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特集 ｢恋愛のかたち｣
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道草
【著】夏目 漱石 【刊】集英社文庫
【資料番号】 1012088108

健三のかつての養父 ･島田が、 大学教師となった健三
から援助を得ようと近付いてきた。 困窮する島田とそ
の身内にあてにされ、 神経症気味の褻とも気持ちがす
れ違い…。写真で見る漱石 ･用語の注釈 ･年表 ･解説 ･
鑑賞文付き。

ハックルベリー･フィンの冒険 (全 2冊)
【著】 トウェイン 【訳】土屋 京子
【刊】光文社古典新訳文庫 【資料番号】 1oi1985114

トム oソーヤーとの冒険で大金を得た後、 まっとうだ
が退屈な生活を送っていたハック。 そこに飲んだくれ
の父親が現れ、 ハックは筏で川に漕ぎ出す。 身を隠し
た島で出会ったのは、 主人の家を逃げ出した奴隷のジ
ムだった…。

【訳】小山 太一

ポールと
ヴイノレジニー

　
　　　

ベルナルタン･事サンぐとエー孵し
短期堂+
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ポールとヴィルジニー
【著】 ベルナルダン ･ ド ･サンニピエール

【訳】鈴木 雅生【刑】光文社古典新訳文庫
【資料番号】 1012089577

インド洋の絶海の孤島で、 美しい自然と慈母たちに囲
まれ心優しく育った幼なじみのポールとヴィルジニ
ー。 思春期を迎え、 互いに愛の感情が芽生えた矢先、
無情にも引き離され…。 19 世紀フランスで一世を風廃
した純愛物語。

自負と偏見
【著】 ジェイン ･オースティン 【訳】小
【刊】新潮文庫 【資料番号】 1011986450

イギリスの静かな田舎町に資産家ビングリーが引っ越
してきた。 べネット家の長女ジェインとビングリーは
惹かれ合うが…。 幸福な結婚に必要なのは、 恋心か打
算か。軽妙な物語に普遍の真理を織り交ぜた、 永遠の
名作。

可愛い黒い幽霊 宮沢賢治怪異小品集
【著】宮沢 賢治
【千明 平凡社 【資料番号】 1012090302

空をかける人の眼には見えない二疋の雪狼。 山男は小
さな箱のようなものに変えられ、 種山ケ原の尾根はい
つしか消えた-。宮沢賢治の“常識" を覆す、幻視と恐
怖と強迫観念に満ちた、 文豪小品シリーズ第 3弾。
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三文ォベラ 三文オペラ
な妻鋤 口語訳遠野物語

【著】柳田 国男 【訳】佐藤 誠輔
野川 河出文庫 【資料番号】祷012089429

山の神、 ザシキワラシ、 オシラサマ、 山男 ･ 山女、 河

童…。 いまなお読み継がれる不朽の名作を、 柳田國男
の原意をそこなわず、 読者に伝わりやすい口語訳で収
録。丁寧な注釈も付す。

ブレヒト′.　　　　　　

【著】 ブレヒト 【訳】谷川 道子

【刊】光文社古典新訳文庫 【資料番号】 1012092233

19 世紀ロンドン。 貧民街の顔役メッキースは偶然出会
ったポリ - を見初め、その日のうちに結婚式を挙げる。
だが、彼女は乞食の元締めの娘で…。 痛烈な皮肉と下
ネタが蛇製。 猥雑なエネルギーに満ちた、劇作家ブレ
ヒトの代表作。

新しく入っ應本
｢名作文庫｣ に新しく入った本をご紹介します。 一部、 保存庫に所蔵

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。
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ホーソーン

新潮文庫

胸に緋色の A の文字を付け、 子供の父親の名を明かさ
ず荊台に立つへスター ･プリンを、 若き教区牧師と謎
の医師が見守っていた。 各々の罪を抱えた 3 つの魂が
交わるとき、 緋文字の秘密が明らかになり…。

うたかたの日々それから
【著】
【刊1

【訳】伊東 守男
【費料番号】 1on 055264

夏目 漱石

角川文庫 【資料番号】 10= 80甘808

　　　　　　　　　　　　　

うたかたの月々
【著】
【刊1

ポリス ･ ヴィアン

ハヤカワ ep i文庫

明治末。 代助は、 失職して上京した友人、 平岡の来訪
を受ける。 彼の妻、三千代はかつて代助とも因縁のあ
る間柄で…。 ｢三四郎｣ に始まり ｢門｣ へと連なる 3部
作の第 2作。

青春は美わし

裕福な青年コランはパーティーで運命の女性クロエに
出会う。 そのあと三人は結婚式を挙げるが、クロエは
肺に ｢睡蓮｣ が巣食うという奇病に優されていく…。
パリで青春の日々を送る著者たちの姿を描いた悲痛な
恋愛小説。

或る女

大岡井手 を 花影　　　　　　
＼＼

　　　　　　　 【著】
【刊1 1011959838

正雄

【資料番号】

大岡昇平

講談社文芸文庫

ダ軽ラム優!、 ダロ ウ ェイ 夫 人

【著】
【刊1

ウルフ
　　　　　

-ゞ -ことし“こさT許さ‐これが鰐≧さぐこげ‐舞も

【資料番号】 1011402383

ウルフ 【訳】土屋
光文社古典新訳文庫

大学教師との愛人生活に別れを告げた葉子は、 古巣の
銀座のバーに戻った。夜の世界を渡っていくためにも
虚しい色恋を繰り返し、 やがて彼女は自殺を遂げる。
実在の人物をモデルとして描かれた現代文学屈指の名
作。

1年で最も美しい 6月のロンドンを舞台に、ダロウェイ
夫人のたった禰目の出来事を描いた作品。 彼女と彼女
を取り巻く人々を中心に ｢意識の流れ｣ を描かれた。
モダニズム小説の代表作。

何年ぶりかで故郷に帰ってきた青年は、 むかし恋した
美しい少女に再会するが、 その愛は実らず、 妹の友達
への恋にも破れる。 彼は孤独な、 しかし清らかな思い
出を胸に故郷を去っていく。 青年の淡い恋を描いた青
春小説の名作。

美貌で才気溢れる早月葉子は、 詩人 ･木部と恋愛結婚
するが、2カ月で離婚。その後、婚約者 ･木村の待つア
メリカへと渡る船中で、 事務長 ･倉地のたくましい魅
力の虜となり…。 愛に生きたその結末とは? リアリズ
ム文学の傑作。

青春は美わし 【著】
【刊1 【資料番号】 1010l46528

ヘッセ

新潮文庫
【訳】高橋 健二

【資料番号】 101o m 1911

【著】
【刊1

有島 武郎
新潮文庫

【訳】鈴木
【資料番号】

重吉
10li772108

恋愛のか寵ぢ
作者によって描かれる様々な恋愛のかたち。 名作文庫でしか味わえな
い作品、 どうぞお楽しみください。



ウイリアム ･ シェイクス ピア

人間は泣きながらこの世に生まれてきたの
だ。 知っているだろう、 初めて空気を吸った
時にな、 泣きわめいたのだ。

ウイ リアム ･ シェイ クス ピア ｢リア王｣
訳 小津次郎 筑摩書房

古代ブリテンの老至りアは、三人の娘たちに領地を譲り渡し隠居すること
にした。リア億、 真実率直な末娘コーディリアを信用せず、不実な長女と
次女の甘言を軽信して国を譲ってしまう。率直な物言いをしたコーヂイリ
アは、それに腹を立てたりアから国を追放される。老後は長女と次女に頼
ろうとするリアだが、次第に粗略に扱われるようになり、二人の娘によっ
て国を追い出されてしまう。裏切られたリア億、狂乱の姿で世を呪いなが
ら、嵐の荒野をさまよう。 そんな状況から生まれたリアの思いとは ･ ･
フランス主に嫁していたコーディリアと共に悲しい結末が待っている。

｢名作文庫｣ で読めるのは

リア王 光文社古典新訳文庫 資料番号 10 11969853

シェイクスピア全集[28] 白水 U ブックス 資料番号 10 104 16806

リア王 新潮文庫 資料番号 10 11768040

イギリスの詩人、 劇作家。 中部イングランドのストラットフォー ド ･オ

ン ･エイヴオンの生まれ。 父は皮革関係の加工の仕事をしており、町の

名誉職も務めていたが、 シェイクスピアの少年時代になんらかの理由で

急に没落する。 1582 年、 18 歳の時に結婚。 1592 年、評判の高い新進劇

作家として、ロンドン劇壇に登場する。 1595年を前後して ｢ロミオとジ

ュリエット｣ ｢ヴェニスの商人｣ を出すころから円熟期に入る。
そして世紀の変り目には ｢ジュリアス ･シ…ザー｣ ｢十三夜｣ を出し、 刺

詩人としての完成に達する。
1600 年代に入ってからは、 いわゆる 4 大悲劇といわれる ｢ハムレット｣
｢オセロー｣ 『マクベス｣ ｢リア王｣ が害上げられる。 この時期の彼の作

品は深刻な暗鬱さが影をさし、 いわば人間性の恐ろしい深淵とでもいう

べきものが口を開いているかに見える。
最後に ｢コリオレイナス｣ ロマンス刺あるいは悲喜劇と呼ばれる ｢シン

ベリン｣ などの作品があるが、 彼の作としては決して上乗のものではな

い。 1611年、の ｢あらし｣ で再び完成された傑作を書くが、その主人公

が最後に魔法の杖を折るように、 作者自身も筆を折って、 故郷ストラッ
トフオー ドヘ隠退することになる。 l616 年 4 月 23 日永眠。作家生活 20

年ほどの間に、 戯曲 37編と詩を 7絹残した。

あの人、 あの一宮。
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。

参考文献｢新潮世界文学辞典 増補改訂｣



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。
同じ作者の同じ作品がいろいろな本でそろっているので、

1冊ごとに違う解説、 違う注釈、違う翻訳に
触れることができます。

題名だけしか聞いたことなかったあの作品、
いまこそ手にとってご覧になりませんか?

よりディープに難し務たいあなたには

『名作文庫藤轡紹介』『いまこそ名作 !轉礬会』

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 蔵番紹介』を見れば大丈夫 !

警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 !同じ思いの誰かがいるかも。

季刊 ｢名作文庫｣通信
3 ･ 6 ･ 9 増2月発行
杉並区立下井草図書館


