
T名作文庫』瀘佑

-特集 r酷寒卦 ロシア文学｣

鱒鮑

　　



ふむ‐
"

　
　　　

　 　

･
までテ

ー
-.･

◎ 角川文庫

◎ 光文社古典新訳文庫

!りんご‐

＼~レナ ハ

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。

荘子 雛篇
【著】荘子 【駅】福永光司 ･興膳宏

【刊】ちくま学芸文庫 【資料番号1 10 12060164

中国の思想? なんだか難しそう……。 そう思った方は、

入門審としてぜひこの本を手に取ってみてください。 外筋、

内篤に比べ成立年の遅い雑篇は、娯楽性が高く、痛快で肩肘

の張らない物語の数々がおさめられています。

雪国
【著】川端康成 【刊】角川文庫

【資料番号】 1on 960281

『国境の長いトンネルを抜けると雪国であった山 あまりに

有名な一文で始まる物語。孤独な男島村は、芸者の胸子と

会うため温泉場にやってきた。鞠子は一途な森心を駒村に

寄せるが、駒村の心には今一人の女の存在があった……

饗宴
【著】 プラトン 【訳】中澤務

【刊】光文社古典新訳文庫 【資料番号】 1012060172

紀元前 5世紀のアテネ。悲劇詩人アガトンの優勝祝賀会

に集まった面々は、いつしか恋愛談義を始める。男女は

なぜ求めあうのか。愛の神エロスの正体とは? 愛を巡る

蟻論は白熱し、ついには思わぬ結論を導き出す。

ランポオ詩集
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◎ 岩波文庫

【著】ランポオ 【訳】中原中也

【刊】岩波文庫 【資料番号】 1011961073

早熟で破滅型- -。共通項の多い二人の詩人には、 どこ

か共鳴する部分があったのかもしれない。中也が、その
独特の感性によって選び抜いた言葉で駅出したランポオの
名詩。長く鉾かな冬の夜にぜひ。

ユートピアだより
ュートかなりミ 【著】 ウイリアム ･モリス 【訳】川端康雄

【刊】岩波文庫 【資料番号】 10= 961057

目覚めると、 そこは 22 世紀のロンドンだった !緑したたり
水清く、 仕事が喜びであり、喜びがまた仕事の世界。生活の
中に芸術を取り入れたアーッ&クラフト運動を提唱したモリ
スが描く理想郷。

◎ ちくま学芸文庫

◎ 岩波文庫

◎ 光文社古典新訳文庫

すばらしい新世界
【箸】 オルダス ･ハクスリー 【訳】黒原 敏行
【刊】 光文社古典新訳文庫【資料番号】 10離958012

西暦 2540 年、 未開の地からやってきた青年ジヨンは、 高度

に管理された世界で暮らす人類の驚くべき姿を目にした。人

間は工場で生産され、夫婦の概念はなく、人々は薬物による

快楽を食づている。 ジョンは強烈な違和感を抱くが……。

動物農場
【箸】 ジョージ ･オーウェル 【訳】開高 健
【刊】ちくま文庫 【資料番号】 1012060297

飲んだくれの農場主を追いだして、理想の共和国をつく

ろう ! 力を合わせて革命をなしとげ、国を築いた動物

たちだが、豚の独裁者にし、つしか支配されていく。全体

主義の危うさを描く普遍的寓話を、 開高鍵の訳文で。
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◎ ちくま文庫



今月の特集
｢酷寒 ! ロシア文学｣

凍てつく風、重く垂れ込めた雲。
厳しい寒さの中で、 木々はすっかり葉を落とし、
動物たちも息をひそめているよう……。 今月は、
この季節にぴったりのロシア文学をご紹介します。

どん底
【薯】 ゴーリキイ 【訳】 中村白菜 【刊】講談社文庫
【資料番号】 1on 800701

一度聞いたら忘れられない題名の通り、最底辺の吹きだまりの

ような場所でひしめく民衆たちの物語。生涯そこからはい上が

ることはできないと予感しながら、やがて生まれ来る ｢より良

◎岩波文庫 い人間｣ に望みを託して、 日々を生きていく - -。

ト 【資料番号羽 010124095

,
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純真な少女ヵチューシヤを弄び戦場へ赴いたネリュ…ドフo

ー 彼に捨てられた少女は、 子供を抱え、 生活苦から売春婦に。
　

　　　　　　　　　　 そして今、陪審員となったネリュードフの前に、 彼女は無実

◎ 新識女庫
の罪を着せられ、被告として現れた……

◎光文社古典新訳文庫

鼻/外套/査察官
【著】 ゴーゴリ 【訳】満雅春 【刑】光文社古典新訳文庫
【資料番号】 l011773510

さえない下級役人アカーキイ ･アカーキエウィッチは、 一世

一代の奮発をして、新しい外套を仕立てることに決めた。待ち

望んでいた真新しい外套を手にし、このまま輝かしい人生を歩ん

でいけるかと思われた時、彼の身に悲劇が降りかかる。
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悪霊
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【著】 ドストエフスキ… 【訳】亀山郁夫
【刊】 光文社古典新訳文庫 【資料番号】 1ot1721日3

1861 年、 農奴解放が行われ、 それまでの価値観が崩壊した

ロシア。 無政府主義や無神論に傾倒し秘密結社を組織した

若者たちは、社会転覆を掲げて疾走する。 聖書に記された

｢悪霊に濃かれた隊の群れ｣ のように、破滅へと向かって。
◎ 光文社古典新訳文庫
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ばつ癒
【著】 ツルゲーネフ 【訳】神西着
【刊】新潮文庫 【資料番号】 1010102406

16歳のウラジミールは、年上のジナイーダに生まれて初めて

恋心を抱いた。 しかし、 ジナイーダの瞳に映っていたのは少

年ではなかった。時代と国を越えて、 読む者に深い共感と郷愁
を呼び起こす名著。･

◎ 新潮安産

かもめ
【著】 チェーホフ

【訳】浦雅春 日川岩波文庫 【資料番号】loi1824404

恋と名声に焦がれる女優志望のニーナ。 芸術の革新を夢見

る若き劇作家。 そして中年にさしかかった人気作家。個性

あふれる3 人がくり広げるほろ苦い人間模様。 神西蒲の洒

脱な訳文で読む、文豪チェーホフの傑作戯曲。
◎ 岩波文庫

鼻外套査察官
ゴーゴリ"‐、÷そこ‐-　　　　　　　 　　

一--こご、セキす＼
オネーギン
【著】 プーシキン 【訳】 池田健太郎

【刊】岩波文庫 【資料番号】 1011800719

社交界の寵児オネーギンは、純朴な田舎貴族の娘タチアーナ

の恋心を残酷に踏みにじってしまう。やがて本当の気持

ちに気づいたオネーギンだが、時すでに遅かった･“…。美し

◎ 岩波文庫
いロシアの自然を背景に描かれる人生もよう。
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芥川龍之介
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。

下人の行方は、 誰も知らない

芥川龍之介『羅生門』

主に暇を出された下人が、さびれた羅生門で雨宿りをしている。災厄続きの
都には、 荒廃した門を修理しようとする者などいない。 いつからか都の

人々の間には、門の 2 階に死者を放置していく習慣ができていた。これか

ら先、 どうやって生きていけばよいものか……。思い悩んでいた下人は、
死者の頭から髪を抜き取る老婆に出くわす。聞けば、その髪で貰を作って
売るつもりだという。生きるために仕方のないことと一向に悪びれない老婆

の話を聞くうちに、下人の胸にむくむくと湧き上がってきた感情。それを勇
気と呼ぶぺべきか否か

,一一。一人の男の運命が決した。結びの一文が、男の選
びとった道の先を読者に問いかける。

｢名作文庫｣｣ で読めるのは…

『蜘蛛の糸』ハルキ文庫

『薮の中』講談社文庫

(2O11) 資料番号 1O11798228

(2O09) 資料番号 1鋭168257〇

明治 25年 (1892) 東京都束橋区に生まれる。辰年辰月辰刻の出生のため、龍

之介と命名された。 実母新原ふくが精神に異常をきたしたため、母の実家で

育てられる。幼少から神経質 ･虚弱であったが、小 ･中 ･旧制高等学校時代の

彼の成績は極めて優秀で、 小学校時代にはや『八犬伝』や『水瀞伝』、 徳富直花や

泉鏡花などを読み、回覧雑誌を出すなど文学的にも早熟であった。初期の芥川の

作品の多くは、内外の古典に題材を求めた歴史小説的なものが多かったが、それら

は人間の我熱と、醜悪で愚劣な社会への嫌悪感が主題となっていた。そして、その

厭世的傾向は、実生活は人生の残りかすにすぎないとして、人生への幻滅を芸術

創造への情熱に代える芸術至上主義を生んでし、った。
心身の衰えの中で、 芥川は告発的自伝の『大道寺信輔の半生』 (大 14) や、
肉親の死を回想した『点鬼簿引く大 15) を書く。 ｢書くに足るものは中々書け

ず。書けるものは書くに足らず｣ というほど精神的に追い詰められていた芥

川が、 昭和 2 年に書いた 『玄鵺山房』や『河童』 には、 人間存在や社会への

絶望と呪祖が示され、 深刻なニヒリズムに覆われている。そして、 7 月 24

日未明、芥川は未来に対する ｢ぼんやりした不安｣ という理由を遺書に残し、
睡眠薬自殺した。 芥川は生涯を通じ、短編小説に、 自らの試みをすべて託し

たといってよい。 白樺派とともに大正時代を代表した芥川の死は、 時代の危.
機と不安を語るものとして、作家個人の死を超えた深刻な反響を呼んだ。･

霞も]k u七a g a w a
R y巴u n o s u k e

1 8 9 2 .3 .1‐1 9 2 7。7 .2 .
『羅生門 ･鼻 ･芋粥』 角川文庫 (2007)資料番号 1011542402

『地獄変』 集英社文庫 (1991) 資料番号 1011799788

『羅生門 ･鼻 ･芋粥』 角川文庫 (1989)資料番号 1010168639
参考文献
｢最新国語便覧J
浜島書店 (1994)
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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ゞ
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【ブに繋しみたいあなたには
げ嶺作文庫叢誉紹介』『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戦っています。

読みおわって熱い感動を難かに語りたい…と思ったら、
『いまこそ名作 !読書会』にその思いを翔騙しましょう"
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 ‘了2月発行
杉並区立下井草図書館


