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原書 1891（明治 24）刊 19 世紀ドイツの日本語・日本文化研究の精華
近代日本語形成期の稀少な〈口語〉日本語資料

2022年6月1日 現在

残り数セット
❖至急ご検討ください。
お取り置き、ご予約承り
ます。ご相談ください。

（特色） ①刊行 1891（明治 24）年、
〈口語〉に注目したユニーク・稀少な
日本語語学教材・物語集。
②日本文化の懇切な解説を含む、詳細な注釈。
③一般独和辞典が収録しない古語・方言・俗語を多く収録する「和独語彙集」付き。
④外国人の日本語・日本文化理解の具体例として、比較文学・異文化交流史研究の貴重な資料。
⑤ 19 世紀ドイツの言語研究と日本研究の深さを証する貴重資料。
⑥日本語研究のさまざまな面（ローマ字表記、音声、語彙、文法、口語・文語）に多くの研究材料を与える。
（キーワード） 日本語（口語・語彙・方言・江戸 / 東京言葉・文法・ローマ字表記・音声）、近代日本文学、落語・講談・語り、
比較文学 / 文化、異文化交流、お雇い外国人、ドイツの日本語 / 日本文化研究、海外日本研究、ドイツ語、言語学

【内容】

［Ⅰ］翻訳〈ドイツ語原本の概頁数〉

（本文） 1）昔話〈20〉
			
文福茶釜 / 舌切り雀 / 桃太郎の話 / 酒吞童子の話 / 鬼に瘤を取られる / かちかち山
		
2）落とし噺の類〈15〉
百姓と鳥の噺 / しわんぼう歳暮を贈る / 忘れ薬 / 狡猾な男が花生けを安く買った噺 / 豊後の吉 / 不
思議な草の実 / 寄り合い噺 / 頭巾の中の馬糞 / 一休金仏を枕にした噺 / 一休和尚曲がれる松を真っ
直ぐに見たる噺 / 一休はしを渡った噺
		
3）支那の歴史上の話〈5〉
			
分桃の情 / 司馬温公の甕割 / 孟宗雪中に竹を掘る / 郭巨金の釜を掘る / 覆水盆に返らず
		
4）日本の歴史上の話〈135〉
			
藤吉郎小牧山の木を数える / 信長森蘭丸を試す / 紹巴の申し開き / 清正利休を試す / 天一坊〈130〉
		
5）小説〈115〉
			
蝦夷錦故郷之家土産（三遊亭円朝）
和独語彙集〈130〉
		
見出語数約 6,500。用例の日本語をすべて翻字、語釈は特記すべきもののみ訳出。
付・参考資料（R. ランゲ『口語体日本語教本』（1890）概要およびランゲ著作リスト）

［Ⅱ］ドイツ語原本複刻（日本国内所蔵僅少）

Japanisches Lesebuch: Märchen und Erzählungen in japanischer Umgangssprache und lateinischer Umschrift nebst Anmerkungen
und Wörterbuch. xvi, 428pp., Stuttgart; Berlin: W. Spemann, 1891.

【原著者】ヘルマン・プラウト Hermann Plaut, 1846-1909

R. ランゲ（下記＊）のもとで日本語の研究と教授に従事した。井上哲次郎の留学日記（1888 年）に、東洋学校で
日本語学を履修したとある。本書『日本語読本』（1981）以外に『日本会話文法』『日本会話文法の鍵』
（いずれも
1904）があり数か国語に翻訳されている。
＊ルードルフ・ランゲ Rudolf Lange, 1850-1933
1874-81（明治 7-14）年、東京医学校でドイツ語・ラテン語等を教えたお雇い外国人で、帰国後大学で日本
語・日本文化を教えた。著述多数で、プラウト『日本語読本』が頻繁に参照指示をする『口語体日本語教本』
Lehrbuch der japanischen Umgangssprache は代表作（初版 1890、改訂 2 版 1906）、浩瀚・詳細な日本語教
本で英語版も広く普及。「古今和歌集」の翻訳もある。

★以下、見本ページ（p.2 ～ 4）
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残り数セット
❖至急ご検討ください。
お取り置き、ご予約承り
ます。ご相談ください。

［Ⅰ］翻訳
［Ⅱ］ドイツ語原本複刻

「プラウトは、日本には口語体で書かれた読物
が極めて少ないと断って、こういう中で第一の
位置を占めるのは噺家・三遊亭円朝の短編群で
あると言って、「蝦夷錦故郷之家土産」を採録
している。この他の話は、一部は日本の友人た
ちに語ってもらったままに書き留めたもので
あり、一部は文語体から再話ないし翻訳したも
のであると、話題の出所を語っている。つまり、
『日本語読本』は当時日本に少なかった口語体
で書かれている物語集である。（…）この本は、
面白い話が集まっているので、一般には日本の
物語として読まれたかと思われるが、内容は明
らかに語学書である。」

―解説（森岡健二）より
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残り数セット
❖至急ご検討ください。
お取り置き、ご予約承り
ます。ご相談ください。
［Ⅱ］ドイツ語原本複刻
［Ⅰ］翻訳

「『日本語読本』は、日本の歴史、風俗、習慣
すなわち武士、町人、百姓などの言語を階層
に応じて描き分けていてその点でも貴重だが、
この本の価値を一層高からしめているのは、
ページごとに施された脚注である。この注釈
は日本の言語・文化を学ぶ学生のためのもの
で、実に念の入った多様な注釈で、本書にとっ
て欠くことのできない重要な位置にある。固
有名詞の注もあるが、最も力を入れているの
は文法で、助詞、動詞の活用だけでなく、微
妙なことば遣いやニュアンスを微に入り細を
穿って詳しく説明している。注目したいこと
は、同じ語句や類似の表現について、
「見よ（s.）
」
「参照せよ（vgl.）」という指示が非常に多いこ
とである。特に、ルードルフ・ランゲ『口語
体日本語教本』（1890）を「参考にせよ（L.）」
という指示が多く、いかに語彙の指導に力を
入れていたかが分かる。」
―解説（森岡健二）より
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H. プラウト『日本語読本』 頁見本（縮小）
＊判型 B5 判（182 × 256 ㍉）

学術資料出版

Japanisch-DeutschesWörterbuch
（和独語彙集）

残り数セット
❖至急ご検討ください。
お取り置き、ご予約承り
ます。ご相談ください。

［Ⅰ］翻訳

［Ⅱ］ドイツ語原本複刻

「さらに、この『日本語読本』で注目す
べきことは、巻末の「和独語彙集」で

ある。この用語集は、『日本語読本』に

収録された物語の全語彙に読み・意味・
用例を説明した一種の和独辞典で、一

般の独和辞典に登録されていない江戸
言葉・方言・俗語が大量に集められて
いて、貴重である。」

―解説（森岡健二）より
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