を志したが父の意向
により法学を専攻する。 在学中、 その文学活動において後年、 大き
な役割を果たすことになる友人マックス ･ ブロートと出会う。 卒業 -

後、 臨時職員として労働者傷害保険協会に就職、 精勤して 2年後に
正職員となり、 さらに書記官主任に昇進する。 32 歳 11月 ｢変身｣
出版。 34 歳の夏、 喀血。 肺結核と診断され、 以後、 たびたび転地保
養を繰りかえす。 39 歳 7 月、 秘書官にまで昇進していた保険協会を
正式に退職、 治療に専念するも病状は悪化の一途をたどり、 4 1歳 4
月、 ウイーン近郊のサナトリウムに入所。 6 月 3 日永眠。 遺体はプ
ラハに送られ、 郊外のユダヤ人墓地に埋葬された。 書きためていた
原稿はすべて破棄するよう、 友人ブロートに遺言していた。
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いまこそ教養、 ｢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?

よりデイーブに楽しみたいあなたには
『名作文庫蔵轡紹介』『いまこそ名作 !続警会』

実は ｢名作文庫｣ の一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…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 !

投稿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


