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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。

◎ち〈ま学芸文庫

◎創元推理文庫

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。

老 子
【著】老子 【訳】福永 光司
【刊1 ちくま学芸文庫 【資料番号1 ずOT2033468

青史は伝える、 その人は無為にして化し、 瀞平のままに
正した、 と。 自己を肥大させるような研鑽や知識は、 い
ずれ蟠気と多欲とで人をがんじがらめにしてしまう。 要
らぬことをするな、 天地はなにを為さずとも正しくまわ
る、 人もあるがままに生きるのがよい .大陸の民衆の
心に深く沁み入り、 無数の伝説に彩られた隠君子の教え。

◎岩波文庫

存在と時間 1
【者】 マルティン ･ハイデガー 【訳】熊野 純彦
【刊】岩波書店 【資料番号1↑o11957956

2 0 世紀最高の哲学書と称賛される一方、 超絶難解、 挫
折した者の多さでも知られるハイデガーの主審 『存在と
時間』。目の前に立ち現れてくるものを各々の関心に応じ
て r世界｣ として構築しながら、 しかしその ｢世界｣ の
なかに投げだされた孤独な存在者である人間についての
卓越した思索。 気鋭の倫理学者による新訳版。

世界文化小史
【著】 ハーバート ･ジョージ ･ウェルズ

一つ目小僧その他
目 )
小 【著】柳田国男構

｣ 【刊1 角用学芸出版 【資料番号】 10ず203463 l
　

農政官として地方をめぐり、 人々の生活や精神風土に触
れるうち、 その由来や歴史に深い関心を抱き、 ついには
日本民俗学の祖となった柳田国男。 妖怪とは零落した神
である一一物云う魚、 ダイダラ坊、 椿姫、 そして一つ目
小僧、 日本各地の妖怪伝説を丹念に蒐集し、 その誕生の
背景を大胆に推理した、 柳田の代表作の一冊。◎角川ソフィア文庫

ラヴクラフト全集 2
【著】′･ワード馬フィリップス ･ラヴクラフト
【訳】宇野 利泰 【刊】東京創元社 【資料番号】 他門595392

とわ
｢永遠の憩いにやすらぐを見て、 死せる者と呼ぶなかれ
果て知らぬ時ののちには、 死もまた死ぬる定めなれば｣
米国東部の旧家の血を引く虚弱な青年が創りだした悪
夢のような恐怖の世界。 それは多くの後続を増殖し、ク トゥルフ神話と呼ばれる大系を生成した。 倍屈たる
不吉な響きに満ちた、 9 巻から成る文庫全集の白眉。

--なにキノfull満

【訳】下田 直春 【刊】講談社 【資料番号】 l0 11958↑52

も 『宇宙戦争』『タイムマシン』 の著者として後世に大きな
影響を与えたウェルズの隠れた? 名著。地球と生命の誕

な逸 生から書き起こされた世界の歴史は、 読めばたちまち引
- -÷なに紬 きこまれ、 読んだあとには長い長い壮大な夢を見ていた
ゞ き, ← かのような感慨と、 ほのかな虹にも似た未来への希望が

胸に浮かぶ。 学生時代に読んでおきたい本の一冊。
◎講談社学術文庫

　　　　　　　　
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

◎岩波文庫

ミル-ゞ　　　　 　

◎光文社古典新訳文庫

影をなくした男
【著1 アーデルベルト ･フオン ･シャミッソー

【訳】池内 紀 【刊】岩波書店 【資料番号】↑0↑1957998

革命の嵐から逃れ、 ベルリンに亡命したフランス貴族シ
ャミッソーは、 植物学者として世界をめぐり、 研究に没
頭しつつも、 数々の文学作品を残した。 謎の灰色服の人
物に自分の影を売った勇一一知人の子弟を楽しませるた
めの思いつきから生まれたこの物語は、 シャミッソー自
身のみならず、 ドイツ ･ ロマン派の代表作となった。

自由論
【薯1 ジヨン ･スチュアート ･ミル
【訳】斉藤 悦則 【刊】光文社 【資料番号】 10竹 894 159

多数の有権者に支持された民主政府を持つ私たちは、 確
かに特権階級の尊敬に苦しむ者ではない。だが民主敵は
常に多数派の形成する主観が少数を圧殺してしまう危険
性をはらんでいる。 異論に耳を傾けよ、各人の個性を守
り、 多様性を尊重することこそが社会に発展をもたらす
- - 社会的自由を考察していまなお新しい、 ミルの名著。
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今月の特集

｢幻想の王国｣
人だけが持つ力によって築きあげられた

神話とファンタジーの大いなる王国。
扉をひらき、 あなたを導く者は、
いずれの書のなかに。

リリス
【著】 ジョージ ･マクドナルド
【訳】荒俣 宏 【刊】筑摩書房

数々の美しい著作と、『不思議の国のアリス』 出版の
契機をつくった功績とで、 ファンタジー文学が永遠に
記憶するべき恩人となったマク ドナル ド。 その最高傑
作の呼び名も高い本作は、 図書室の鏡の奥にひろがる
異世界の物語。 ゆらめく青白い燐光のように、 あえか
で危険な魅力をたたえた、 幻想の極北。

【資料番号】 鱒鮒8l6368

さき花さむ式嗣 " - ベルンゲンの敷 く全 2 冊)

せに許そきぎ; 【訳1 相良守峯

義三*語蝉鳶 割 1 岩波筈店 【資料番 糊 憊 俊24258 ･ 1o n 224266

淺霞ま護嚢増 会身箋曹や典姦談餐蓋否延辯な羅監繋難盪三雄は上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
轡轢癸髯箋寵二:篝 讐劇。 古代北欧神話とゲルマンの伝説を継承し、 のち

鎚塵嚢蝨議濃巍議讓奢文教雛露為誌謀柔馨議事至るま
◎岩波文庫 ◎光文社古典新訳文庫

黄金の壷 / マドモワゼル ･ ド ･スキュデリ
【著】 エルンスト ･テオドア ･アマデウス ･ホフマン
【訳】大島かおり 【刊】光文社 【資料番号】 10帆660758

春の夕暮れ、 青年アンゼルムスの耳に思いがけなく届
いた妙なるささやき。 群がり咲くちいさな白い花々が、
無数の水晶の錦と化して鳴っているかのようなそのさ
さやきの主に恋をした彼は、 めくるめく不可思議の世
界に足を踏みいれてゆく。 美しさと奇怪さとの驚嘆す
べき調和、 ドイツ ･ ロマン派の星、 ホフマンの代表作。

◎岩波文庫

完訳アンデルセン童話集 (全 7 冊)
【著】 ハンス ･クリスチャン ･アンデルセン

【訳】大畑末吉 【刊】岩波書店 【資料番号】 101T8T5386 (1)

父は靴職人、 母は洗濯女という、 いわば社会の最下層
に生まれながら、 たぐいまれなるその夢想の力で ｢童
話の国の王｣ となったアンデルセン。 北欧独特のメラ
ンコリーと、 繊細であざやかなイメージとが織りなす
珠玉の物語の数々は、 世界中に心酔者を生み、 ファン
タジー文学にはかりしれない影響を与えた。

◎岩波文庫

海神別荘 他二篇
【者】泉 鏡花
【〒u】岩波書店 【資料番号】 10竹799762

海神の公子のもとに輿入れしてきた美しい娘。 彼に見
そめられた彼女は、 莫大な財宝と引きかえに、 生費と
して海に捧げられ、 海神の御殿に入ったのだった。 公
子は彼女を愛するが、 故郷を恋うる彼女は、 彼がとめ
るのもきかず、 元の世界に帰ろうとする。 魔術師 ･鏡
花が描く真逆版 『人魚姫』、 絢爛たる幻想絵巻。

不思議の国のアリス
【著】 ルイス ･キャロル 【訳】矢川澄子 【絵】金子國義
【〒I｣】新潮社 【資料番号】 10竹099445

オックスフオード大学で数学講師を務めていたキャロ
ルは、 学寮長の三人の幼い娘たちを、 言葉遊びやお話
ごっこで愉快がらせるのが常だった。 とりわけ次女ア

を寳撚多翼造り翼 リスを主人公に据えて途方もない空想世界を冒険させ
たこの物語は、 奇抜な想像力とパズルのような言葉の
遊戯の魅力とで、 文学史上に大きな足跡を残す。

◎新潮文庫

神 曲 (全3冊)
【著】ダンテ ･アリギエーリ 【訳】平川商弘

掟--｢議了- - ' - な 【刊】河出書房新社 【資料番号】年0l1800677 の
』- 轢孝雄導“

" - … - ……- -…‐'“ - - . -

　 　　　 復活祭前の金曜日、 畏敬する詩人の魂に導かれ、 地獄
･煉獄 ･天界を遍歴するダンテが目にしたもの。 最悪
の劫罰に苦悶する罪人たち、 悔い改めの苦行に耐えて
天国を待ちのぞむ者たち、 そして彼は、 彼の永遠の淑
女と星々のあいだをめぐり、 ついに ｢神｣ の姿を見る。
圧倒的な幻視の力、 不滅の輝きを放つ叙事詩の至宝。

◎河出文庫
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◎ち〈ま文庫



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。

星の眠る黒い静かな波のうえを
色白のオフィ-リアが漂う 大輪の百合のように

しとね

長いヴェールを褥にいともゆるやかに漂う……

ランボー ｢オフイーリア｣
(訳 :宇佐美斉 ちくま文庫)

薄青い不安な目の、 下界に落とされた天使 - - かくも印象的な評価を
人々に語らせ得た者があっただろうか。 詩作の期間はわずかに数年、
美しく不吉な輝きを放ちながら彗星のように時代を駆けぬけ、 神話と
なった詩人アルチュール ･ランボー。 シェイクスピアの悲劇に登場す
る狂気の乙女に想を得たこの詩で、 16 歳の彼は何を歌おうとしたの
か。 ロマンティックな絵のような情景から突如として屹立する、 手に
負えぬまでに強くしぶとい何か - - 真の詩人、 真に見る者のみが到達
できる未知なるヴィジョン。 全貌は本編で。

ジャンニニコラ ･アルチユール ･ランボー

18 5 4 年 10 月 2 0 日、 ベルギーに近い北フランスのシャルルヴィル
に連隊大尉の次男として誕生。 1865 年中学入学、 異常に早熟な学力
と詩才を顕し、 驚嘆と不安の的となる。 1870 年普仏戦争勃発、 家出
してバリへ向かうが、 運賃トラブルからスパイ容疑をかけられ、 投獄。
釈放後、 実家に戻るがまたもや家出、 気の向くままに知人の元を転々
としつつ詩作に没頭。 こうした衝動的な出奔はこの後、 何度となく繰
りかえされることになる。 187 1 年、 詩人ヴェルレーヌに会う。 ラン
ボーに魅せられたヴェルレーヌは妻と不仲になり、 無数の騒動を引き
起こしたあげく、 ついに旅行先のブリュッセルでランボーを拳銃で撃
ち、 逮捕される。 18 7 5 年、 2 0 歳あまりで詩作を捨て、 放浪の旅へ。
以後、 兵士、 技師、 武器商人として一生、 旅のなかにあった。
189 1 年、 癌に右下肢を侵され、 フランスに帰国。 切断手術を受ける
も病状悪化、 1 1 月 10 日死去。 故郷の墓地に埋葬される。 亨年 37 歳。

Jean N ico Ias A rth ur 内 m bo ud
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r名作文庫｣ で読めるのは…

◎新潮文庫 堀口六畳 :訳

｢オフイーリア｣ o phを能

18 7 0 年、 16 歳の少年ランボーは Z 度にわたって実家を出奔、 自分を
可愛がってくれる中学教師の帰省先にひとり勝手に寄宿して自作の詩
を清書していた。 この間、 ランボーの家族はもちろん、 当の中学教師
もランボーが自分の帰省先にいるなどとは夢にも思わず、 行方不明の
少年を懸命に探していた。 清書された詩は 22 篇あり、 後年 ｢ドウエ
詩帖｣ と呼ばれることになるが、 そのなかにシェイクスピアの 『ハム
レット』 に着想を得たこの詩があった。 天と愛と自由と- - 夢みたも
のの大きさに圧しつぶされ、 優しい狂気に身をあずけて暗い川面をた
だよう乙女、 それは詩人自身の姿でもあったのだろうか。

参考文献 ｢新潮世界文学辞典 増補改訂｣
｢文芸説本ランボー｣ 河出-l$冴新社 (1977)

◎ち〈ま文庫
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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、
亀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 ?

よりディープに楽しみたいあなたには
け名作文庫蔵轡紹介』『いまこそ名作 !読書会』

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も おなじ思いの誰かがいるかも。

季刊 ｢名作文庫｣ 逓信
3 ･ 6 ･ 9 ･ 12 月発行

杉並区立下井草図書館


