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◎光文社古典新訳文庫

新しく入った本
｢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。

死の家の記録
【著】 フヨードル ･ミハイロヴィチ ･ ドストエフスキー
【訳】望月 哲男 【刊】光文社 【資料番号】乍0↑2037006

政治犯として逮捕され、 死刑を宣告された男。 銃口の前
で死を待ちうけるあいだ、 底なしの恐怖に苛まれ、 その
挙句に ｢特赦｣ の知らせが届けられる。 が、 実は死刑自
体が茶番であり、 皇帝の ｢慈悲深さ｣ を知らしめるため
だけに彼はそんな目に遭わされたのだった。 シベリア迭
りになった彼が綴った四年間の獄中記。 文豪の異色作。

ビギナーズクラシック 易 経

【著】三浦 國雄
【刊】角川学芸出版 【資料番号】↑0119498↑3

森羅万象は、 互いに何の関係もなく、ただ気まぐれに顕
れる無数の現象といったものではない。 とりとめのない
無数の変化に思われても、 実はそこには不変の法則があ
り、 それを見きわめようとする者には別の姿を顕してく
れる - - 陰陽によって天地人の在りようを解き、 転変を
予見せんとする中国古代の知害。 ビギナーズクラシック。

し オズの魔法使い
は賞 繋ぎ科 し澪 + 【著】 ライマン ･フランク ･ポーム 【訳】 柴田 元幸

【利】角川舂店 【資料番号】乍0↑2037766

竜巻に遭い、 愛犬もろとも不思議な国へ運ばれてしまっ
たドロシー。 故郷に帰るため、 かなえたい望みを抱く仲
間とともに大魔法使いの住むという都をめざす。 ｢驚き

さき, 鬱 ｣ と喜びだけがあり、 心痛や悪夢は取りのぞかれた新しい
アメリカの昔話｣ 著者自身がそう定義した、 テーマパー
クのような米国児童文学初のオリジナル ･ ファンタジーの

◎知I1文庫

新版 精神分析入門 (全2冊)
【著】 ジークムント ･フロイト 【訳】安田 徳太郎/ 安田 一郎
日朝1 角川学芸出版 【資料番号1乍O = 949847 / 1O1647O98

第一次世界大戦中、 ウィーン大学で一般向けに行なわれ
.ゞ . た講義をまとめた本書は、 フロイ トが生涯かけて打ちこ

んだ精神分析理論のエッセンスがまさに凝縮されてし、る。
提唱された理論の数々は今日 ｢科学｣ の名の下に疑問符
のついているものも多いが、 それでも ｢無意識｣ を初め
て研究の俎上に載せた彼の功績は、 永遠に記憶される。

◎角川ソフィア文庫

刺青 ･秘密
【著】谷崎 潤一郎
【刊】新潮社 【資料番号】 10l1946983

｢それはまだ人々が愚と云う貴い徳を持って居て、 世の
中が今のように激しく軋み合わない時分であった。 …｣
名高い一文で始まる 『刺青』 は 1 9 1 0 年、 雑誌 ｢新思
潮｣ に発表された。 刺青師清吉の宿願は、 これぞという
美女の背に入魂の刺青を彫ること。 ある日彼は、 通りす
がりの駕篭から真っ白な女の素足がこぼれ出るのを見る。

◎岩波文庫

牡丹燈篭 怪談
【著】三通事 円朝
【刊】岩波審店 【資料番号】 10竹950↑26

牡丹の花の飾りのついた華やかな燈篭が、 闇のなか、 ゆ
らゆらと近づいてくる。 提げているのは金蓮という名の
少女、 妻を亡くした男のもとに美しい女主人を案内して
くるのだ - -有名な中国小説の翻案を下敷きに、 殺人、
仇討、 お家騒動を盛りこんで、名人 ･円朝が創出した怪
異謹。 以来、 カランコロンの下駄の音はお化けの徴に。
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◎新潮文庫
◎角i--ソフィア文庫

　　　　　　　　　　　【刊】岩波書店 【資料番号】 10↑◆950878

. 膚.

　
　

.嗜 この世のものとは思えぬ美しい乙女に薄かれ、 故郷を雛
苔. ねた騎士アシーンo夢の圭三な陸を経て帰ろうとした彼
聾: を登字王鬘たのは、だが残酷な運命だつた÷÷字ルトの

貼J 縣. 神話を繊細な詩にうたい、 アイルランド文芸復興の旗手
･島 となったイエイツは、 また民話や妖精護を収集し種族の

--

勲 記億の保存に努めた。 その選りすぐりを訳出した作品集。



今月の特集

｢眠れないほど怖い話｣
夏といえば、 怖い話。
文豪巨匠が腕を競う ｢名作文庫｣、
なかには本当に怖ろしい本がございます。
夢のなかまで追いかけてきそうな恐爬怖謳、
ご堪能ください…

なぞ物語
【著】 ウオルター ･ジヨン
【訳】野上 彰 【刊】

祖母の家で暮らすことになった七人のきょうだい。 け
っして破ってはならぬ約束事として ｢予備の寝室に置
いてある、 大きな四角い木の衣装箱で遊んではいけな
い｣ と注意される。 が、 やがてひとりずつ、 彼らは姿
を消していって 表題作 『なぞ』 そして 『シートン
のおばさん』 など、 名高い定番中の定番が読める一冊。

　　　　
フレア

メア
【資料番号】乍o↑0567889

◎岩波文庫

東京日記 他六篇
【若】内田 百間
冊i】岩波書店 【資料番号】乍0椚800289

日常を浸食する怪異、 といっても昨今流行の妖怪変化
と楽しく同居している類の小説では無論ない。 百間の
作品は読む者の正気を危うくし、 ついには彼の単なる
随筆さえ怪異謹にしか思われなくしてしまう。 名作ぞ
ろいの本書の白眉は『青炎沙』。 荒廃した屋敷で兄と暮
らす女先生の物語は都市伝説など問題にならない怖さ。

⑥フレア文庫

死に瀕した妻の心のこり、 それは夫が後添えをもらう
かもしれないということだった。 二度と妻はめとらぬ

′‐ ! ~
~
＼ 呈さ と誓う彼に、 彼女は最後の願いとして、 自分が死んだ
ノ桜繁 ら家の 脳こ、 巡礼のつけるような小さな鈴とともに埋

議ノ簿を議讓 めてほしいと言う。 夫の固い約束を得て、 彼女は安ら
/ 雪淺讓醸礬 かに亡くなったが、 やがて彼に再婚の話が持ちあがる。

◎角川文庫

◎新潮文庫

小川未明童話集
【著】小川 未明
【刊】新潮社 【資料番号】年餅0俗9470

長く患っていた病が癒え、 日中に少しばかりの外出を
許された太郎。 真昼の光のなか、 しんと人影もない往
来にふと響く、 美しい音。 見ればひとりの少年が金色
に輝く輪をまわしながら走ってくる。 すれちがう刹那、
ちらと親しげな微笑を向けて - - 白日夢にも似た 『金
の輪』 をはじめ死の影と共に彩られた代表作を一冊で。

劇

⑥百年文庫

断頭台の秘密 (百年文庫第6 4巻 ｢劇｣ 所収)
【著】 オーギュスト ･ヴィリエ ･ ド ･リラダン
【訳】渡辺 一夫 【刊】ポプラ社 【資料番号】す0↑↑80 1444

ブルターニュの大貴族の家に生まれながら、 生涯を貧
窮のうちに過ごした ド ･ リラダン伯爵。 神秘的なもの
に魅せられた彼の作品に繰りかえし登場するテーマの
ひとつに ｢ギロチン｣ がある。 斬首の刑を待つ囚人に、
ある医師が持ちかけた奇妙な依頼とは? 同時収録の
クライストとフーフの作品にも身の毛がよだつ。

◎岩波文庫

脚斎志異 (全2冊)
【著】蒲 松齢 【縞訳】立間 祥介
【刊】岩波書店 【資料番号】乍0僅0428793 / 乍01044位10

清朝初期、名門に生まれたものの家運は陰り、 自らは
科挙に落第して不遇の生涯を終えた蒲松齢。 コツコツ
と筈きためた 5 0 0 篇にも迫る膨大な怪異の物語は死
後に刊行されたが、 志怪小説第一の傑作として内外に
大きな影響を与えた。 幽鬼謹、 復讐講、 人情噺などヴ
ァラエティに富むが、 短い話に不気味なものが多い。

雨月物語 (金2冊)
【著】上田 秋成 【訳話】青木 正次
【刊】講談社 【資料番号】 10す0335592 / ↑0僅0335600

さまざまな古典に取材した 9 篇から成る江戸の代表約
し,tr な怪談集。 なかでも 『吉備津の釜』 の最後は日本文学

史上屈指の怪異と称賛される。 浪人の息子に嫁入する
ことになった神主の娘。 古式に則り首尾を占ったとこ
ろ大凶の相が顕れたが結婚は強行されてしまう。 生活
は悲惨を極め、 彼女は重い病にかかってしまうが一一

◎講談社学術文庫
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あの人、 あの一言。
｢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。

｢溜息をついて傘を持ち直し、 暗い夜空を見上げたら、
ほたる

雪が百万の螢のように乱れ狂って舞っていました。

きれいだなあ、 と思いました。｣

太宰 治 ｢雪の日の話｣

太平洋戦争も終わりに近い年のある雪の日。 学校帰り、 親戚の家に届け
ものをした少女は、 思いがけなくお土産をもらう。 お土産というのはス
ルメで、 変なものを喜ぶようだけれど、 兄さんの奥さんのためにうれし
かったのだ。 もうすぐ赤ちゃんが生まれるので食べものの好みが変わっ
たのと、 それに兄さんが他の家の男の人のように食糧品の調達に行って
くれないので、 これを持って帰ったら嬢さんがどんなに喜ぶかと思って。
ところが駅から歩くうち、 気づくとお土産の包みがない。 雪にはしゃい

でいて、 どこかで落としたのだ。 懸命に探すけれど見つからず、 しょん
ぼりして、 溜息をつきながら夜空を見あげた少女の思い - -そのとき彼
女はもっとすばらしい ｢お土産｣ を思いつく。 続きは本編で。

｢名作文庫｣ で読めるのは…

◎新潮文庫 収録作品 ◎知=文庫 資料番号 10竹795497

ろまん灯篭
みみずく適信

一溌讓丑聴き
服装るこっいて 藁讓釀覊淺趣き令嬢アユ

新郎
十こ月八日
小さいアルバム
禁酒の心
鉄面皮
作家の手帖 収録作品 誰も知らぬ 十二月八日
散華 燈篭 きりぎりす 雪の夜の話
雪の夜の話 女生徒 千代女 貨幣

資料番号 lo,餅36446 東京だより 葉桜と魔笛 恥 おさん
皮膚と心 待つ 響応夫人

本名 ･津島修治。 190 9 年 6 月 19 日、 青森県北津軽郡金木村に、
県下屈指の大地主で貴族院議員 ･津島源右衛門の六男として誕生。
青森中学から弘前高校を経て、 1930 年東大仏文科に入学。 11月、
銀座のバーの女性と江ノ島で投身自殺を図るが、 女性だけが死亡、
彼は漁船に救助され生き残った。 1935 年、 新聞社の入社試験に落
ち、 鎌倉で縊死を図るも失敗。 この年に発表した 『逆行』『道化の
華』 が芥川賞次席となり、 新進作家としての地位を得る。 薬物中毒
の治療のため江古田の病院に入院。 1937 年、 弘前高校時代からの
馴染の芸妓と心中未遂。 1939 年、 井伏鱒二の媒酌で結婚、 平穏な
生活のなかで旺盛な創作活動をおこなう。 19 4 5 年終戦。 194 7 年
『斜陽』 発表。 大きな反響を巻きおこし、 流行作家として注目を集
める。 19 4 8 年 6 月 13 日、 連載予定の 『グッド ･バイ』 の草稿と
遺書などを残し、 山崎富栄と玉川上水に入水。 戒名 ･文綵院大獣治
通居士。 墓は三鷹市下、 黄檗宗禅林寺にある。

o sa m u D a z a i

1909-- I94 8

｢雪の夜の話｣

雑誌 ｢少女の友｣ 1944 年 5月号に発表された短篇小説。 太平洋戦争
も終わりに近い年のある雪の夜、 中野の親戚の家からひとり帰る少女
の途上での思いを、 独白体で綴った作品。 女性の独白体で善かれた著
名な作品には 『女生徒』『斜陽』『ヴイヨンの妻』 などがあるが、 こう
した小品にも忘れがたいものが多く、 太宰作品の特徴としてこの形式
を特にとりあげた論考も多い。 ｢なぜこうまで女性の心がわかるのかJ
といった言説を惹起しつづけてしまうのも、 天才の業であろうか。

｢新潮日本文学辞典 増補改訂｣ 参照

　
　　

圓
講座鷲｣で - -群

　　　　　　　

　　　　　
　

　　　　　　　



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し、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。
題名だけしか間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 ?

よりディープに楽しみたいあなたには

『名作文庫蔵書紹介』『いまこそ名作 !読警会』

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


