37.四季の劇場

金杉惇郎

長岡輝子跋 沙羅書店
昭和12年12月25日
著者は慶応仏文科の学生だった昭和6年
に、フランス帰りの長岡輝子たちとテアト
ル・コメディを結成。成城高校の学生・森
雅之や、十朱久雄、飯沢匡らが参加してい
ます。フランス現代劇を中心に都会風の洒
脱な芝居をめざすのですが、徐々に時代は
軍国色につつまれ、昭和11年には劇団を解
散。金杉はムーランルージュへ転じるので
すが、翌年に急逝してしまいました。これ
はその遺稿集。

8,400円

38.聖書對話劇集 シヤロンの野花
關根文之助 沖野岩三郎序 教文館
初版 仮綴装 昭和9年10月25日 4,725円
毎年のクリスマスのために綴られた、著
者オリジナルの聖書劇脚本集。
その頃、実際に日比谷公会堂や京橋公会
堂などで上演されたそうです。
また、巻末には歌集「クリスマスの頃」
を収録。

潤「癡人の手帖より」、龍膽寺雄「水鶏の卵」などを収録し
た、佐藤春夫の編輯による文芸誌。中川一政の意匠による和
紙刷の装幀も雅趣あふれています。本品は三ヶ月遅れて刊行
された別冊（終刊号）を含む大揃いです。

39.星座

第三巻六号
昭和12年6月1日 12,600円
秋 山 金 右 衛 門 編 並 刊 「（矢 崎 弾）
『過度期文藝の断層』批評」特集。平田
小六「批評家の裸身」、伊藤整「過度期
文藝の断層に就いて」、古谷綱武「矢崎
彈の新著を讀む」、金親清「矢崎彈の文
章」、池田 壽夫「他 山の石」。また 矢崎
弾「青野季吉、林房雄への批難とその日
本 的 卑 俗 性 そ の 他」そ の 他 を 収 録 し ま
す。
ちなみにこの雑誌の創刊号に芥川賞第一号、石川達三の
「蒼氓」が掲載されました。

34.墨水廿四景記 杉山令三郎・依田貞継選 依田百川纂補
吉川又七刊 乾坤二冊 題箋付 印有
明治15年5月 26,250円
諸名家挿絵入、隅田川向島名勝漢詩文集。かの永井荷風が
『墨東綺譚』で玉ノ井の溝際の家、つまりお雪の住む家には
じめて足を向けたとき、電車内での読書のために、たまたま
手が触れるまま自宅から携へていった、とするのが本書。

35.来訪者 永井荷風 筑摩書房（写真左上） 二種 6,300円
・初版 函付 昭和21年9月5日
・「特製版」カバー付 函背下部少傷 昭和23年2月10日
知られる話ですが、「来訪者」は荷風の筆跡の偽物を作っ
て売った門弟の白井（平井呈一）と、その知り合い木場（猪
場毅）をモデルにした小説による復讐話。昭和23年の本は奥
付に「特製版」とありますが、特別な装幀が施されているわ
けではなく、単なる再刊としてよさそうな本です。表題作の
ほか「踊り子」などの短編と「偏奇館吟草」を収録。
40.明星 （第三次）
16冊揃 47,250円
創刊（昭和22年3月10日）
～終刊（3巻4号 昭和24年10月1日）揃
すでに寛も晶子も亡きあとの「明星」ですが、終戦後、長
男の与謝野光によって刊行された第三次「明星」の揃い。創
刊号だけ三浦書店の刊行ですが、以下は明星発行所（与謝野
光）から出されています。

36.浮沈 永井荷風 中央公論社（写真右上）二種 15,750円
・限200 非売品 函付 昭和22年1月15日
・初版 カバー付 昭和22年5月10日
二冊を比べるとなぜか限定版の方が三ヶ月早く刊行された
ことがわかります。この作品は昭和16年12月、太平洋戦争勃
発時に起筆し翌17年3月に脱稿。「勲章」や「踊り子」と同
様、戦時下に発表の宛てもなく書き綴られた作品のひとつで
す。
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41.句集 牡丹の芽 石田雨圃子
石田學而版 限350
朝倉先生宛献呈ペン句署名入
「還暦の子に母達者お元日」
昭和21年9月18日 8,400円
著者は旭川の慶誠寺住職で北海道俳壇
の雄。長谷川零餘子～高浜虚子に師事し
て北海道における最初のホトトギス同人
となり、有力俳人の招聘や後進の育成に
活躍しました。
42.明治東京風俗語事典 正岡容 限200 函付 布表紙
奥付紙肉筆句入「二の酉や十二階なき空の青 容」
昭和32年12月1日 8,400円
「あいしめ（愛し目）秋波。ウインク。」「アイスクリー
ム 高利貸のことで、『氷菓子』の洒落。『アイス』とも略
す。」「あいずり（相ずり）共謀者。ぐるになって悪事をす
る人。」という具合。
かつて大西信や永井
啓夫らと作り上げた
「円朝語彙」を元に、
黙阿弥や竹柴其水のざ
んぎり物、また紅葉、
鏡花、緑雨、一葉など
からも補っているそ
う。読んで面白い事典
です。

46.書痴往来 創刊（昭和31年1月）
～14・15・16合併号（発禁本往来

昭和36年4月20日）
14冊揃 52,500円
尚、本品には以下の付録がついています。
・「墨東寸景」（玉の井遊郭“ぬけられます”の写真２葉。
少雨参周忌念）
・荷風新婚旅行写真（材木商の娘ヨネ女との新婚旅行先、箱
根から小波に送られた二人の写真の複製葉書 限100）
・改訂人気番附に就いて（限定本・詩・歌書の人気番付改訂
版発行の件）一枚刷

43.随筆とスケッチ 目呂二抄
河村目呂二 アポロン社
限500 見返し印有 カバー付
昭和49年12月15日 15,750円
「目呂二人形」で知られ、近年とみに再評価の声が高い著
者の唯一の著作。戦中に移り住んだ信濃の追分における浅間
山や草花のスケッチと、想い出を中心とした随筆を収録しま
す。
44.蝕甚 松村順吉遺句集
越中谷ふさを刊 私家版 函付
昭和46年2月1日 4,725円
著者は本名越中谷利一。昭和2年「解
放」に「一兵 卒の震災手記」を発表。
プロレタリア文学の新鋭として江口渙
に高い評価をうけます。巻末に「私の
青春時代」収録。

47.ほうずき 第壹號（昭和9年8月1日）
～2の3（昭和11年1月5日）
ほうずき社 6冊迄揃 21,000円
俳優の伊志井寛、川柳作家の坊野壽山と西島○丸、さらに
漫画家・宮尾しげをという同人4人が編集する趣味誌。4人の
ほかにも食満南北、近藤飴ン坊、悟道軒円玉、岡本文彌、森
暁紅、阪井久良伎、柳家小さん、橘屋圓藏など多彩な顔ぶれ
が執筆しています。
ややこしいのが書題。1号と3号は「ほうずき」で2号は「ホ
ウズキ」。２の１からは「ほほづき」になるのだと、わざわ
ざ巻頭の口上書きで述べているのですが、続く２の２、２の
３は「ほ々づき」と表記。微妙に誌名を動かして遊んでいる
ようです。

45.魂煙 鬼生田貞雄 二見書房
初版 昭和47年12月20日 2,625円
著者の七回忌記念出版。「衆目」（昭和
30年上期の直木賞候補作）その他を収録し
ます。
戦前戦後を通じ、編集の仕事をしながら
作品を発表。「文芸首都」の同人でもあり
ました。
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48.酒樽 他六篇 モーパッサン
水野亮訳 岩波文庫 特製非売品 初版
カバー付 辰野（隆）先生宛毛筆“著者”入
昭和16年5月3日 4,725円
稀に見かける岩波文庫の特製版。中身は
普通の岩波文庫ですが、これは見返しが和
紙で表紙に書題だけが印刷されたフランス
装風の造本になっています。
52.McSweeney's Quarterly Concern, No. 13
May 14, 2004 2,625円
An Assorted Sampler of North American Comic Drawings,
Strips, and Illustrated Stories Hardcover
McSweeney'sというのはサンフランシスコの出版社。デイ
ブ・エガーズという作家兼編集者の経営で、ここから刊行さ
れている季刊雑誌が本書。毎号ごとに特集が組まれ、それぞ
れに独特の装幀がほどこされていて、その面でも話題になっ
ています。
本品は№.13のコミック特集。正確には北アメリカのコミッ
クや劇画、絵物語の標本集、だそうです。大きなポスターを
四つ折りにしてカバーに仕立ててあります。

49.アニマル・ファーム 動物農場
ジョージ・オーウェル 永島啓輔訳
大阪教育圖書株式會社 初版
昭和24年5月15日 4,725円
表紙の下に「第一回翻訳許可書」と記
してあります。これは反共プロパガンダ
のためにＧＨＱが認可した戦後初の欧米
小説翻訳書で、同時にオーウェルの最初
の邦訳書。政治利用されるにはもったい
ない傑作です。
50.八十年間世界一周

思い出の記

川島順平 非売品 函付
1986年2月23日 6,300円
洒 落 た 書 題 で す が、ヴ ェ ル ヌ の Ｓ Ｆ
『八十日間世界一周』を訳した川島忠之
助の長男の自伝です。文中、晩年の忠之
助も登場するので、その方面の資料にも
なるのですが、なにより著者自身の生涯
が面白い。
順平は早稲田の仏文を卒業後にパリへ
留学。帰国すると東宝の座付作者となり
『ガラマサどん』の脚色をはじめ、喜劇
作家として活躍します。ここら辺りは昭
和初期の軽演劇の側面が描かれていて、
菊田一夫の才能や古川緑波一座との縁などが記され、演劇史
的に興味深い記述が多いのです。
しかし、やがて戦時色が色濃くなるとすっかり芝居の仕事
がつまらなくなり、舞台を離れて三井物産の社員としてベト
ナムへ出張。そこで敗戦を迎え、しばらく捕虜生活を経て、
戦後いっときは浅草で刃物屋を。
やがて勧めがあって早稲田の教壇へ立つことになり、めで
たく仏文科の教授として晩年を迎えます。本書はその一周忌
記念出版。

53.婆羅門神学 愛経 大隅爲三訳 総革装 訳者ペン署名入
限定番号87（限定数200と云う）
大正４年7月1日跋 31,500円
よく知られる古代インドの性典、カーマスートラのこれが
本邦初訳本です。

51.セルボーンの博物誌 ギルバート・ホワイト 西谷退三訳
浜口直刊 森下雨村跋 非売品 函付 裏見返書入有
昭和33年9月15日 12,600円
訳者の西谷退三こと、竹村源兵衛は高知の
富裕な薬種問屋の家に生まれます。札幌農学
校に学ぶのですが、家業を継ぐために学半ば
で帰省。しかしながら商売は番頭まかせにし
て彼はもっぱら趣味に生き、大正二年にはと
うとう家業を整理して英国へ留学。
それからは生涯独身のまま、高知の佐川町
西谷で隠遁生活を送ります。西谷に退さん、
という訳ですね。以後の半生を学生時代に出
会ったセルボーンの翻訳と研究に費し、これ
は文字通りライフワークとなりました。
彼は昭和32年に没。本書はその翌年の刊行です。刊行者の
浜口直は訳者の妹、実質的には親友森下雨村の手で200部の非
売品として上梓され、知友に配られました。

54.現代 獵奇先端圖鑑出版案内チラシ

19×42cm
１枚 8,400円
「地 上の 春に獵 奇の 精が訪れ た 獵奇だ！お ゝ獵 奇だ！！
時代の扉を開く合言葉」、「現代人の百人が百人まで磁石に
吸ひ込まれる鐵粉のように引き寄せられて行く言葉－先端を
行く３１年の騎士は新しい感覺的武具を着けずには一刻も戰
線に立てない」、とのこと。
お ま け と し て 同 じ く 新 潮 社 の『露 西 亜 を ス パ イ す る』
（ジョン・ヴイダー著、裏面は『戰争の溜息』ドルジュレス
著）20×29cmのチラシ付き。
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新潮社

