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四六判上製／185頁

ワイキキ・ビーチ。

定価（本体価格1800円+税）
2006年10月刊

マーレーネ・シュトレールヴィッツ 著／松永美穂 訳

ISBN978-4-8460-0586-3

四六判上製／256頁

女の平和

不倫中の市長夫人が廃ビルでの密会中に遭遇した事件は、
止まることをしらずどこまでも転がっていく。その凄惨な
光景の果てに見えたものとは……。表題作のほか、日常と
狂気が交差する「スローン・スクエア」を収録。

定価（本体価格2000円+税）

冊

豊美な挿し絵を伴って待望の新訳刊行!いま、ながーい歴史
的な使命を終えて息もたえだえな男たちに代わって、女の
時代がやってきた。

2009年5月刊

アリストパーネス 著／佐藤雅彦 訳

ISBN978-4-8460-0950-2

四六判上製／248頁

崩れたバランス／氷の下

定価（本体価格2200円+税）
2009年11月刊

ファルク・リヒター 著／新野守広ほか 訳

ISBN978-4-8460-0951-9

四六判並製／288頁

無実／最後の炎

冊

グローバリズム体制下のメディア社会のなかにおかれた
我々とは何か!? 現代を表象する身体/言語/物語の感覚が凝
縮される。

定価（本体価格2300円+税）

冊

不確実の世界のなかをさまよう、いくつもの断章によって
綴られる人たち。イマジネーションあふれる多声的な語り
が現代社会の片隅を映し出す。

2010年8月刊

デーア・ローアー 著／三輪玲子・新野守広 訳

ISBN978-4-8460-0958-8

四六判上製／232頁

避暑に訪れた人びと

定価（本体価格2500円+税）

�̶̶ベルリン・シャウビューネ改作版

2011年7月刊

マクシム・ゴーリキー 著／シュタイン・ペーター 改作／ボートー・シュトラウス 改作／ ／大塚直 訳

ISBN978-4-8460-0969-4

A5判並製／728頁

新訂ベスト・プレイズ

定価（本体価格3800円+税）

�̶̶西洋古典戯曲12選

2011年9月刊

西洋比較演劇研究会 編

ISBN978-4-8460-0974-8

四六判上製／224頁

アラビアの夜／昔の女

定価（本体価格2500円+税）
2012年5月刊

ローラント・シンメルプフェニヒ 著／大塚直 訳

定価（本体価格1500円+税）
2012年11月刊

エウリピデス 著／山形治江 訳

定価（本体価格3500円+税）
2014年2月刊

ヘンリック・イプセン 著／毛利三彌 訳

冊

錯綜する時間、カットバックされて並行／反復されるシー
ン、やがて絡み合う個別の物語たち……。映画的演劇を実
践する、ドイツでもっともアクチュアルな作家が方法論
「語りの演劇」を提示する !
冊

10年続いた戦争が終った。略奪と暴力の中で運命を待つ女
たち……これはただの反戦劇ではない。戦争と宗教の本質
に迫る悲劇である。観る前に、観た後に、一読すれば舞台
への興味が倍増する解説つき。名高いギリシャ悲劇が、新
訳によって新たな息吹を吹き込まれる。

ISBN978-4-8460-1191-8

A5判並製／512頁

イプセン現代劇上演台本集

冊

「オイディプス王」「女の平和」「ヴェニスの商人」「ド
ン・ジュアン」「群盗」「ダントンの死」「人形の家」な
ど、西洋の古典戯曲を精選して12本収録。解説、年表を含
めて、戯曲とともに近代までの演劇の歴史を追う。

ISBN978-4-8460-1144-4

四六判上製／150頁

トロイアの女たち

冊

ドイツの68年世代を代表する劇場「シャウビューネ」と、
演出家ペーター・シュタイン、作家ボートー・シュトラウ
ス。一つの時代を牽引して、歴史に名を刻んだ彼らと劇場
が、全盛期に創り出した作品。ゴーリキーの作品がさらに
あざやかに描き出される。

冊

軽快なテンポとリズムを生かした上演テキスト。シェイク
スピアについで、世界でもっとも多く上演されるイプセン。
名取事務所制作による「イプセン現代劇連続上演｣（1999
〜2012年）の台本集。

ISBN978-4-8460-1287-8

四六判上製／80頁

アランフエスの麗しき日々

定価（本体価格1400円+税）

�̶̶夏のダイアローグ

2014年7月刊

ペーター・ハントケ 著／阿部卓也 訳

ISBN978-4-8460-1335-6

冊

そしてふたたびの夏、麗しい夏の一日……現代欧州文学を
代表するオーストリアの劇作家による静謐な二人芝居。あ
る夏の日、家のテラスでテーブル越しに向かい合い会話を
交わす夫婦を描いた異色作。作家はゲオルク・ビュヒナー
賞、国際イプセン賞ほか多数の賞を受賞。
冊
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四六判並製／320頁

泥棒たち/黒い湖のほとりで

定価（本体価格2500円+税）
2014年9月刊

デーア・ローアー 著／三輪玲子 村瀬民子 訳

ISBN978-4-8460-1362-2

四六判上製／176頁

オオカミは目玉から育つ

定価（本体価格1800円+税）
2018年5月刊

金經株 著／韓成禮 訳

ISBN978-4-8460-1728-6

ドイツ現代戯曲選1

A5変判並製／129頁

火の顔

定価（本体価格1600円+税）
2005年12月刊

マウリス・フォン・マイエンブルク 著／新野守広 訳

ISBN978-4-8460-0587-0

ドイツ現代戯曲選2

A5変判並製／83頁

ブレーメンの自由

定価（本体価格1200円+税）

�̶̶ゲーシュ・ゴットフリート夫人�ある市民悲劇 2005年12月刊
ライナー・ヴェルナー・ファスビンター 著／渋谷哲也 訳

ISBN978-4-8460-0588-7

ドイツ現代戯曲選3

A5変判並製／75頁

ねずみ狩り

定価（本体価格1200円+税）
2005年12月刊

ペーター・トリッニ 著／寺尾格 訳

ISBN978-4-8460-0589-4

ドイツ現代戯曲選4

A5変判並製／96頁

エレクトロニック・シティ

定価（本体価格1200円+税）

�̶̶おれたちの生き方

2006年2月刊

ファルク・リヒター 著／内藤洋子 訳

ISBN978-4-8460-0590-0

ドイツ現代戯曲選5

A5変判並製／103頁

私，フォイアーバッハ

定価（本体価格1400円+税）
2006年2月刊

タンクレート・ドルスト 著／高橋文子 訳

ISBN978-4-8460-0591-7

ドイツ現代戯曲選6

A5変判並製／93頁

女たち。戦争。悦楽の劇

定価（本体価格1200円+税）
2006年2月刊

トーマス・ブラッシュ 著／四ッ谷亮子 訳

ISBN978-4-8460-0592-4

ドイツ現代戯曲選7

A5変判並製／158頁

ノルウェイ．トゥデイ

定価（本体価格1600円+税）
2006年3月刊

イゴール・バウアージーマ 著／萩原健 訳

ISBN978-4-8460-0593-1

ドイツ現代戯曲選8

A5変判並製／110頁

私たちは眠らない

定価（本体価格1400円+税）
2006年3月刊

カトリン・レグラ 著／植松なつみ 訳

現代社会で何かを失いながら何かを願い続ける人たちーグ
ロテスクにコミカルにやがて哀しき『泥棒たち』、平穏な
日常と異常な事件の狭間で茫然と佇む『黒い湖のほとり
で』。ベルリン・ドイツ座初演で話題の２作品。

ISBN978-4-8460-0594-8

冊

韓国気鋭詩人の戯曲集。オオカミの姿をした人間の母子を
通じて生命の本質に迫る不条理劇『オオカミは目玉から育
つ』、雪降る海辺で出会った身障者のキムと巡査の対話か
ら絶望と希望の葛藤を描いた『私が一番美しかった時、私
のそばには愛する人がいなかった』を併録。
冊

父、母、姉、弟の一見何不自由なく暮らしている４人家族。
だが、姉の彼氏の訪問をきっかけに、その均衡は崩壊の兆
しを見せる。そんなとき、弟クルトが火傷をする事件が起
き……。孤立心、直接性、暗い内面を描いた戯曲。
冊

19世紀初頭に実際に起こった事件をモデルに、独自の解釈
を加え、宗教的な善悪という絶対的な価値判断がつかなく
なった市民社会での悲劇、家父長制と女性の人権の問題を
描いた戯曲。
冊

一対の男女を、消費の最終到達点であるゴミ集積場に置く
ことで、世界は「ゴミの塊」であること、人間はゴミに群
がる「ねずみ」にすぎないことを示唆する、現代社会・文
明批判の戯曲。
冊

世界に偏在し、どこにでもあるがゆえに、どこでもない。
そう、ここはエレクトロニック・シティ……。いま世界を
支配するシステムが内包する問題を真正面から見すえ、そ
のシステムを下支えしている人間たちの悲喜劇を描く。
冊

稽古の終わった劇場で、フォイアーバッハは若い演出助手
の関心を引きつけておこうと、一人芝居もまじえて息もつ
かせず語りかけ続ける……。演技することで自分の存在を
保とうとする俳優の悲劇を描く。
冊

シェイクスピアを引用しつつ、欲望の業火に身をゆだねな
がら戦争を生き抜いた女たちの「語り」で、開かれたまま
現在へと手渡される、兵士の網膜に焼きついた「いま・こ
こ」の暴力の普遍性を描く。
冊

2000年に実際に起きたネット心中事件を素材に、フェイク
の世界を生きるウェブ世代の、死に対する不安と、他者と
関わることで形づくられていく未来に対する不安との間を
揺れ動く心理を、簡素かつユーモアを交えて描く。
冊

舞台はメッセ会場。キーアカウントマネージャー、実習生、
オンライン編集者、ITリポーター、シニアアソシエイト、
共同経営者の６人のセリフが絡み合い、すれ違いながら、
ニューエコノミー社会の歪んだ姿を描き出す。
冊
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ドイツ現代戯曲選9

A5変判並製／156頁

汝，気にすることなかれ

定価（本体価格1600円+税）
2006年3月刊

エルフリーデ・イェリネク 著／谷川道子 訳

ISBN978-4-8460-0595-5

ドイツ現代戯曲選10

A5変判並製／98頁

餌食としての都市

定価（本体価格1200円+税）
2006年4月刊

ルネ・ポレシュ 著／新野守広 訳

ISBN978-4-8460-0596-2

ドイツ現代戯曲選11

A5変判並製／130頁

ニーチェ�三部作

定価（本体価格1600円+税）
2006年4月刊

アイナー・シュレーフ 著／平田栄一朗 訳

ISBN978-4-8460-0597-9

ドイツ現代戯曲選12

A5変判並製／112頁

愛するとき死ぬとき

定価（本体価格1400円+税）
2006年4月刊

フリッツ・カーター 著／浅井晶子 訳

ISBN978-4-8460-0598-6

ドイツ現代戯曲選13

A5変判並製／78頁

私たちがたがいをなにも知らなかった時

定価（本体価格1200円+税）
2006年5月刊

ペーター・ハントケ 著／鈴木仁子 訳

ISBN978-4-8460-0599-3

ドイツ現代戯曲選14

A5変判並製／144頁

衝動

定価（本体価格1600円+税）
2006年6月刊

フランツ・クサーファー・クレッツ 著／三輪玲子 訳

ISBN978-4-8460-0600-6

ドイツ現代戯曲選15

A5変判並製／64頁

自由の国のイフィゲーニエ

定価（本体価格1200円+税）
2006年6月刊

フォルカー・ブラウン 著／中島裕昭 訳

ISBN978-4-8460-0601-3

ドイツ現代戯曲選16

A5変判並製／176頁

文学盲者たち

定価（本体価格1600円+税）
2006年6月刊

マティアス・チョッケ 著／高橋文子 訳

ISBN978-4-8460-0602-0

ドイツ現代戯曲選17

A5変判並製／88頁

指令

定価（本体価格1200円+税）
2006年7月刊

ハイナー・ミュラー 著／谷川道子 訳

ISBN978-4-8460-0603-7

ドイツ現代戯曲選18

A5変判並製／160頁

前と後

定価（本体価格1600円+税）

シューベルトの歌曲を通奏低音とし、オーストリア史やブ
ルク劇場やグリム童話などをモチーフとした多層的でポリ
フォニックな三部作。

冊

４人の人物たちがソファーに座り、矢継ぎ早に自分や仲間
や社会の不満を語りだすが、そこにはポレシュ特有のネ
オ・リベラリズム批判が込められている。従来の演劇の枠
にとらわれない斬新な舞台が評判になった。
冊

哲学者が精神の病を得て、母と妹とともに晩年を過ごした
家族の情景が描かれる。気宇壮大な思想と息詰まる私的生
活とのコントラストが印象的な作品。

冊

若者の愛や夢や挫折をテーマにすることが多く、クイック
モーションやサンプリングなどのメディア的な手法が高く
評価される著者の代表作。

冊

広場を矢継ぎ早に行き交う人々。やがて、イエスや死神、
白雪姫の心臓を持つ狩人等の架空の人物も広場に現れては
消えていき……。精妙な語りによる、新たな叙事空間の創
出を試みた無言劇。
冊

話題を呼んだセクシャル・コメディー。服役していた青年
フリッツが仮出所で姉夫婦のもとに身を寄せる。この「闖
入者」はエイズなのか、サディストなのかと周囲の妄想が
妄想を呼んで、フリッツをめぐる人間関係は大パニックに。
冊

エウリピデスやゲーテの『イフィゲーニエ』に触発された
この作品は、それらの先達たちとは異なる結末を用意し、
現代社会における「自由」、「欲望」、「政治」の問題を
えぐり出している。
冊

非現実的な設定から現実に喰いこむ諷刺の矛先を文学業界
にむけた作品。舞台は女性作家が文学賞を受ける式場。そ
こで作家が自己否定や意味不明なスピーチを始めたことで、
物語は思わぬ方向に転がっていく。
冊

フランス革命時、ロベスピエールは密かに指令を送って
ジャマイカの黒人奴隷解放運動を進めようとするが……。
革命の扱い方だけでなく、扉やエレベーターなどのモチー
フを利用したカフカ的不条理やシュールな設定でも出色の
作品。
冊

39人の男女を登場させ、多様な文体と、プロットに支配さ
れない断片的な場面展開で日常と幻想を描く。

2006年7月刊

ローラント・シンメルプフェニヒ 著／大塚直 訳

ISBN978-4-8460-0604-4

冊
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ドイツ現代戯曲選19

A5変判並製／240頁

公園

定価（本体価格1600円+税）

シェイクスピアの『真夏の夜の夢』を現代ベルリンに置き
換えて、「欲望」の喪失を壮大な皮肉として描いた作品。

2006年8月刊

ボート・シュトラウス 著／寺尾格 訳

ISBN978-4-8460-0605-1

ドイツ現代戯曲選20

A5変判並製／96頁

長靴と靴下

定価（本体価格1200円+税）
2006年8月刊

ヘルベルト・アハターンブッシュ 著／高橋文子 訳

ISBN978-4-8460-0606-8

ドイツ現代戯曲選21

A5変判並製／184頁

タトゥー

定価（本体価格1600円+税）
2006年9月刊

デーア・ローアー 著／三輪玲子 訳

ISBN978-4-8460-0607-5

ドイツ現代戯曲選22

A5変判並製／172頁

バルコニーの情景

定価（本体価格1600円+税）

冊

田舎に住む老夫婦が様々に脈絡なく語り続ける。ベケット
風でありながら、まさにバイエルンの雰囲気を漂わして、
評価が高い。

冊

父娘の近親相姦を扱う。娘が父の「刻印」を消し去ろうと
すると、閉じて歪んだまま保たれてきた家族の依存関係が
崩れ始める。そのとき娘が選んだ最後の手段とは？

冊

パーティ会場に集まった平凡な人々の願望や愛憎や自己顕
示欲がアイロニカルかつユーモラスに描かれる。

2006年9月刊

ジョン・フォン・デュッフェル 著／平田栄一朗 訳

ISBN978-4-8460-0608-2

ドイツ現代戯曲選23

A5変判並製／262頁

ジェフ・クーンズ

定価（本体価格1600円+税）
2006年11月刊

ライナルト・ゲッツ 著／初見基 訳

ISBN978-4-8460-0609-9

ドイツ現代戯曲選24

A5変判並製／94頁

魅惑的なアルトゥール・シュニッツラー氏の劇作による魅惑的な輪舞

定価（本体価格1200円+税）

冊

同名のアメリカのポップ芸術家とその元夫人でポルノ女
優・政治家チチョリーナと思しき人物を通じて、キッチュ
とは何かを追求した作品。

冊

シュニッツラーの『輪舞』の改作。ひきつるような笑いに
満ちた特異な言語表現で、人間の性欲を描く。

2006年10月刊

ヴェルナー・シュヴァープ 著／寺尾格 訳

ISBN978-4-8460-0610-5

ドイツ現代戯曲選25

A5変判並製／108頁

ゴミ、都市そして死

定価（本体価格1400円+税）
2006年12月刊

冊

金融都市フランクフルトを舞台に、ユダヤ資本家と娼婦の
純愛を寓話的に描く。「反ユダヤ主義」と非難されてス
キャンダルを起こし、出版本回収や上演中止の騒ぎとなる。
作者の死後ようやく上演された問題作。

ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー 著／渋谷哲也 訳 ISBN978-4-8460-0611-2

ドイツ現代戯曲選26

A5変判並製／160頁

ゴルトベルク変奏曲

定価（本体価格1600円+税）

冊

聖書を舞台化しようと苦闘する演出家の楽屋裏コメディ。
神とつかず離れずの愚かな人間の歴史が皮肉に描かれる。

2006年12月刊

ジョージ・タボーリ 著／新野守広 訳

ISBN978-4-8460-0612-9

ドイツ現代戯曲選27

A5変判並製／146頁

終合唱

定価（本体価格1600円+税）
2007年3月刊

ボート・シュトラウス 著／初見基 訳

ISBN978-4-8460-0613-6

ドイツ現代戯曲選28

A5変判並製／156頁

レストハウス､ あるいは女はみんなこうしたもの 定価（本体価格1600円+税）
2007年6月刊

エルフリーデ・イェリネク 著／谷川道子 訳

ISBN978-4-8460-0614-3

冊

第１幕は集合写真を撮る男女15名の脈絡ない言葉の合唱、
第２幕は依頼客の裸身を覗き見てしまった建築家の話、第
３幕は壁崩壊の声が響くベルリンで進行。現実と神話が交
錯した３幕オムニバスが時代喪失の闇を描く。
冊

高速道路のパーキングエリアのレストハウスで浮気相手を
探す２組の夫婦。モーツァルトの『コシ・ファン・トゥッ
テ』をドラスティックに改作して、夫婦交換の現代版パロ
ディにし、出口なしの男女の性的抑圧を描く。
冊

■演劇・戯曲・映画・芸能 ≫ 海外戯曲
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ドイツ現代戯曲選29

A5変判並製／256頁

座長ブルスコン

定価（本体価格1600円+税）

ベルンハルトの代表作であり、そもそも演劇とは、悲劇と
は、はたまた喜劇とは何ぞやを問うメタドラマ。

2008年5月刊

トーマス・ベルンハルト 著／池田信雄 訳

ISBN978-4-8460-0615-0

ドイツ現代戯曲選30

A5変判並製／248頁

ヘルデンプラッツ

定価（本体価格1600円+税）
2008年5月刊

トーマス・ベルンハルト 著／池田信雄 訳

ISBN978-4-8460-0616-7

冊

オーストリア併合から50年を迎える年に、ヒトラーがかつ
て演説をした英雄広場でユダヤ人教授が自殺。それがきっ
かけで吹き出すオーストリア罵倒のモノローグ。半世紀前
の悪夢が甦る。ベルンハルトの最終作品となった大作。
冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

冊

