
中野図書館　所蔵リスト　　　

書名 著者／訳者 出版社 資料ID 請求番号 配架場所

ハムレット シェイクスピア[著] ; 三神勲, 中野好夫訳 河出書房新社 290025080 908/S/1 中野写真全集・文庫(和・洋)
ハムレット シェイクスピア[著] ;  松岡和子訳 筑摩書房 200879331 932.5/S 中野文庫コーナー
マクベス シェイクスピア[著] ; 福田恆存訳 新潮社 200761135 932.5/S 中野文庫コーナー
リア王 シェイクスピア[著] ;  松岡和子訳 筑摩書房 200879369 932.5/S 中野文庫コーナー
夏の夜の夢 シェイクスピア[著] ;  松岡和子訳 筑摩書房 200879350 932.5/S 中野文庫コーナー
ロミオとジュリエット シェイクスピア[著] ;  松岡和子訳 筑摩書房 200879340 932.5/S 中野文庫コーナー
シェイクスピア全集　1 シェイクスピア[著] ; 小田島雄志訳 白水社 200251285 932.5/S/1 中野1階書架
シェイクスピア全集　2 シェイクスピア[著] ; 小田島雄志訳 白水社 200251294 932.5/S/2 中野1階書架
シェイクスピア全集　3 シェイクスピア[著] ; 小田島雄志訳 白水社 200251300 932.5/S/3 中野1階書架
シェイクスピア全集　4 シェイクスピア[著] ; 小田島雄志訳 白水社 200251310 932.5/S/4 中野1階書架
シェイクスピア全集　5 シェイクスピア[著] ; 小田島雄志訳 白水社 200251329 932.5/S/5 中野1階書架
新編シェイクスピア案内 日本シェイクスピア協会 研究社 200865102 932.5/N 中野1階書架

人形の家 イプセン[著] ; 坂口玲子訳 劇書房 200243659 949.62/I 中野1階書架
人形の家 イプセン[著] ; 杉山誠, 山室静訳 河出書房新社 290025320 908/S/26 中野写真全集・文庫(和・洋)
イプセン集 イプセン[著] ; 楠山正雄訳 新潮社 200057448 949.6/I 中野1階書架
イプセン現代劇上演台本集 イプセン[著] ; 毛利三彌訳 論創社 200879378 949.62/I 中野1階書架

桜の園 アントン・チェーホフ作 ; 浦雅春訳 光文社 200879153 982/C 中野文庫コーナー
かもめ アントン・チェーホフ作 ; 中本信幸訳 新読書社 200773548 982/C 中野新書コーナー
かもめ アントン・チェーホフ作 ; 浦雅春訳 岩波書店 200879162 982/C 中野文庫コーナー
ワーニャ伯父さん/三人姉妹 アントン・チェーホフ作 ; 浦雅春訳 光文社 200879144 982/C 中野文庫コーナー

三人姉妹
アントン・チェーホフ作 ; 神西清, 中村白葉
訳

河出書房新社 290025349 908/S/28 中野写真全集・文庫(和・洋)

セールスマンの死 アーサー・ミラー著 ; 倉橋健訳 早川書房 200879251 932.7/M/1 中野文庫コーナー
るつぼ アーサー・ミラー著 ; 倉橋健訳 早川書房 200879260 932.7/M/2 中野文庫コーナー
みんな我が子 アーサー・ミラー著 ; 倉橋健訳 早川書房 200879270 932.7/M/3 中野文庫コーナー
転落の後に アーサー・ミラー著 ; 倉橋健訳 早川書房 200879289 932.7/M/4 中野文庫コーナー
代価 アーサー・ミラー著 ; 倉橋健訳 早川書房 200879298 932.7/M/5 中野文庫コーナー
アーサー・ミラー全集　3 アーサー・ミラー著 ; 菅原卓訳 早川書房 200250751 932.7/M/3 中野1階書架
アーサー・ミラー全集　4 アーサー・ミラー著 ; 菅原卓訳 早川書房 200870425 932.7/M/4 中野1階書架
アーサー・ミラー全集　5 アーサー・ミラー著 ; 菅原卓訳 早川書房 200245312 932.7/M/5 中野1階書架

しあわせな日々
サミュエル・ベケット [著] ; 安堂信也, 高橋
康也訳

白水社 200697016 952.7/B/3 中野1階書架

ゴドーを待ちながら
サミュエル・ベケット [著] ; 安堂信也, 高橋
康也訳

白水社 200251230 952.7/B/1 中野1階書架

勝負の終わり
サミュエル・ベケット [著] ; 安堂信也, 高橋
康也訳

白水社 200251249 952.7/B/2 中野1階書架
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母アンナの子連れ従軍記 ブレヒト著 ; 谷川道子訳 光文社 200879411 942.7/B 中野文庫コーナー
アンティゴネ ブレヒト著 ; 谷川道子訳 光文社 200879402 942.7/B 中野文庫コーナー
三文オペラ ブレヒト著 ; 谷川道子訳 光文社 200879396 942.7/B 中野文庫コーナー

海に騎りゆく者たちほか ジョン・M. シング著 ; 木下順二 [ほか] 訳 恒文社 200677579 932.7/S 中野1階書架
シング戯曲全集 ジョン・M.シング著 ; 松村みね子訳 沖積舎 200879387 932.7/S 中野1階書架

バラの刺青 テネシー・ウィリアムス作 ; 菅原卓訳 白水社 200546657 932.7/W 中野1階書架
さけび テネシー・ウィリアムズ作 ; 大森裕二訳 カモミール社 200879215 932.7/W 中野1階書架
地獄のオルフェウス テネシー・ウィリアムズ著 ; 広田敦郎訳 早川書房 200879206 932.7/W/2 中野文庫コーナー
欲望という名の電車 テネシー・ウィリアムズ著 ; 小田島雄志訳 新潮社 200879190 932.7/W 中野文庫コーナー
ガラスの動物園 テネシー・ウィリアムズ著 ; 小田島雄志訳 新潮社 200879180 932.7/W 中野文庫コーナー

しらみとり夫人
テネシー・ウィリアムズ著 ; 鳴海四郎, 倉橋
健訳

早川書房 200879171 932.7/W 中野文庫コーナー

ドリアン・グレイの肖像 ワイルド著 ; 仁木めぐみ訳 光文社 200879242 933.6/W 中野文庫コーナー
サロメ ワイルド著 ; 平野啓一郎訳 光文社 200879233 953/W 中野文庫コーナー
幸福な王子 ; 柘榴の家 ワイルド著 ; 小尾芙佐訳 光文社 200879224 933.6/W 中野文庫コーナー

温室 ハロルド・ピンター著 ; 喜志哲雄訳 早川書房 200879304 932.7/P/1 中野文庫コーナー
景気づけに一杯 ハロルド・ピンター著 ; 喜志哲雄訳 早川書房 200879313 932.7/P/2 中野文庫コーナー
灰から灰へ ハロルド・ピンター著 ; 喜志哲雄訳 早川書房 200879322 932.7/P/3 中野文庫コーナー
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