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芸術の体系 アラン 長谷川 宏 75147-0 960円
芸術とは何か。
自由に伸び伸びと綴った究極の芸術論

盗まれた細菌／初めての飛行機 ウェルズ 南條竹則 75208-8 660円 「SFの父」の手による傑作ユーモア短編集

八十日間世界一周（上） ヴェルヌ 高野 優 75182-1 720円
全財産と誇りを賭けて不可能に挑む、
不滅の冒険小説!

八十日間世界一周 (下） ヴェルヌ 高野 優 75183-8 720円

箱舟の航海日誌 ウォーカー 安達まみ 75126-5 580円
聖書では語られないノアの箱舟の
“真の物語”

ダロウェイ夫人 ウルフ 土屋政雄 75205-7 760円
生の喜び、主人公の意識がうねり流れる。
20世紀文学の扉を開いた問題作

変身／掟の前で 他２編 カフカ 丘沢静也 75136-4 440円
家族の物語を虫の視点で描いた「変身」をはじめ、
カフカの傑作４編を新訳で

訴訟 カフカ 丘沢静也 75194-4 800円
銀行員ヨーゼフ・Kは、ある朝とつぜん逮捕される。
深刻な『審判』から軽快な『訴訟』へ！

永遠平和のために／啓蒙とは何か 他３編 カント 中山 元 75108-3 680円
カントが普通の言葉で語る、平和、自由、
啓蒙……現実的な問題意識に貫かれた論文集

純粋理性批判 １ カント 中山 元 75198-2 940円
西洋哲学の最重要古典が、待望の新訳でついに
読める！詳細な解説つき

純粋理性批判 ２ カント 中山 元 75204-0 940円

純粋理性批判 ３ カント 中山 元 75213-2 1100円

純粋理性批判 ４ カント 中山 元 75223-1 940円

プークが丘の妖精パック キプリング 金原瑞人･三辺律子 75121-0 700円
英国の歴史情景を瑞々しく描いた
児童文学の代表作

幼年期の終わり クラーク 池田真紀子 75144-9 780円
SFを超えた哲学小説！
著者による新版、初の邦訳

飛ぶ教室 ケストナー 丘沢静也 75105-0 500円
同じ寄宿舎で生活する5人の少年が友情を育み、
大人に見守れながら成長していく感動的な物語

鼻／外套／査察官 ゴーゴリ 浦 雅春 75116-6 680円
増殖する妄想と虚言の世界を落語調の新しい感覚で
訳出した、著者の代表作三編を収録

恐るべき子供たち コクトー 中条省平･中条志穂 75122-7 540円
〈子供の世界〉が壊れるとき、愛し合う姉弟は
破滅へと向かう……

天来の美酒／消えちゃった コッパード 南條竹則 75197-5 680円
「短篇の職人」による、詩情とユーモア溢れる
11の物語

青い麦 コレット 河野万里子 75219-4 650円
奔放な愛に生きた作家が描く
“女性心理小説”の傑作

闇の奥 コンラッド 黒原敏行 75191-3 620円
コンゴ河を遡る地獄の旅。
世紀の問題作、新訳で登場

ちいさな王子 サン=テグジュペリ 野崎 歓 75103-6 580円
本当の「王子」に出会える。
大人に贈るたいせつな物語

夜間飛行 サン=テグジュペリ 二木麻里 75207-1 560円 危険な事業に挑む者の孤高の姿を詩情豊かに描く

リア王 シェイクスピア 安西徹雄 75101-2 560円
私はおまえを愛したのに、なぜおまえは私を裏切る
のか――愛憎と憎悪が渦巻く名作

ジュリアス・シーザー シェイクスピア 安西徹雄 75120-3 500円
「お前もか、ブルータス」
シーザーの心の叫びを新訳で

ヴェニスの商人 シェイクスピア 安西徹雄 75130-2 520円
圧倒的存在感で迫る、人間シャイロックの
胸を打つ真情

十二夜 シェイクスピア 安西徹雄 75143-2 520円
シェイクスピア喜劇の到達点！
すれ違う愛の行方

マクベス シェイクスピア 安西徹雄 75164-7 540円
運命に弄ばれたマクベス。
血塗られた裏切りの道を進む

ハムレット Ｑ１ シェイクスピア 安西徹雄 75201-9 560円
シェイクスピア当時の上演を反映した
伝説のテキスト登場！

フランケンシュタイン シェリー 小林章夫 75216-3 820円 若き女性作家が書いた最も哀切な"怪奇小説"

花のノートルダム ジュネ 中条省平 75214-9 980円 同性愛の神話的世界の驚くべき精緻な描写！

海に住む少女 シュペルヴィエル 永田千奈 75111-1 500円
海に浮かぶ不思議な町の少女……
透きとおる物語集

オンディーヌ ジロドゥ 二木麻里 75152-4 620円
水の精と騎士の恋の行方は……
20世紀仏演劇の傑作

赤と黒（上） スタンダール 野崎 歓 75137-1 800円
野心のまま生きる青年の内的葛藤を描く
「情熱の文学」

赤と黒（下） スタンダール 野崎 歓 75146-3 1020円

新アラビア夜話 スティーヴンスン 南條竹則･坂本あおい 75139-5 600円
奇想・活劇・ダンディズム。
19世紀ロンドン版「アラビアン・ナイト」

宝島 スティーヴンスン 村上博基 75149-4 720円
人間味あふれる海賊。
あの冒険小説が大人の小説に！
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ジーキル博士とハイド氏 スティーヴンスン 村上博基 75195-1 560円
善と悪に分離する人間の二面性を追究した
怪奇小説の傑作

知への賛歌  修道女フアナの手紙 ソル・フアナ 旦 敬介 75142-5 500円
三百年前、社会の規範や道徳と闘った
ある女性の物語

種の起源（上） ダーウィン 渡辺政隆 75190-6 880円 これを読まずして生命は語れない！  分かる新訳！

種の起源（下） ダーウィン 渡辺政隆 75196-8 880円

ワーニャ伯父さん／三人姉妹 チェーホフ 浦 雅春 75187-6 760円 簡潔にして哀切！　チェーホフ訳の新たな到達点

木曜日だった男 一つの悪夢 チェスタトン 南條竹則 75157-9 680円
曜日の名前を冠したメンバーが居並ぶ
秘密結社とは──

ムッシュー・アンチピリンの宣言――ダダ宣言集 ツァラ 塚原 史 75209-5 760円
最も過激な「反芸術」運動。
21世紀は『ダダ』の世紀だ！

クリスマス・キャロル ディケンズ 池 央耿 75115-9 440円
豊かな語彙で訳された、
不滅のクリスマス・ストーリー

椿姫 デュマ・フィス 西永良成 75161-6 860円
美貌の高級娼婦は一青年と出会い、愛と哀しみを知
る。19世紀フランス恋愛小説の傑作

アガタ／声 デュラス／コクトー 渡辺守章 75218-7 680円
対話と独白。「語り」の濃密さが鮮烈な印象を
与える傑作2篇

初恋 トゥルゲーネフ 沼野恭子 75102-9  440円
公爵令嬢ジナイーダに恋をする少年ウラジーミル。
しかし彼は人生の苦しみを知ることになる――

カラマーゾフの兄弟 １ ドストエフスキー 亀山郁夫 75106-7 760円
世界文学の最高峰が画期的新訳で甦る！
「ドストエフスキーの生涯」と「解題」付き

カラマーゾフの兄弟 ２ ドストエフスキー 亀山郁夫 75117-3 820円

カラマーゾフの兄弟 ３ ドストエフスキー 亀山郁夫 75123-4 880円

カラマーゾフの兄弟 ４ ドストエフスキー 亀山郁夫 75132-6 1080円

カラマーゾフの兄弟 ５　エピローグ別巻 ドストエフスキー 亀山郁夫 75133-3 660円

罪と罰 １ ドストエフスキー 亀山郁夫 75168-5  860円
一つの命とひきかえに何千もの命を救える。理想的
な殺人をたくらむ青年に押し寄せる運命の波。

罪と罰 ２ ドストエフスキー 亀山郁夫 75173-9 840円

罪と罰 ３ ドストエフスキー 亀山郁夫 75184-5 920円

悪霊 １ ドストエフスキー 亀山郁夫 75211-8 940円
無神論という悪霊に憑かれた人々の
破滅と救いを描く

地下室の手記 ドストエフスキー 安岡治子 75129-6 580円
自意識という・地下室・で世界を嗤う
男の絶望と希望

貧しき人々 ドストエフスキー 安岡治子 75203-3 720円 社会の最底辺で必死に生きる二人による書簡体小説

イワン･イリイチの死／クロイツェル・ソナタ トルストイ 望月哲男 75109-8 660円
いま読みたい人間の「死」の秘密。
著者後期の中編二作を新訳で

アンナ・カレーニナ １ トルストイ 望月哲男 75159-3 1020円
激動する19世紀後半のロシア貴族社会の人間模様を
描いたトルストイの代表作

アンナ・カレーニナ ２ トルストイ 望月哲男 75160-9 900円

アンナ・カレーニナ ３ トルストイ 望月哲男 75163-0 1000円

アンナ・カレーニナ ４ トルストイ 望月哲男 75170-8 800円

レーニン トロツキー 森田成也 75125-8 880円
スターリンによる迫害の予感のなか、著者は熱い共
感と冷静な観察眼で「人間レーニン」を描く

永続革命論 トロツキー 森田成也 75155-5 880円
自らが発見した理論と法則によって、ロシア革命を
勝利に導いたトロツキーの革命理論が現代に甦る

ニーチェからスターリンへ  トロツキー人物論集［1900－1939］ トロツキー 森田成也・志田昇 75202-6 1000円
時代を創った17人の鮮やかな肖像。革命家にして文
学者だったトロツキーが描く、珠玉の16編！

善悪の彼岸 ニーチェ 中山 元 75180-7 1000円
西洋の近代哲学の限界を示し、新しい哲学の営みの
道を拓こうとした、ニーチェ渾身の書

道徳の系譜学 ニーチェ 中山 元 75185-2 780円
新しい価値と道徳の可能性を探る本書によって、
ニーチェの思想は現代と共鳴する

ツァラトゥストラ（上） ニーチェ 丘沢静也 75217-0 780円
軽やかで、カジュアル。これまでのイメージを覆す
新しいツァラトゥストラの誕生！

ツァラトゥストラ（下） ニーチェ 丘沢静也 75222-4 940円

秘密の花園 バーネット 土屋京子 75128-9 840円
荒れ果てた庭園に花が甦り、子供たちの心は癒され
る――大人が読んでこそ胸に響く！

マダム・エドワルダ／目玉の話 バタイユ 中条省平 75104-3 440円
エロスの狂気が神を超える。
バタイユ小説の白眉を新訳で

ガラスの鍵 ハメット 池田真紀子 75210-1 880円
ハードボイルドを生み出した伝説の作家の
最高傑作
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グランド・ブルテーシュ奇譚 バルザック 宮下志朗 75186-9 620円
人間心理の奥底を照射。
幻想味あふれる傑作短編集

若者はみな悲しい フィッツジェラルド 小川高義 75172-2 780円
人生に迷い続ける若者のリアルな姿を描く
自選短編集

グレート・ギャッツビー フィッツジェラルド 小川高義 75189-0 720円
意外なギャッツビー像が見える
リアルな人物造形の新訳

神を見た犬 ブッツァーティ 関口英子 75127-2 720円
横溢する幻想と恐怖。
イタリア奇想作家の代表作22編。

プロタゴラス――あるソフィストとの対話 プラトン 中澤 務 75221-7 720円
若きソクラテスが躍動する、プラトン対話篇、
最良の入門書

天使の蝶 プリーモ・レーヴィ 関口英子 75166-1 760円
人間の夢と悪夢が交錯する、
本邦初訳を多数収録した短編集。

失われた時を求めて１ 第一篇「スワン家のほうへⅠ」 プルースト 高遠弘美 75212-5 1000円
『失われた時を求めて』第6篇“最終稿”を
本邦初訳。

消え去ったアルベルチーヌ プルースト 高遠弘美 75156-2 740円 20世紀文学の最高峰が絢爛たる新訳で甦る！

狂気の愛 ブルトン 海老坂 武 75151-7 600円
愛に対する痛切な讃歌。シュールレアリスムの中心
的存在、ブルトンの伝説の傑作！

母アンナの子連れ従軍記 ブレヒト 谷川道子 75188-3 600円
ブレヒト代表作の“肝っ玉おっ母”が、
新訳で甦った！

幻想の未来／文化への不満 フロイト 中山 元 75140-1 760円 ヨーロッパ・キリスト教社会への批判の書

人はなぜ戦争をするのか　エロスとタナトス フロイト 中山 元 75150-0 620円 人間は死を欲望する。精神分析理論の再構築の試み

ドストエフスキーと父親殺し／不気味なもの フロイト 中山 元 75224-8 960円
鋭い精神分析的考察で作品と作家を読み解いた
文学論集！

ジェイン・エア（上） Ｃ・ブロンテ 小尾芙佐 75113-5 860円
愛は激しく、劇的に。
ロマンス小説のすべてがここに！

ジェイン・エア（下） Ｃ・ブロンテ 小尾芙佐 75114-2 920円

嵐が丘（上） Ｅ・ブロンテ 小野寺 健 75199-9 700円
英国文学最高の愛憎劇を、
臨場感溢れる決定訳で！

嵐が丘（下） Ｅ・ブロンテ 小野寺 健 75200-2 800円

車輪の下で ヘッセ 松永美穂 75145-6 600円
優等生ハンスの孤独と苦悩を、
瑞々しい文体で描き出す

菊と刀 ベネディクト 角田安正 75169-2 940円 第二次大戦中、米文化人類学者が分析した日本人論

武器よさらば（上） ヘミングウェイ 金原瑞人 75134-0 560円
骨太な戦場描写、繊細な心理描写が融合した
決定訳

武器よさらば（下） ヘミングウェイ 金原瑞人 75135-7 600円

１ドルの価値／賢者の贈り物 他21編 Ｏ・ヘンリー 芹澤 恵 75141-8 700円
20世紀初頭、アメリカ大衆社会が勃興し急激に
変わっていく姿を活写した短編傑作選

おれにはアメリカの歌声が聴こえる――草の葉(抄) ホイットマン 飯野友幸 75131-9 460円
自由と民主主義を謳う。
本当のアメリカが生きている！

黒猫／モルグ街の殺人 ポー 小川高義 75110-4 480円
黒猫の真の恐怖がじわり。
眩惑へと誘う、ポーの決定訳

そばかすの少年 ポーター 鹿田昌美 75181-4 940円
孤児の少年は過酷な自然の中で成長する。
幻の児童文学！

黄金の壺／マドモワゼル・ド・スキュデリ ホフマン 大島かおり 75177-7 820円
蛇に恋した青年が見たものは？
幻想の魔術師の傑作譚

白魔 マッケン 南條竹則 75176-0 660円
幻想小説の大家の幻惑世界。
本邦初訳を含む全5編

経済学・哲学草稿 マルクス 長谷川 宏 75206-4 680円 『資本論』の原点、青年マルクスの革新的思想

ヴェネツィアに死す マン 岸 美光 75124-1 440円
旅先で会った美少年への愛が、高名な作家を
破滅させる――

だまされた女／すげかえられた首 マン 岸 美光 75175-3 740円
初老の女と若い女。
それぞれの年齢ゆえの誘惑と情熱

愚者が出てくる、城寨が見える マンシェット 中条省平 75174-6 580円
誘拐された子供と子守りの決死行。
傑作暗黒小説！

寄宿生テルレスの混乱 ムージル 丘沢静也 75165-4 740円
いじめ、同性愛……。思春期の少年たちの、
微妙な心理の揺れを描くムージルの処女作

月と六ペンス モーム 土屋政雄 75158-6 800円
創造の悪魔に憑かれ、すべてを捨てた天才画家の数
奇な生涯。作家の「私」が情熱の謎に迫る

歎異抄 唯円･著／親鸞･述 川村 湊 75193-7 560円
「他力」の真意とはなにか！？
親鸞の肉声が関西弁で蘇る！

肉体の悪魔 ラディゲ 中条省平 75148-7 500円 鋭い感性で描かれた、純粋ゆえに残酷な少年の愛

人間不平等起源論 ルソー 中山 元 75162-3 780円 自由、平等、主権。近代社会を切り拓いた先駆の書

社会契約論／ジュネーヴ草稿 ルソー 中山 元 75167-8 980円 フランス革命を導いた民主主義思想の根元の書
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帝国主義論 レーニン 角田安正 75112-8 600円 21世紀「資本主義」を読み解く歴史的論文

鹿と少年（上） ローリングズ 土屋京子 75153-1 780円
あの『仔鹿物語』が、大人のための小説として
甦る！

鹿と少年（下） ローリングズ 土屋京子 75154-8 800円

故郷／阿Ｑ正伝 魯迅 藤井省三 75179-1 800円
文学で革命を起こした作家の真の姿が見える
画期的新訳！

酒楼にて／非攻 魯迅 藤井省三 75215-6 780円
中国革命を生きた文学者が描く、
迷いと笑いの異色作

シラノ・ド・ベルジュラック ロスタン 渡辺守章 75171-5 980円
最も人気の高いフランスの傑作戯曲。
恋するシラノのことばが“スイング”する！

猫とともに去りぬ ロダーリ 関口英子 75107-4 560円 抱腹絶倒の幻想。イタリアン極上ファンタジー短編

野性の呼び声 ロンドン 深町眞理子 75138-8 500円
苛酷な大自然を生きぬく犬の、
誇り高き生命の物語

白い牙 ロンドン 深町眞理子 75178-4 960円
弱肉強食を生きぬく狼の仔の運命。
動物文学の傑作！

ドリアン・グレイの肖像 ワイルド 仁木めぐみ 75118-0 780円
美と若さを求める青年達の、
繊細で危うい人間模様

カフェ古典新訳文庫　Vol.1 光文社翻訳編集部･編 75192-0 680円
新シリーズ誕生。対談、エッセイなど、
訳者が語る新訳の秘密！
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