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－この世はすべて舞台 男も女もみな役者にすぎぬ ―「お気に召すまま」より  

                                                                      

今年は、劇作家ウィリアム・シェイクスピア没後 400 年です。「ロミオとジュリエット」「ジュリアス・

シーザー」「リア王」…、お芝居を見たことはなくても、誰もが一度は聞いたことがある作品の数々でし

ょう。かつては少年少女文学全集などでも紹介されてきましたが、近年ではこどもたちが作品に触れる機

会は少ないのではないでしょうか？ 

今回は、埼玉県立図書館の所蔵資料から、文学全集をはじめ、こどものために編まれた『シェイクスピ

ア物語』のほか、人と時代を知る本、シェイクスピアの影響がみえる本など、約１００冊のシェイクスピ

ア関連資料をご紹介します。この機会に、シェイクスピアの世界をのぞいてみてください。 

あわせて、舞台や芝居が登場する絵本や物語もご紹介します。 

も く じ 

読んでみよう！ こどものためのシェイクスピア・・・・・・・  ２ｐ 

人と時代を知ろう！ シェイクスピアってどんな人？・・・・・  ６ｐ 

シェイクスピアの芝居小屋 グローブ座 ・・・・・・・・・・  ７ｐ 

後世にひろがるつたわるシェイクスピア・・・・・・・・・・・  ７ｐ 

楽しもう！ 舞台の世界【知識・絵本・物語】・・・・・・・・・ ８ｐ 

資料展示リスト（201６年１月５日～201６年２月２８日） 

 

埼玉県立久喜図書館 子ども図書室 

（久喜市下早見 85－5 Tel：0480-21-2659） 埼玉県のマスコット 

コバトン 

●リストは、平成 26年 12月末現在、埼玉県立久喜図書館で所蔵している資料です。 

●刊行後２年をすぎた雑誌をのぞき、展示資料は貸出ししています。展示コーナーにない資料は予約してください。 

●原則として、刊行順に並んでいます。 
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読んでみよう！こどものためのシェイクスピア 

世界文学全集のなかのシェイクスピア 

1950 年代後半から 1980 年にかけて、多くの出版社からこどもむけの世界文学全集が編まれた。全 30 巻～全

100 巻など大部な全集には、リア王やベニスの商人などのシェイクスピア作品が収録された。 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

世界名作全集 99 シェイクスピア名作集 2 大木惇夫訳 講談社 1955 90/S 

＊4作品（あらし、冬ものがたり、お気にめすまま、マクベス、まちがいつづき） 

世界少年少女文学全集 50 世界名作劇集  福田恒存訳 東京創元社 1956 90/S 

＊マルヴォリオだまし 

少年少女世界文学全集 5 イギリス編 2 

 シェークスピア物語 

吉田健一訳 講談社 1959 90/S 

＊ハムレット ヴェニスの商人 マクベス 十二夜 リア王 あらし 

少年少女世界名作全集 3 シェークスピア名作集 大木惇夫訳 講談社 1960 90/S 

 ＊ベニスの商人 リア王 ハムレット ロミオとジュリエット 

幼年世界文学全集 第 21 シェークスピア名作集 岸なみ著 偕成社 1968 90/ﾖ 

＊べにすのしょうにん りあ王 はむれっと 

世界名作童話全集 5 ベニスの商人 山本静枝編著 ポプラ社 1971 90/S 

児童名作全集 第 13 リヤ王ものがたり 小出正吾著 偕成社 1971 908/ｼﾄ 

こども名作全集 22 ベニスの商人 おの・ちゅうこう著 日本ﾌﾞｯｸ･ｸﾗﾌﾞ 1972 90/K 

 ＊ベニスの商人 ハムレット リア王 

世界名作童話全集 21 リヤ王ものがたり 山本静枝編著 ポプラ社 1972 90/S 

母と子の名作文学 34 リヤ王ものがたり 稗田宰子訳 集英社 1973 ｼ 

少年少女世界の名作 87 オセロ 森三千代〔訳〕 偕成社 1975 ｼ 

少年少女世界の名作 図書館版 1 ベニスの商人 芝木好子訳 偕成社 1979 ｼ 

少年少女世界の名作 図書館版 2 ハムレット 森三千代〔訳〕 偕成社 1979 ﾓ 

少年少女世界の名作 図書館版 3 ロミオとジュリエ

ット 

森三千代〔訳〕 偕成社 1979 ﾓ 

少年少女世界の名作 図書館版 4 女王クレオパトラ 森三千代〔訳〕 偕成社 1979 ﾓ 

こども世界名作童話 34 リア王物語 越智道雄文 ポプラ社 1989 90/K 

 

 

 

 1564    イギリス ストラスフォード・ 

アポン・エイボンで誕生 

1592（28歳）最初の詩集「ヴィーナスとアド 

ニス」出版 

「ヘンリー六世」「ロミオとジュ 

リエット」「夏の夜の夢」など 

1594（30歳）宮内大臣一座結成 

1599（35歳）最初のグローブ座完成 

      「ヴェニスの商人」「ジュリアス･ 

シーザー」「ハムレット」など 

1603（39歳）エリザベス女王死去・ジェーム 

ズ一世即位 国王一座となる 

1611（47歳）「テンペスト」で引退宣言 

1616（52歳）4月 23日死去 

1623    最初の全集刊行 

年   表 

*40 ともいわれる 

詩人・劇作家・俳優 （1564-1616） 

イギリス エリザベス朝 

37 の戯曲＊・154 のソネット・2 つの長詩、 

そして 1700 もの新しい言葉を遺した。 

その生涯はたくさんの謎につつまれている 

 

“一時代でなく万代の人”と

称えられた 

劇作家 

ウィリアム･シェイクスピア 
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ラム姉弟の「シェイクスピア物語」 

メアリーとチャールズのラム姉弟が、シェイクスピアの戯曲から 20 編選び、物語に改作したもの。多くの言語

に翻訳され、200 年以上も少年少女に親しまれてきたロングセラー。邦訳では数編が選択され刊行されている。 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

Ｔａｌｅｓ  ｆｒｏｍ Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ  

（Ｃｈｉｌｄｒｅｎ’ｓ ｃｌａｓｓｉｃｓ）  

Ｃｈａｒｌｅｓ  Ｌａｍｂ

ｂｙ 

Children’s 

Classics 

1986 933/La 

＊英語版 

世界少年少女文学全集 6 イギリス編 4 

 シェイクスピア物語 

阿部知二訳 東京創元社 1954 90/S 

＊2編（ヴェニスの商人 ハムレット） 

シェイクスピア物語（岩波版ほるぷ名作文庫） ラム著 野上弥生子訳 岩波書店 1956 ﾗ 

＊13 編（あらし 夏至祭りの夜の夢 冬ものがたり からさわぎ お好きなように ヴェニスの商人 リア王 マクベス がみがみ屋馴

らし 十二日節の宵祭り ロメオとジュリエットハムレット オセロ） 

岩波少年少女文学全集 4 シェイクスピア物語 ラム著 野上弥生子訳 岩波書店 1962 90/ｲ 

 ＊15 編（あらし 夏至祭りの夜の夢 冬ものがたり からさわぎ お好きなように ヴェニスの商人 シンベリーン リア王 マクベス 

がみがみ屋馴らし 十二日節の宵祭り アセンズのタイモン  ロメオとジュリエット ハムレット オセロ） 

少年少女世界の名作文学 4 イギリス編 2 

 シェークスピア物語 

ラム姉弟原作 

永井鱗太郎訳・文 

小学館 1966 90/ｼ 

 ＊7編（ハムレット ベニスの商人 リア王 マクベス あらし 真夏の夜の夢 冬物語） 

少年少女世界文学全集 13 シェークスピア物語 ラム作 高杉一郎訳 学習研究社 1969 90/ｼ 

 ＊17編（あらし 真夏の夜の夢 冬ものがたり からっさわぎ お気にめすまま ベローナの二紳士 ベニスの商人 シンベリン リア王 

マクベス 終わりよければすべてよし じゃじゃ馬ならし まちがいつづき 十二夜 ロミオとジュリエット ハムレット オセロ） 

ジュニア版世界の文学 2 ロミオとジュリエット 久米みのる訳 集英社 1974 ｼ 

 ＊6編（ロミオとジュリエット ハムレット リヤ王 オセロ マクベス アセンズのタイモン） 

ジュニア版世界の文学 24 ベニスの商人 中尾明訳 集英社 1975 ｼ 

 ＊6編（ロミオとジュリエット ハムレット リヤ王 オセロ マクベス アセンズのタイモン） 

シェイクスピア物語（世界の名著 12） ラム作 福田陸太郎訳 ポプラ社 1978 ﾗ 

 ＊15編（あらし 夏の夜の夢 冬物語 むださわぎ お気にめすまま ベローナの二紳士 ベニスの商人 リア王 マクベス じゃじゃ馬

ならし 十二夜 ローミオとジューリエット ハムレット オセロ― ペリクリーズ） 

シェイクスピア物語（岩波少年文庫 3045）改版 ラム著 野上弥生子訳 岩波書店 1978 ﾗ 

 ＊13編（あらし 夏至祭りの夜の夢 冬ものがたり からさわぎ お好きなように ヴェニスの商人 リア王 マクベス がみがみ屋馴ら

し 十二日節の宵祭り ロメオとジュリエット ハムレット オセロ） 

シェイクスピア物語 上・下（偕成社文庫） ラム作 厨川圭子訳 偕成社 1979 ﾗ 

 ＊20編（あらし 夏の夜の夢 冬ものがたり むださわぎ お気に召すまま ベローナの二紳士 ベニスの商人 進ベリーン リヤ王 マ

クベス 終わりよければみなよろし じゃじゃ馬ならし まちがいつづき しっぺい返し 十二夜 アテネのタイモン ローミオとジュ

ーリエット ハムレット オセロー ベリクリーズ） 20編全訳されている。 

シェイクスピア物語（新潮文庫） ラム著 松本恵子訳 新潮社 1986 93/R 

 ＊13編（テンペスト 夏の夜の夢 冬ものがたり お気に召すまま ベロナの二紳士 ベニスの商人 リヤ王 マクベス じゃじゃ馬な 

らし 十二夜 ロミオとジュリエット ハムレット オセロ） 

ロミオとジュリエット 愛のシェイクスピア物語 ラム作 乾侑美子訳 小学館 1992 ﾗ 

 ＊8編（ロミオとジュリエット あらし リア王 真夏の夜の夢 マクベス 十二夜 オセロー ハムレット） 

ロミオとジュリエット シェークスピア物語 

(講談社青い鳥文庫) 

飯島淳秀訳 講談社 1993 ｼ 

 ＊5編（ロミオとジュリエット ベニスの商人 ハムレット リア王 あらし） 

シェイクスピア物語（岩波少年文庫 546） ラム著 矢川澄子訳 岩波書店 2001 933/ｼｴ 

 ＊11編（テンペスト 夏の夜の夢 冬物語 お気に召すまま ヴェニスの商人 リア王 マクベス 十二夜 ロミオとジュリエット ハム 

レット オセロ） 

 

セリフから 
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その他の物語集 

ラム姉弟の「シェイクスピア物語」以降、こどもにむけて戯曲を物語にする試みが、何度も図られている。 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ヴェニスの商人(ともだち文庫 33) 飯島小平訳   中央公論社 1949 93/S 

  ＊ヴェニスの商人 ジュリアス・シーザー 県立図書館の所蔵資料の中ではもっとも古いこどもむけシェイクスピア 

マクベス 物語シェイクスピア 鷲山第三郎著 福村書店 1952 93/S 

シェイクスピア物語 こどものための バーナード・マイルズ作 

ビクター・Ｇ．アンブラズ画 

小学館 1978 ｼ 

 ＊4編（マクベス 真夏の夜の夢 十二夜 ハムレット） 

シェイクスピア物語(岩波ジュニア新書) 小田島雄志著  岩波書店 1981 93/ｼ 

 ＊9編（ロミオとジュリエット 夏の夜の夢 ヴェニスの商人 ジュリアス・シーザー 十二夜 ハムレット オセロ― リア王 マクベス） 

少年少女世界文学館 3 ロミオとジュリエット イーディス・ネズビット再話 

八木田宜子訳  

講談社 1988 90/ｼ 

 ＊14編（ロミオとジュリエット ハムレット テンペスト ベニスの商人 真夏の夜の夢 冬物語 十二夜 まちがいの喜劇 お気にめす

まま ベローナの二紳士 ペリクリーズ シンベリン マクベス オセロー） 

少年少女世界名作の森 10 ロミオとジュリエット 

シェークスピア名作集 

中村妙子訳 集英社 1990 90/ｼ 

 ＊5作品（ロミオとジュリエット 夏の夜の夢 ハムレット ヴェニスの商人 リア王）、解説・年譜・読書案内あり 

テンペスト 新装版 エドマンド・デュラック絵 

伊東杏里訳 

新書館 1994 ｼ 

 ＊挿絵画家の巨匠デュラックの挿絵による「テンペスト」 

夏の夜の夢(ポプラ社文庫) 鳥海仟文 ポプラ社 1998 933/ ｼ ｴ

706 

物語ロミオとジュリエット（シェイクスピア・ジュニ

ア文学館 1） ※ 

小田島雄志文 

里中満智子画 

ポプラ社 1998 933/ ｼ ｴ

706 

 ＊シリーズ「シェイクスピア・ジュニア文学館」全 10巻（1ロミオとジュリエット 2夏の夜の夢 3ヴェニスの商人 4ジュリアス・シー 

ザー 5十二夜 6ハムレット 7オセロ― 8リア王 9マクベス 10テンペスト） 

こどものためのハムレット (シェイクスピアってお

もしろい！)  ※ 

ロイス・バーデット著 

鈴木扶佐子訳 

汐文社 2001 913.6/ｵ

ﾀ 003 

 ＊シリーズ「シェイクスピアっておもしろい！」全 5巻（ハムレット 夏の夜のゆめ テンペスト ロミオとジュリエット マクベス） 

幼いこどものために書き直したシェイクスピア。英文あり。 

シェイクスピア物語集 知っておきたい代表作１０ 金原瑞人訳 アートデイズ 2007 932/ ﾊ ﾃ

710 

 ＊10編（ロミオとジュリエット ヘンリー五世 夏の夜の夢 ジュリアス・シーザー ハムレット 十二夜 オセロ リア王 マクベス  

テンペスト）、名言集あり 

ハムレット(シェイクスピア名作劇場 １) ※ 斉藤洋文 

佐竹美保絵  

偕成社 2009 932/ ﾏ ｺ

704 

 ＊シリーズ「シェイクスピア名作劇場」全 5巻（ハムレット ロミオとジュリエット 夏の夜の夢 マクベス 十二夜） 

シェイクスピア ストーリーズ アンドリュー・マシューズ文 

アンジェラ・バレット絵 

あすなろ書房 2014 932/ ｼ ｴ

706 

 ＊8編（夏の夜の夢 ヘンリー五世 ロミオとジュリエット マクベス アントニーとクレオパトラ 十二夜 ハムレット あらし）美しい挿絵。 

 

 

セリフから 
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絵本 

書  名 著者 出版社 出版年 請求記号 

オセロー シェイクスピアの人々 米倉斉加年絵 

小田島雄志訳・文 

白水社 1986 E/ｵ 

夏の夜の夢 ナオミ・ルイス再話   

シルヴィ・モンティ絵 

評論社 1991 E/ﾅ 

Ｇｒｅａｔ ｆａｉｒｙ ｔａｌｅｓ ｏｆ ｔｈ

ｅ ｗｏｒｌｄ 24 ロミオとジュリエット 

  テ ィ ビ ー エ

ス・ブリタニカ 

1996 E/ｸﾚ 

Ｇｒｅａｔ ｆａｉｒｙ ｔａｌｅｓ ｏｆ ｔｈ

ｅ ｗｏｒｌｄ 25 ベニスの商人 

  テ ィ ビ ー エ

ス・ブリタニカ 

1996 E/ｸﾚ 

シェイクスピアはどこ？お芝居の中に隠れているよ ティリー絵 

アンナ・クレイボーン作 

東京美術 2015 E/ﾃｲ

794 

 ＊10 編（お気に召すまま ジュリアス・シーザー 十二夜 マクベス テンペスト から騒ぎ アントニーとクレオパトラ 夏の夜の夢 

ロミオとジュリエット ハムレット） あらすじ さがし絵 

 

シナリオ 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

みんな知ってる世界名作童話劇 5 年生（新作学校

劇 5） リア王 

小川信夫・金平正責任編集 ポプラ社 1988 77/ﾐ 

 

紙芝居 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ベニスの商人(文芸名作紙芝居) 大川秀夫脚色  松井行正画   教育画劇 1956 K/ﾍﾆ 

リヤ王(文芸名作紙芝居) 福島のり子脚色 鈴木新夫画 教育画劇 1956 K/ﾘﾔ 

 

 

詩人・シェイクスピア 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

笑いのコーラス イギリス滑稽詩画帖 内藤里永子編 吉田映子訳詩 ﾄﾊﾟｰｽﾞﾌﾟﾚｽ 1992 931/ﾜ 

 ＊キャリバンの歌、ヘイホー 雨に風、オートリカスの唄 

まじょまじょおばけもいっぱい 

(いっぱいがいっぱいの詩の絵本)   

内藤里永子・吉田映子編訳 

田島和子絵 

大日本図書 1993 E/ﾏ 

 ＊かまよ、にえたて 「マクベス」の三人の魔女 

ソネット集と恋人の嘆き  シェイクスピア〔著〕  

岩崎宗治訳 

国文社 2015 931.5/ ｼ

ｴ 706 

 ＊一般書 

 

ステップアップ 「戯曲」を読んでみよう！ 

物語でシェイクスピアの世界に触れたら、戯曲（お芝居の脚本）にも挑戦。翻訳による味わいの違いも楽しもう。 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

シェイクスピア全集 全 25 巻 （ちくま文庫） 松岡和子訳  筑摩書房 1996 B932.5

/ｼｴ 706 

シェイクスピア全集 全 7 巻 小田島雄志訳 白水社 1973-

80 

932/ｼ 

リア王（光文社古典新訳文庫） 安西徹雄訳 光文社 2006 B932.5

/ｼｴ 706 

 ＊「リア王」「ヴェニスの商人」「ハムレットＱ１」 
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人と時代を知ろう！ シェイクスピアってどんな人？ 

シェイクスピアの時代 －イギリスのエリザベス朝－ 

芸術と文化が栄えたイギリス・ルネッサンスの最盛期、シェイクスピアの生きた時代の息吹を感じよう。 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

おふろじゃおふろじゃ バスタブ王ビドグッド  オードリー・ウッド作  

ドン・ウッド絵   江国香織訳 

ブックローン

出版 

1993 E/ｵ/ 

 ＊絵本 エリザベス女王の御前で講演もしたシェイクスピア。当時の貴族たちの暮らしと雰囲気が感じられる。 

ほこりまみれの兄弟 ローズマリー・サトクリフ著 

乾侑美子訳 

評論社 2010 933/ ｻ ﾄ

704 

 ＊物語 孤児の少年が旅の一座に出会い旅にでる。「ほこりまみれ」とよばれる旅まわりの役者たちの暮らし。 

エリザベス女王のお針子 裏切りの麗しきマント ケイト・ペニントン作 

柳井薫訳 

徳間書店 2011 933/ ﾍ ﾆ

705 

 ＊物語 エリザベス朝を舞台にした、仕立て職人を父に持つお針子の少女メアリーの冒険。 

 

シェイクスピアってどんな人？ 

こどもむきの伝記はごくわずか。作品集の解説や一般書も見てみよう。 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

世界歴史人物なぜなぜ事典 11 ぎょうせい学参ま

んが コペルニクス・シェークスピア・ガリレイ 

  ぎょうせい 1993 28/S 

 ＊マンガ 

やさしいシェイクスピア演劇 作品とその人間像 

(１０代の教養図書館 ９) 

鳥海仟著 ポプラ社 1993 93/ﾔ 

 ＊伝記と作品紹介 シェイクスピアの生涯と作品を七幕の劇に見立てて紹介 

ウィリアム・シェイクスピア 

(大英図書館シリーズ作家の生涯)  

ドミニク・シェラード著 

別宮貞徳監訳    

ミュージアム

図書 

2001 932.5/ ｼ

ｴ 742 

 ＊伝記（一般書） 

シェイクスピアを盗め！ ゲアリー・ブラックウッド著 

安達まみ訳 

白水社 2001 933/ ﾌ ﾗ

753 

＊物語 400年前のロンドン、孤児のウィッジ少年は、雇い主から人気絶頂のシェイクスピア劇の台本を盗むよう言われる。シェイクスピ 

ア本人も登場する冒険物語。３部作（続編「シェイクスピアを代筆せよ！」2000、「シェイクスピアの密使」2005） 

影の王 スーザン・クーパー作 偕成社 2002 933/ ｸ ﾊ

701 

＊物語 タイム・ファンタジー ある朝めざめると、ナットはエリザベス朝のロンドンにいて、グローブ座で夏の夜の夢で妖精パックを演 

 じることになる。シェイクスピア本人も登場。 

 

言葉の魔術師 シェイクスピアのセリフ 

書  名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

シェークスピア名言集 

（世界名言集第 13） 

  ポプラ社 1968 15/ｾ 

シェイクスピア名言集 

(岩波ジュニア新書) 

小田島雄志著 岩波書店 1985 93/ｼ 

気分はいつもシェイクスピア 小田島雄志著 白水社 2003 932.5/ｵ

ﾀ 003 

 ＊一般書 作品索引、引用句索引あり 

 

 

 

 

セリフから 
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シェイクスピアの芝居小屋 グローブ座 

シェイクスピアの一座が芝居を行った木造の円形劇場（1599 年設立）。1997 年に復元されている。 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

Ｓｈａｋｅｓｐｅａｒｅ’ｓ ｔｈｅａｔｒｅ  Ｃ． Ｗａｌｔｅｒ Ｈｏｄ

ｇｅｓ ｗｒｉｔｔｅｎ ａ

ｎｄ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅ

ｄ ｂｙ 

Ｏｘｆｏｒｄ 

Ｕｎｉｖｅｒ

ｓｉｔｙ Ｐ

ｒｅｓｓ 

1964 772/Sh 

シェイクスピアの劇場（ちくま文庫）  ウォルター・ホッジス著 筑摩書房 1993 B772.4/

ｼ 

シェイクスピア劇場（三省堂図解ライブラリー） ジャクリーン・モーリー文 

ジョン・ジェイムズ画 

三省堂 1995 77/ｼ 

シェイクスピアとグローブ座 アリキ文と絵 

小田島雄志訳 

すえもりブッ

クス 

2000 932/ ﾌ ﾗ

720 

 

後世に ひろがる つたわる シェイクスピア 

400 年前のシェイクスピア劇の世界は、今もうけつがれ、ひろがりつづけています 

書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

Ｍｏｅ モエ １９９０年８月 第12巻第5号（通

巻 130 号）特集シェイクスピア幻想「夏の夜の夢」 

  MOE 出版 1990 雑誌 

Ｍｏｅ モエ １９９９年１０月 第 21 巻 10 号

（通巻 240 号）シェイクスピア大特集「私が恋をお

しえます！」 

  白泉社 1999 雑誌 

絵本シェイクスピア劇場 安野光雅画 

松岡和子文 

講談社 1998 D932.5

/ﾏﾂ 072 

 ＊安野光雅によって３８戯曲それぞれの１場面が描かれている。文献・年譜あり。  

フェアリー 妖精幻視  井村君江著 新書館 1989 J726.5

/ﾌ 

 ＊イギリスの妖精絵画「夏の夜の夢」 

シェイクスピアの花園 ウォルター・クレイン画 マール社 2006 J726.6

/ｼｴ 

 ＊1906年の復刻本。イングリッシュ・ガーデンとシェイクスピアの戯曲からイマジネーションをふくらませたクレインの絵本。 

旅の絵本３ イギリス編 安野光雅著 福音館書店 1981 E/ﾀ 

 ＊シェイクスピアの生家、妻の実家、シェイクスピアの似顔絵、「マクベス」「ヴェニスの商人」「ハムレット」「リア王」「ロミオとジ  

  ュリエット」「夏の夜の夢」の一場面が描きこまれている。解説なし。 

世界の名画を読み解く 

（みつけた！名画の楽しみ方と描き方 ３）  

ロージー・ディキンズ文 あかね書房 2015 720/ｾｶ 

 ＊ジョン・エヴァレット・ミレイの「オフィーリア」（ハムレットの一場面）を解説。 

バレエ名作物語２ （クララの本） Ｃｌａｒａ編 新書館 2000 769/ﾊﾚ 

 ＊シェイクスピアの戯曲をもとに生み出されたバレエ『ロミオとジュリエット』を紹介 

水深五尋 ロバート・ウェストール作  

金原瑞人訳   野沢佳織訳   

岩波書店 2009 933/ ｳ ｴ

713 

 ＊原題：FATHOM  FIVE 「テンペスト（あらし）」の挿入詩からとられている。 

さよならを待つふたりのために ジョン・グリーン作 

金原瑞人訳   竹内茜訳 

岩波書店 2013 933/ ｸ ﾘ

751 

 ＊原題:The Fault in Our Stars 「ジュリアス・シーザー」第 1幕第 2場のキャシアスがブルータスに言った台詞からとられている。 

呪術師ペレネル マイケル・スコット著 

橋本恵訳 

理論社 2009 933/ ｽ ｺ

709 

 ＊物語 シェイクスピアを名乗る男が登場 
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書名 著者名 出版社 出版年 請求記号 

ふたりのエアリエル ﾉｴﾙ･ｽﾄﾚﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ著 

中村妙子訳 

教文館 2014 933/ ｽ ﾄ

714 

 ＊物語 演劇の名門の家の出の祖母にひきとられ演劇学校に入った 3兄弟。「真夏の夜の夢」の空気の精エアリアルの役を競う。 

ジス・イズ・ワシントンＤ．Ｃ． ミロスラフ・サセック著 ﾌﾞﾙｰｽ･ｲﾝﾀｰｱｸｼ

ｮﾝｽﾞ 

2007 E/ ｻ ｾ

701 

 ＊アメリカのフォルジャ―・シェイクスピア図書館 

私たちのシェイクスピア（ちくま少年図書館 ２９） 木下順二著  筑摩書房 1986.5 93/ﾜ 

 ＊作品紹介 グローブ座 セリフ 

シェイクスピア・ハンドブック 〔２０１０年〕  河合祥一郎編 三省堂 2010 932.5/

ｼｴ 706 

 ＊一般書 

シェイクスピア百科図鑑 Ａ．Ｄ．カズンズ監修 悠書館 2010 D932.5

/ｼｴ 706 

 ＊一般書 

 

 

 

 

 

 

 

 

舞台の世界を楽しもう！ 

演劇・俳優（知識の本） 

書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

チャップリン（愛と平和に生きた人びと ２）  ラジ・サクラニー作 佑学社 1987 28/ﾁ 

オードリー・ヘップバーン 

（ちくま評伝シリーズ〈ポルトレ〉）  

筑摩書房編集部著 筑摩書房 2015 289/ ﾍ ﾌ

703 

職場体験完全ガイド２０ お笑い芸人・俳優・歌手  ポプラ社 2010 366/ｼﾖ 

バレエの世界へようこそ！ リサ・マイルズ著 河出書房新社 2015 769/ﾊﾚ 

劇団ふしぎ座まもなく開幕！！ 

（たくさんのふしぎ７１号） 

朝倉摂文・絵 

原田一樹／文 

福音館書店 1991 77/ｹﾞ 

児童劇（シリーズ「舞台うらおもて」２） ふじたあさや文 大月書店 1988 77/ｼﾞ 

柄本明「絶望」の授業   ＮＨＫ「課外授業ようこそ先

輩」制作グループ編 

ＫＴＣ中央出

版 

2003 770/ｴﾓ 

演劇は道具だ（よりみちパン！セ１８） 宮沢章夫著 理論社 2006 770/ｴﾝ 

おしばいにいこう！ ヌリア・ロカぶん 

ロサ・マリア・クルト／え 

日本劇作家協

会 

2006 770/ｵｼ 

芸能にかかわる仕事 

（知りたい！なりたい！職業ガイド） 

ｳﾞｨｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ企画室編  ほるぷ出版 2000 770/ｹｲ 

舞台芸術「表」「裏」絵事典 織田紘二監修 ＰＨＰ研究所 2006 770/ﾌﾀ 

劇団にかかわる仕事 

（知りたい！なりたい！職業ガイド） 

ｳﾞｨｯﾄｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ企画室編 ほるぷ出版 2010 771/ｹｷ 

俳優になるには（なるにはｂｏｏｋｓ）  山本健翔著 ぺりかん社 2001 771/ﾊｲ 

俳優になりたいあなたへ（ちくまプリマー新書） 鴻上尚史著 筑摩書房 2006 771/ﾊｲ 

中学生・高校生のための劇作り９か条 菅井建著 晩成書房 2006 775/ﾁﾕ 

DVD 資料 所蔵しています！ 

 BBC『シェイクスピア全集』全 37 巻 

テレシス インターナショナル   

＊全 37 作品を映像化、シェイクスピア劇の集大成 

 久喜図書館【請求記号 994 シ】 

 

 
シェイクスピア劇を 

見てみよう！ 
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舞台・芝居の絵本 

書名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

にんぎょうしばい エズラ・ジャック・キーツ作 

きじまはじめ／訳 

偕成社 1977 E/ﾆ 

からすたろう やしまたろう文・絵  偕成社 1979 E/ ﾔ ｼ

001 

みかづきいちざのものがたり アイリーン・ハースさく・え 

うちだりさこやく 

福音館書店 1981 E/ﾐ 

アンジェリーナのはつぶたい 

＊シリーズあり 

ヘレン・クレイグえ 

キャサリン・ホラバードぶん 

大日本絵画 1987 E/ｱ 

パディントンサーカスへ（パディントン絵本３） マイケル＝ボンドさく 

フレッド＝バンベリーえ 

偕成社 1987 E/ﾊﾟ 

オフェリアと影の一座 ミヒャエル・エンデ文 フリ

ードリヒ・ヘッヘルマン絵 

岩波書店 1988 E/ｵ 

しばいっこ おぼまこと作 あかね書房 1989 E/ｼ 

マリオネット ガブリエル・バンサン作 ブックローン

出版 

1993 E/ﾏ 

おかぐら 脇明子ぶん 

小野かおるえ 

福音館書店 1996 E/ｵ 

ぼくとオペラハウス アンドレア・ホイヤー絵・文 カワイ出版 2001 E/ ﾎ ｲ

707 

絵本 夢の江戸歌舞伎 服部幸雄文 

一ノ関圭絵 

岩波書店 2001 774/ｴﾎ 

わたしはバレリーナ ピーター・シスさく ＢＬ出版 2002 E/ ｼ ｽ

701 

さらば、ゆきひめ 宮本忠夫文・絵 童心社 2002 E/ ﾐ ﾔ

010 

仮名手本忠臣蔵（橋本治・岡田嘉夫の歌舞伎絵巻 １） 

＊シリーズあり  

竹田出雲原作  ポプラ社 2003 E/ ｵ ｶ

085 

たのきゅう（落語絵本７） 川端誠〔作〕  クレヨンハウ

ス  

2003 E/ ｶ ﾜ

016 

おいしそうなバレエ ジェイムズ・マーシャル文 

モーリス・センダック絵 

 徳間書店 2003 E/ ｾ ﾝ

702 

四谷怪談 さねとうあきら文 

岡田嘉夫絵 

ポプラ社 2005 E/ ｵ ｶ

085 

ちいさな曲芸師バーナビー バーバラ・クーニー再話・絵 すえもりブッ

クス 

2006 E/ ｸ ﾆ

701 

ディディ パリ７５００１ばんちオペラ座にすむネ

ズミのバレリーナのおはなし           

アンドレ・ダーハン作 講談社 2006 E/ ﾀ ﾊ

701 

ドガと小さなバレリーナ ローレンス・アンホルトさく ベファーナ 2007 E/ ｱ ﾝ

739 

紙しばい屋さん アレン・セイ作 ほるぷ出版 2007 E/ ｾ ｲ

702 

うさぎ座の夜 安房直子作 

味戸ケイコ絵 

偕成社 2008 E/ ｱ ｼ

001 

オペラハウスのなかまたち リディア・フリーマン／ド

ン・フリーマン作 

ＢＬ出版 2008 E/ ﾌ ﾘ

713 

 

 
    

セリフから 
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書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

クリスマスの人形たち ジョージー・アダムズ文 カ

ーチャ・ミハイロフスカヤ絵 

徳間書店 2008 E/ ﾐ ﾊ

702 

エラと『眠れる森の美女』 

 ＊シリーズあり 

ジェイムズ・メイヒュー作 小学館 2008 E/ ﾒ ｲ

707 

バレリーナになりたい ヴァレリー・コールマン作 

サンドラ・ラム絵 

コンセル 2008 E/ ﾗ ﾑ

706 

ブルンディバール トニー・クシュナー再話 

モーリス・センダック絵 

徳間書店 2009 E/ ｾ ﾝ

702 

京劇がきえた日（日・中・韓平和絵本） 姚紅作 童心社 2011 E/ ﾖ ｳ

505 

ピアノはっぴょうかい みやこしあきこ作 ブロンズ新社 2012 E/ ﾐ ﾔ

124 

アマンディーナ セルジオ・ルッツィア作 光村教育図書 2012 E/ ﾙ ﾂ

703 

すてきな曲芸師アンジェロ クエンティン・ブレイク作・

絵 

好学社 2013 E/ ﾌ ﾚ

707 

つなのうえのミレット エミリー・アーノルド・マッ

カリー作・絵  

文溪堂 2013 E/ ﾏ ﾂ

727 

せいめいのれきし バージニア・リー・バートン

文・絵 

岩波書店 2015 E/ ﾊ ﾄ

707 

スワン ローレル・スナイダー文 ＢＬ出版 2015 289/ ﾊ ｳ

742 

 

 

舞台・芝居の物語 

書  名 著者名 出版者 出版年 請求記号 

旅しばいのくるころ 佐々木赫子著 偕成社 1973 /ｻ 

森は生きている 

 ＊戯曲 

サムイル・マルシャーク作 岩波書店 1982 /ﾏ 

ムーミン谷の夏まつり（ムーミン童話全集 ４） トーベ・ヤンソン作・絵 講談社 1990 949/ ﾔ ﾝ

701 

トウシューズ ルーマ・ゴッデン作 偕成社 1996 93/ｺﾞﾂ 

 

オペラ座の怪人 ガストン・ルルー作 集英社 1996 953/ ﾙ ﾙ

701 

バレエダンサー 上・下 ルーマ・ゴッデン作 偕成社 1997 933/ ｺ ﾂ

702 

飛ぶ教室 エーリヒ・ケストナー作 岩波書店 2006 943/ ｹ ｽ

701 

人形劇場へごしょうたい サリー・ガードナー作絵 偕成社 2009 933/ ｶ ﾄ

708 

ねこのいえ 

 ＊戯曲 

サムイル・マルシャーク文 平凡社 2011 982/ ﾏ ﾙ

702 

劇団６年２組 吉野万理子作 学研教育出版 2012 913.6/ ﾖ

ｼ 140 

 

 

セリフから 


