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特別目録

〈開催記念〉

日本比較文学会

2022 . 6
資料に命いのちを
作品に心こころを

会員の皆様へ

❖ご注文は、
ホームページ〈ご注文フォーム〉

形にして伝える。

w w w.ozora sha .c o.jp

eigyo@ozorasha.co.jp
東京都北区中十条 4-3-2
（〒114-0032）

からお願いします。（電話・ファクスも可）

TEL:03-5963-4451
FAX:03-5963-4461

＊「日本比較文学会」会員である旨、
お知らせください。
（期間限定の特典があります。）

・ お求め方法その他、詳しくはお問合せください。
目次（抄）
2-5 ★残部僅少 日本語読本（プラウト）
6,7 ★残部僅少
プルウスト研究 / トルストイ研究
人間 ほか
10 オーディオブック 三国志
デジタル資料叢書 USB 版
北斎漫画 ほか
11 NHK わたしの自叙伝
12 漱石を聴く
13 文明開化の歌人たち ほか
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14 「翻訳詩」事典 フランス編
ボードレール
15 近代日本語〈形成と翻訳〉
16 世界文学総合目録
17 大正期翻訳文学画像集成
図説 翻訳文学総合事典
児童文学翻訳作品総覧
18 明治翻訳文学全集
19 ナダ出版センター 商品一覧

❖ご注文フォーム

日本語読本 全 2 巻

（Ⅰ翻訳 / Ⅱドイツ語原本複刻）

ヘルマン・プラウト著

学術資料出版

翻訳・解説：森岡健二・志村哲也

大空社出版

B5 判・上製・総 780 頁（Ⅰ：330 頁 / Ⅱ：450 頁） ISBN4-283-00458-8（大空社 2006 年 3 月刊）

定価 27,500 円（本体 25,000 円＋税 10％）

TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

2022年6月1日 現在

原書 1891（明治 24）刊

残り数セット

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

❖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.3 ～ 5）
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❖ご注文フォーム

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

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

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。

［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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H. プラウト『日本語読本』 頁見本

（縮小）

＊判型 B5 判（182 × 256 ㍉）

❖ご注文フォーム

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

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。
［Ⅰ］翻訳
［Ⅱ］ドイツ語原本複刻

「『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

❖ご注文フォーム

（縮小）

＊判型 B5 判（182 × 256 ㍉）

Japanisch-DeutschesWörterbuch
（和独語彙集）

「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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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

2022年6月1日 現在
学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

❖ご注文フォーム

日本の近現代文学史上に残る
文学研究「雑誌」の名品４点
時代の雰囲気を甦らせる
〈原装にならった複製〉

学術資料出版

いずれも

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

残り数セット
2022年6月1日現在

※最後の入手チャンス
かもしれません。至急
ご検討お願いします！

人間
全 71 冊 ・ 別巻 1
小田切進監修／高橋英夫解説
［大空社 1992.9-1993.3］
A5 判（別巻上製）
定価 220,000 円 （本体 200,000 円）

■戦後日本文学の出発点となった記念碑的文芸雑誌（鎌倉文庫刊、昭和 21.1-26.8。編集長・木村徳三）の複製。石川
淳「処女懐胎」
、高見順「わが胸の底のここには」、織田作之助「世相」
、井伏鱒二「侘助」、堀田善衛「広場の孤独」、佐
多稲子「私の東京地図」
、上林暁「聖ヨハネ病院にて」、島木健作「赤蛙」、また河上徹太郎、中村光夫、桑原武夫、平野
謙、中島健蔵、加藤周一、荒正人、花田清輝、吉田秀和、岸田國士、林達夫、等々 400 人以上の豪華執筆者は枚挙にい
とまがない。三島由紀夫は本誌から文壇デビュー。
別巻：鎌倉文庫と文芸雑誌「人間」（内容）戦後の記念碑的雑誌「人間」（小田切進：遺稿）/「人間」解説（高橋
英夫）/ アンソロジー：鎌倉文庫と「人間」（川端康成、高見順、巌谷大四、永井龍男、三島由紀夫、遠藤周作ほか）
/『人間』時代（木村徳三）/ 総目次 / 挿画家名索引・著者名索引 / 鎌倉文庫出版リスト、鎌倉文庫参考文献
● 1 回配本 39 冊（1 巻 1 号 -3 巻 12 号）4-87236-251-9
● 2 回配本 32 冊（4 巻 1 号 -6 巻 8 号）・別巻 4-87236-252-7

トルストイ研究
全 29 冊 ・ 別冊 1
柳富子解説［大空社 1985］ 菊判
定価 60,500 円 （本体 55,000 円）

4-87236-013-3

■トルストイ会編・新潮社刊、1916・大正 5 年 9 月～ 1919・大正 8 年 1 月刊（総
約 2360 頁）の複製（函入）。内田魯庵、中村白葉、昇曙夢、大泉黒石、八杉貞利、
米川正夫、岩野泡鳴、島村抱月、豊島与志雄、本間久雄、広津和郎、小山内薫、
片山伸、木村毅、近松秋江、山村暮鳥、室生犀星、阿部次郎、相馬御風、徳富蘇峰、
等々、当代の文芸・思想・宗教等の分野の第一線執筆陣による、論文・随想・翻
訳を掲載。別冊は解説・全執筆者索引・総目次。
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いずれも

残り数セット

※最後の入手チャンス
かもしれません。至急
ご検討お願いします！

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

2022年6月1日現在

新文学研究
全 22 冊 ・ 別冊 1
曾根博義監修［大空社 1994.6］
菊 / 四六判
4-87236-912-2
定価 160,194 円 （本体 145,631 円）
■伊藤整編輯、金星堂刊『新文学研究』全 6 輯（昭和 6.1 ～昭和 7.5）、
『列冊新文学研究』全 16 冊（昭和 7.9 ～ 8.6）の複製（フランス装）。
ジョイス、プルースト、ロレンス、ウルフ、ハックスリー、パウン
ド…20 世紀文学の最前線を受容（研究・翻訳・紹介）した昭和モダ
ニズムの華。別冊は解題・総目次・索引。

プルウスト研究
全 4 冊 ・ 付録 1
［大空社 1985.2］
4-87236-007-9
定価 16,500 円 （本体 15,000 円）
■フランス装アンカット版〈完全複製〉（195 × 185 ミリ、
函入）。1934・昭和 9 年 7 月・9 月・10 月・12 月（作品社刊）
に、
『作品』同年 9 月所収の「誌上出版記念会」を付録。伊
吹武彦、生島遼一、井上究一郎、市原豊太、淀野隆三、河
盛好蔵、山内義雄、渡辺一夫、青柳瑞穂、杉捷夫、等々錚々
たる執筆・訳者陣。
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❖ご注文フォーム

〈商品の状態について〉
ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口の
しみ、表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけ
ますが、新品と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願
いいたします。
❖在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と
思われます。この機会にご検討お願いいたします。

プルウスト研究

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

全 4 冊・付録 1 ［大空社 1985.2］4-87236-007-9

定価 16,500 円 （本体 15,000 円）

残部数セット

■フランス装アンカット版〈完全複製〉（195 × 185 ミリ、函入）。1934・昭和 9 年 7 月・9 月・10 月・12 月（作品社刊）に、『作品』同年 9 月所
収の「誌上出版記念会」を付録。伊吹武彦、生島遼一、井上究一郎、市原豊太、淀野隆三、河盛好蔵、山内義雄、渡辺一夫、青柳瑞穂、杉捷夫、
等々錚々たる執筆・訳者陣。

トルストイ研究

全 29 冊・別冊 1 柳富子解説［大空社 1985］菊判 4-87236-013-3
定価 60,500 円 （本体 55,000 円） 残部数セット
■トルストイ会編・新潮社刊、1916・大正 5 年 9 月～ 1919・大正 8 年 1 月刊（総約 2360 頁）の複製（函入）。内田魯庵、中村白葉、昇曙夢、大
泉黒石、八杉貞利、米川正夫、岩野泡鳴、島村抱月、豊島与志雄、本間久雄、広津和郎、小山内薫、片山伸、木村毅、近松秋江、山村暮鳥、室
生犀星、阿部次郎、相馬御風、徳富蘇峰、等々、当代の文芸・思想・宗教等の分野の第一線執筆陣による、論文・随想・翻訳を掲載。別冊は解説・
全執筆者索引・総目次。

新文学研究

全 22 冊・別冊 1

曾根博義監修［大空社 1994.6］菊 / 四六判

4-87236-912-2

定価 160,194 円 （本体 145,631 円）

残部数セット

■伊藤整編輯、金星堂刊『新文学研究』全 6 輯（昭和 6.1 ～昭和 7.5）、
『列冊新文学研究』全 16 冊（昭和 7.9 ～ 8.6）の複製（フランス装）。ジョ
イス、プルースト、ロレンス、ウルフ、ハックスリー、パウンド…20 世紀文学の最前線を受容（研究・翻訳・紹介）した昭和モダニズムの華。
別冊は解題・総目次・索引。

人間

全 71 冊・別巻 1

小田切進監修／高橋英夫解説［大空社 1992.9-1993.3］A5 判・並製（別巻上製） 定価 220,000 円 （本体 200,000 円）

■戦後日本文学の出発点となった記念碑的文芸雑誌（鎌倉文庫刊、昭和 21.1-26.8。編集長・木村徳三）の複製。石川淳「処女懐胎」、 残部数セット
高見順「わが胸の底のここには」、織田作之助「世相」、井伏鱒二「侘助」、堀田善衛「広場の孤独」、佐多稲子「私の東京地図」、上
林暁「聖ヨハネ病院にて」
、島木健作「赤蛙」
、また河上徹太郎、中村光夫、桑原武夫、平野謙、中島健蔵、加藤周一、荒正人、花田清輝、吉田
秀和、岸田國士、林達夫、等々 400 人以上の豪華執筆者は枚挙にいとまがない。三島由紀夫は本誌から文壇デビュー。
別巻：鎌倉文庫と文芸雑誌「人間」（内容）戦後の記念碑的雑誌「人間」（小田切進：遺稿）/「人間」解説（高橋英夫）/ アンソロジー：
鎌倉文庫と「人間」（川端康成、高見順、巌谷大四、永井龍男、三島由紀夫、遠藤周作ほか）/『人間』時代（木村徳三）/ 総目次 / 挿画
家名索引・著者名索引 / 鎌倉文庫出版リスト、鎌倉文庫参考文献
● 1 回配本 39 冊（1 巻 1 号 -3 巻 12 号）4-87236-251-9

近代文学作品論叢書

● 2 回配本 32 冊（4 巻 1 号 -6 巻 8 号）
・別巻

［大空社 1995-98］B5 判・上製

4-87236-252-7

残部数セット

■過去の作品研究を一望のもとに総覧する、研究に至便・必携のツール。
中野重治『村の家』作品論集成（佐藤健一編） 3 巻 70 点［1998.12］4-87236-828-2
定価 49,500 円 （本体 45,000 円）
田山花袋『蒲団』作品論集成（加藤秀爾編） 3 巻 93 点［1998.7］4-87236-825-8
定価 49,500 円 （本体 45,000 円）
長塚節『土』作品論集成（梶木剛・河合透編） 4 巻 104 点［1998.7］4-87236-826-6
定価 66,000 円 （本体 60,000 円）
島崎藤村『夜明け前』作品論集成（剣持武彦編） 4 巻 186 点［1997.11］4-87236-824-X
定価 66,000 円 （本体 60,000 円）
西脇順三郎『Ambarvalia〈アムバルワリア〉』作品論集成（澤正宏編） 2 巻 57 点［1997.6］4-87236-822-3
定価 33,000 円 （本体 30,000 円）
川端康成『雪国』作品論集成（岩田光子編） 3 巻 90 点［1996.11］4-87236-820-7
定価 48,058 円 （本体 43,689 円）
森鷗外『渋江抽斎』作品論集成（長谷川泉編） 83 点 1 巻［1996.11］4-87236-819-3
定価 18,156 円 （本体 16,505 円）
夏目漱石『夢十夜』作品論集成（坂本育雄編） 3 巻 110 点［1996.6］4-87236-817-7
定価 48,058 円 （本体 43,689 円）
永井荷風『濹東綺譚』作品論集成（高橋俊夫編） 4 巻 105 点［1995.3］4-87236-814-2
定価 61,942 円 （本体 56,311 円）
釈迢空『死者の書』作品論集成（石内徹編） 3 巻 99 点［1995.3］4-87236-815-0
定価 41,650 円 （本体 37,864 円）

定本

小川未明童話全集

全 16 巻・別巻 1 ［大空社 2001-02］A5 判・上製・平均 400 頁

定価 132,000 円 （本体 120,000 円）

■『全集』
（講談社、昭和 51-53）を底本に各種流布本を比較検討し現代表記にした。小川未明の作品 698 点を収録した決定版全集。丸善版全集（昭
和 2）から価値の高い美しい挿絵を多数収載。別巻には研究論考、対談、座談会、月報、エッセイ、オマージュなどを収録。
● 1 回 10 巻［2001.6］4-283-00190-2
1. 赤いろうそくと人魚他 42 編
2. 小さな草と太陽他 46 編
3. 飴チョコの天使他 38 編
4. ある夜の星たちの話他 43 編
5. 二度と
通らない旅人他 45 編
6. 雪くる前の高原の話他 41 編
7. すいせんと太陽他 44 編
8. 青空の下の原っぱ他 41 編
9. 雪原の少年他 33
編
10. 少年と秋の日他 55 編
● 2 回 6 巻・別巻 1［2002.3］4-283-00191-0
11. 子ざると母ざる他 35 編
12. 春風の吹く町他 40 編
13. 生きぬく力他 42 編
14. 緑色の時計他 34 編
15. しらない町の子他 62 編
16. こがらしのふくばん他 41 編
別巻「未明童話の世界」
別巻「未明童話の世界」（対談 / エッセイ / 研究論考 / 月報など） 4-283-00192-9
定価 8,800 円 （本体 8,000 円）

ダンテ神曲

全3巻

山川丙三郎訳［大空社 1993］四六判・上製・天金・貼函入

4-87236-856-8

定価 37,379 円 （本体 33,981 円）

■岩波文庫版がもとにした記念碑的訳業（警醒社書店、大正 3-11）を完全複製。「大江健三郎（推薦文より） 山川訳『神曲』の文体＝（…）様ざま
な翻訳のお世話になった（…）僕がとくに魅きつけられたのが、岩波文庫版山川丙三郎訳『神曲』である。文体のおだやかな威厳。生真面目でいて、こ
の訳者には謹直なユーモアとでもいうものがあったはずと感じさせる言葉の選び方（…）」

日本の 娯楽・遊戯 大事典

全2巻

村上浪六監修・中山由五郎著［大空社 2014.12］A5 判・上製・総 1400 頁
978-4-283-01310-0 定価 52,800 円 （本体 48,000 円）

約2,900項目 民衆不変の“遊び”が凝縮！ ①近代（明治・大正）までの日本の民衆の娯楽・遊びを網羅的に、日常の遊びから芸能・芸道まで広範
囲な内容。 ②遊び方・方法・道具から心得・楽しみ方まで懇切丁寧に説明。昔の遊びも再現して楽しめる。 ③身体を使うことから頭を使う
ことまで（ことば遊び・謎など）、ひとりでも複数人でもできる遊びのアイディアの宝庫。 ④娯楽・遊戯をテーマに日本人の趣味・生活感・美
意識・人間関係・道徳観等が浮き彫りにされる厚みある民俗文化の百科事典。 ⑤現代読者の便を考慮し、現代表記五十音順「全項目索引」と「解
題」（木下秀明著）を新たに付した。 復刻原本＝『民衆 娯楽百科全書』太陽社出版部・立国同志学会、1922・大正 11 年刊
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〈商品の状態について〉
ここにご案内の書目は〈大空社〉発行です。
刊行年が古い商品については、本文翻読に支障はないものの、経年による劣化（小口の
しみ、表紙クロスの焼け等）が見られるものがあります。最善の状態での出荷を心がけ
ますが、新品と言いかねる場合もありますので、ご注文の際にはご承知おきのほどお願
いいたします。
❖在庫「僅少」商品は、品切れ後のご入手はほぼ不可能と
思われます。この機会にご検討お願いいたします。

日本語読本

全2巻

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

ヘルマン・プラウト著／森岡健二・志村哲也訳・解説

残部数セット

［大空社 2006.3］B5 判 750 頁 4-283-00458-8 定価 27,500 円 （本体 25,000 円）
■ 1891 年（明治 24）ドイツで編集・刊行された日本の物語集の、原文ローマ字表記を日本語に翻刻し、ドイツ語の注・日本語語彙集を翻訳。
当時の日本語口語資料として、また日本の歴史・風俗・社会についての詳細な注は比較文化の貴重な資料となる。昔話、長編物語（天一坊）、円
朝の小説「蝦夷錦古郷の家土産」と内容多彩。

未完のハーン伝

テューニソン関係書簡を中心に 梅本順子著［大空社 2002.12］A5 判 150 頁 4-283-00214-3 残部僅少

定価 2,860 円 （本体 2,600 円）
■ラフカディオ・ハーンの伝記を書こうと集めていたハーンの書簡が、伝記未完成のまま埋もれていた。どの伝記にも収録されなかった書簡を
原文と翻訳で甦らせる。

田村直臣の挑戦 梅本順子著［大空社 2010.2］A5 判 148 頁 978-4-283-00776-5 定価 3,520 円 （本体 3,200 円）
残部僅少
■たむら・なおみ（1858-1934）は「宗教をはずしても、もっと語るべき人物」
。キリスト教、ジャーナリズム、米国留学・異文化接触、社会教育、
児童文学、足尾鉱毒事件…既存の価値観に挑戦し凄まじく奮闘し続けた一生。
闘う牧師

日本語になった西洋語 急増するカタカナ語

高野繁男著［大空社 2011.5］四六判

978-4-283-00781-9
定価 2,750 円 （本体 2,500 円）

■外来語が急増する日本語。このままカタカナ語が増えつづけると日本語の将来はどうなるか。

国民学校

国語読本

全 12 冊 ［大空社 2001.10］A5 判

4-7568-0998-7

定価 20,744 円 （本体 18,858 円）

■「ヨミカタ」「よみかた」「初等科国語」〈昭和 16-18〉。戦時下教育を証言。カラー完全複製。
ヨミカタ一・二（1 年前・後期用・昭和 16 ～）／よみかた三・四（2 年前・後期用・昭和 16 ～）／初等科国語一・二（3 年前・後期用・昭和 17
～）／初等科国語三・四（4 年前・後期用・昭和 17 ～）／初等科国語五・六（5 年前・後期用・昭和 18 ～）／初等科国語七・八（6 年前・後期用・
昭和 18 ～）

南洋群島

国語読本

全8巻

宮脇弘幸監修・解説［大空社 2006.10］A5 判

4-283-00463-4

定価 108,900 円 （本体 99,000 円）

残部数セット

■戦前・戦中期植民地教育研究に残されていた大きな一角、幻の教科書の全貌。約 30 年の統治期間中、現地人児童生徒用に編纂・使用された教
科書〈第一次～四次、大正 6- 昭和 12〉。芦田恵之助・岩崎俊春・梅津隼人らが編纂。
1. 第一次 南洋群島国語読本 巻一・二 1 年用〈杉田次平、大正 6〉 2. 第二次 南洋群島国語読本 巻一～三本科用 本科 1 ～ 3 年用〈芦
田恵之助、大正 14〉 3. 第二次 南洋群島国語読本 巻一・二補習科用 補習科 1・2 年用〈芦田恵之助、昭和 2〉 4. 第三次 南洋群島国語
読本 巻一～六本科用 本科 1 ～ 3 年用〈岩崎俊春、昭和 7〉 5. 第三次 南洋群島国語読本 巻一・二・四補習科用 補習科 1・2 年用〈岩
崎俊春、昭和 8〉 6. 第四次 公学校本科国語読本 巻一～六 本科 1 ～ 3 年用〈梅津隼人、昭和 12〉 7. 第四次 公学校補習科国語読本
巻一～四 補習科 1・2 年用〈梅津隼人、昭和 12〉
8. 南洋群島国語読本教授書〈芦田恵之助、大正 15〉

南洋群島

国語読本 補遺

宮脇弘幸監修・前田均解説［大空社 2012.2］A5 判

■新たに教授書を発見。補遺として刊行。「第四次

傑作

国策標語大全

978-4-283-00794-9

定価 15,400 円 （本体 14,000 円）

公学校国語読本教授書」〈梅津隼人、昭和 12、南洋庁〉。

前坂俊之解説［大空社 2001.6］A5 判 700 頁

4-283-00164-3

20,000 円＋税

残部数冊

■標語総 4250。大正 10 年から昭和 20 年頃までに内閣情報局が掲げた国策標語を徹底収集し、8 分野 89 項目に分類（国民精神作興、国力振興、
生活刷新など）。社会・風俗・教育・言語など必携。

戦時下標語集

大空社編［大空社 2000.5］B5 判 550 頁

4-283-00163-5

定価 22,000 円 （本体 20,000 円）

残部数冊

■昭和 11 年から終戦まで、政府の国策標語のみならず、国威宣揚に企業・団体が唱えたもの、紙誌・放送などメディアに載ったもの、街頭の標
語など約 430 を年代順に収録。

近代外国 地名人名 呼び方書き方 変遷史料集

全 4 巻 ［大空社 2007.11］B5 判

978-4-283-00529-7
定価 71,500 円 （本体 65,000 円）

■日本語にとって永遠の課題〈外国の固有名をいかに呼び、どう書き表すか〉の歴史基本文献。すべての日本語による外国地名・人名事典と並
べて表記を確認するために必携。
1. 文部省調査 外国地名字彙〈教授法研究会、明治 36〉
2. 文部省調査 外国人名字彙〈教授法研究会、明治 36〉
3,4. 史料集 1・2〔外国地名
及人名取調（官報 5811 号附録）
〈明治 35〉/ 外国地名及人名訂正（官報 5837 号）
〈明治 35〉/ 外国地名及人名増補及訂正（官報 6147 号附録）
〈明
治 36〉/ 外国地名人名表 第 1 回調査〈日本放送協会、昭和 12〉/ 満蒙支那人名地名表 第 1 回調査〈松田儀一郎、昭和 12〉/ 外国地名及人名取
調一覧〈明治 35〉/ 外国地名人名称呼一覧〈史学会、大正 3〉/ 地名の呼び方と書き方 社会科手びき書〈文部省、昭和 34〉〕
残部
明治期讃美歌・聖歌集成 全 42 巻 手代木俊一監修／厨川勇・E. ヘンゼラー・手代木俊一解説［大空社 1996-98］ １セット
定価 512,194 円 （本体 465,631 円）
■正教会系・カトリック系・プロテスタント系に分け編年順収録。近代の言語（国語・外国語・音声）、教育、比較文化、近代史、宗教研究必携。
● 1 期 11 巻（1-11 巻）
● 2 期 15 巻（12-26 巻）
［1996.5］4-7568-0232-X
［1996.12］4-7568-0233-8
● 3 期 6 巻（27-32 巻）
● 4 期 10 巻（第 33 ～ 42 巻）
［1997.10］4-7568-0234-6
［1998.6］4-7568-0520-5

折口信夫研究資料集成

全 11 巻・別巻 1

朝倉治彦監修／石内徹編集［大空社 1994.10］B5 判

残部数セット

4-87236-928-9
定価 160,194 円 （本体 145,631）

■大正 7 年 5 月～昭和 40 年 12 月までの折口（釈迢空）研究の成果（人物論、作家論、歌論、小説論、古代文学、折口学、国文学、民俗学、神道、
宗教関係論文ほか）を集大成。収録文献は総 900 点。
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オーディオブック

三国志
〈ＣＤ〉全100枚

吉川英治 原作

橋爪功 朗読 〈全108時間〉
付ガイドブック［大空社 2009］ 978-4-283-00624-9
定価 259,809 円 （本体 236,190 円）

■〈朗読の名手〉橋爪功のすばらしい語りで聴く、
『三国志』全文朗読、史上初の
壮挙。偉大な国民的作家による不朽の名作、その豊饒な語りの世界に踊る無慮数
千の個性―名優が、人の呼吸をそのままに「いのち」を吹き込んだ、朗々たる
108 時間に陶酔！
■ＮＨＫラジオ（平成 5 年 9 月～ 8 年 7 月放送）「吉川英治名作選」を完全収録。
混沌の時代を生き抜き、充実して生きる知恵に充ちた名作が、万人にとって、日々
の糧として、素養として、楽しみとして、余暇にと、生涯の宝となった。

〈大空社デジタル資料叢書［ＵＳＢ版］〉

基本・貴重・研究必須資料を 至便・簡便機能の〈画像＋検索用詳細テキスト〉でデジタル化
個人で持てない厖大文献が たった１本の〈ＵＳＢ図書館〉として実現！

「見る」から「引く」へ 〈使える〉北斎漫画の誕生！
不滅の人気を博す世界の傑作をすみずみまで堪能！
鑑賞と研究に耐える本格的デジタル化資料

北斎漫画

全15編

葛飾北斎・画（1760 ～ 1849）。文化 11 年（1814）から明治 11 年（1878）にか
け刊行（14・15 編は没後刊）。教習用絵手本と百科図彙をかねた画集。造形力・
ダイナミックさ・奇抜さ等で当代後代の門人・画師から遠く海外絵画へ多大
な影響を与えたことは有名。

待望、初！

画題〈総索引化〉

美麗携帯ケース入

●意外、驚き！ 目次（内容目録）が
無くて、見たい絵が探しにくかった！

版本をカラーで画像化、さらに本文約
3500（4000 とも言われる）の収録絵図全
てに内容を示す名称を付け初の索引化。
葛飾北斎画・大空社編［大空社 2015.5］4-283-01246-2
定価 38,500 円 （本体 35,000 円）

古今要覧稿

Ver.1.0

1本

屋代弘賢編［2015.5］4-283-01247-9

定価 44,000 円 （本体 40,000 円）

■質と量で圧倒！近世の〈類書〉で最大の業績。日本の事物・故実考証に必携の大叢書。底本＝「国書刊行会叢書」版全 6
冊〈明治 38〉。

群書類従

Ver.2.0

1本

塙保己一編纂［2015.3］4-283-01243-1

定価 55,000 円 （本体 50,000 円）

■国書・古典究極の叢書。25 部分類・全 530 巻 666 冊。続群書類従完成会版・全 30 巻
（大空社刊 CD-ROM 版を PDF 化）。

明六雑誌・明六雑誌語彙総索引

Ver.2.0

1本

大空社・髙野繁男・日向敏彦編［2015.2］
定価 46,200 円 （本体 42,000 円）
4-283-01245-5

■日本近代化史上不滅の一級史料。日本語研究のみならず、全ての研究領域に必携のツール。
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学術資料出版

本人の肉声で聞く！ 耳から伝わる、感動的な、さまざまな味わいのある人生！
あの「戦争」をくぐりぬけてきた人ばかり ... 知らない世代へ語り伝える人生談の宝庫！

大空社出版

❖ご注文フォーム

TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

ＮＨＫ わたしの自叙伝 〈ＣＤ〉全 39 枚（全 78 人）

付・解説書 1［発行：ＮＨＫサービス出版センター 2012 刊］

（1 枚に 2 名収録） 各 3,850 円

（本体 3,500 円）

政治家・実業家・事業家・社会運動家・教育者・学者・研究者・ジャーナリスト・作家・芸術家・デザイナー・演劇人・映画人・俳優・
スポーツ人―全 78 人。現代日本のさまざまな分野で活躍し名を残す “あの人” たちが、じっくりと自らを語る貴重な音声記録。

■この CD は NHK 教育テレビで放送「わたしの自叙伝」
（1978-81 年）の音声のみを収録したものです。分野に分けて１枚に 2 名を収録しています。

↓ ＊ CD №でご注文ください。
12［文芸 1］丹羽文雄（作家 1904-2005）母への愛憎 / 井上光晴（作家 1926-92）海底炭坑の青春
13［文芸 2］尾崎一雄（作家 1899-1983）病と貧乏と芳兵衛と / 黒岩重吾（作家 1924-2003）わが闘病時代
14［文芸 3］大原富枝（作家 1912-2000）ふり返る青春 / 田宮虎彦（作家 1911-88）父子のきずな
31［文芸 4］中村真一郎（作家・小説家 1918-97）母と女のあいだに / 山本茂實（作家 1917-98）野麦峠への道
32［文芸 5］石垣りん（詩人 1920-2004）わたしの前に詩集が三つ / 松田解子（作家 1905-2004）はるかなる銅山
15［文化・芸術 1］新藤兼人（映画監督 1912-2012）一家離散の記憶 / 今井正（映画監督 1912-91）レッドパージの頃
16［文化・芸術 2］今日出海（評論・演出家 1903-84）ルソン島脱出記 / 依田義賢（脚本家・映画 1909-91）映画スタジオの青春
17［文化・芸術 3］渡辺暁雄（音楽家・指揮者 1919-90）母を語る / 高木東六（音楽家・作曲家 1904-2006）パリ留学時代
33［文化・芸術 4］高光一也（画家 1907-86）仏の道と絵の道と / 八木一夫（陶芸家 1918-79）オブジェ焼誕生のころ
34［文化・芸術 5］寿岳文章（英文学者・書誌学 1900-92）紙すき村 行脚のころ / 大江巳之助（文楽人形師 1907-97）人形に魂をこめて
35［文化・芸術 6］手塚治虫（漫画家 1928-89）こども漫画 33 年 / 田河水泡（漫画家 1899-1989）のらくろ誕生前後
36［文化・芸術 7］横山泰三（漫画家 1917-2007）プーさんの誕生 / 濱谷浩（写真家 1915-99）雪国からの出発
5［学問・研究 1］今西錦司（人類学者・登山家 1902-92）山と探検 / 川喜田二郎（人類学・地理学者・登山家 1920-2009）ネパール山岳
民族のなかで
6［学問・研究 2］有賀喜左衛門（農村社会学者 1897-1979）民族の心をもとめて / 宮本常一（民俗学者 1907-81）民俗学との出会い
7［学問・研究 3］井上光貞（日本史・古代学者 1917-83）戦時下に古代を読む / 江上波夫（東洋史・考古学者 1906-2002）黄塵万丈モン
ゴルをゆく
［学問・研究
4］直良信夫（考古学者・古生物 1902-85）明石原人発見 / 末永雅雄（考古学者・古墳 1897-1991）古墳遍歴
8
9［学問・研究 5］本田正次（植物学者 1897-1984）草木を友に / 木原均（遺伝学・生物学者 1893-1986）小麦をえらんだ道
26［学問・研究 6］丹下健三（建築家 1913-2005）建築・道・ひろば・都市 / 福山敏男（建築史家 1905-95）
「古代建築史」修行五十年
27［学問・研究 7］島秀雄（鉄道技術者 1901-98）Ｄ 51 誕生の頃 / 茅誠司（物理学者 1898-1988）南極観測のころ
28［学問・研究 8］早石修（医学者・細胞生物学 1920-2015）占領下の米国留学 / 河村郁（看護学 1902-90）結核根絶をめざして
29［学問・研究 9］平澤興（医学者・脳神経解剖学 1900-89）京の田舎人 / 湯浅八郎（教育者・昆虫学 1890-1981）両大戦下でのアメリカ
体験
10［教育・宗教 1］林竹二（教育学者・教育家 1906-85）子供とともに育つ / 大村はま（教育者 1906-2005）教えつづけた 50 年
11［教育・宗教 2］城戸幡太郎（教育学者・教育家 1893-1985）教育改革の旗の下に / 松前重義（教育者 1901-91）青年道場「望星学塾」
の日々
30［教育・宗教 3］葉上照澄（天台宗僧侶・大阿闍梨 1903-89）敗戦と千日回峰行 / 小笠原英法（女優・尼僧 1914-2002）舞台を捨てて仏
門へ
18［芸能・スポーツ他 1］博多淡海（喜劇役者・座長 1930-81）仁輪加仕立ての旅烏 / 北條秀司（劇作家・著述家 1902-96）名優たちとの幾
年月
19［芸能・スポーツ他 2］森繁久彌（俳優 1913-2009）放浪の青春 / 芦田伸介（俳優 1917-99）大陸彷徨記
20［芸能・スポーツ他 3］長谷川一夫（俳優 1908-84）ベルばら演出のころ / 田中千代（服飾家・教育者 1906-99）わが留学記
37［芸能・スポーツ他 4］橋本宇太郎（囲碁棋士 1907-94）空襲下の対局 / 笑福亭松鶴（落語家 1918-86）おおけにおやっさん
38［芸能・スポーツ他 5］平川唯一（アナウンサー・ラジオ英会話講師 1902-93）カムカム英語の青春 / 辻嘉一（料理人 1907-88）しゅんに
生きて
39［芸能・スポーツ他 6］川上哲治（プロ野球選手・監督・解説者 1920-2013）球道開眼 / 島岡吉郎（大学野球監督 1911-89）熱球 30 年
2［社会・実業 1］むのたけじ（新聞記者・ジャーナリスト 1915-2016）たいまつ新聞創刊まで / 森恭三（新聞記者・ジャーナリスト 1907-84）
ニューヨークで聞いた開戦
3［社会・実業 2］扇谷正造（評論家 1913-92）地方的文化人の半生 / 小林勇（岩波書店会長・文人画家 1903-81）出版人の 50 年
4［社会・実業 3］石垣綾子（評論家 1903-96）大恐慌のアメリカに生きて / 丸岡秀子（評論家 1903-90）胸の中に墓標がいっぱい
22［社会・実業 4］永野重雄（実業家 1900-84）母の愛情に負けた腕白少年 / 水上達三（実業家 1903-89）貿易・戦中戦後
23［社会・実業 5］瀬川美能留（実業家 1906-91）父の死 / 吉野俊彦（経済評論家 1915-2005）森鴎外を友として
24［社会・実業 6］高柳健次郎（技術者 1899-1990）テレビ事始め / 井深大（技術者・実業家 1908-97）トランジスターラジオ誕生のころ
25［社会・実業 7］黒沢酉蔵（実業家 1885-1982）田中正造との出会い / 山内みな（社会運動家 1900-90）東京モスリン会社争議のころ
1［政治 1］蜷川虎三（政治家 1897-1981）負ける時は死ぬ時 / 藤山愛一郎（政治家 1897-1985）闘病・外遊の青春
21［政治 2］福本和夫（評論家 1894-1983）獄窓十余年 / 太田薫（労働運動家 1912-98）三池闘争のころ
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漱石を聴く
小川栄一 著

学術資料出版

大空社出版

コミュニケーションの視点から

TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

❖ご注文フォーム

＊2019 年 3 月刊

武蔵大学教授

ISBN978-4-908926-61-7

菊判（151 × 224㍉）・232 頁

並製・カバー装

3,600 円＋税

ユニークな新視点の提示で
漱石の文学観と作品創造の“真意”を明らかにし、
とりわけ会話・ことばの襞、心理の表裏に
鋭く切り込み、耳を澄ます…。

目次（抄）
第1章

漱石作品研究の意義

コミュニケーション史的研究の構想
の方法 漱石の生い立ちと言語環境

第2章

漱石作品会話研究

近代におけるコミュニケーション研究の資料として漱石
の小説作品に大きな可能性を見出した。漱石作品は日本
語の談話資料として着目に値する。その小説にはさまざ
まなタイプの会話が展開されているが、実に生き生きと
したことば遣いが感じ取れる。それを当時の音調にふさ
わしく朗読してみれば、当時の溌剌とした日本人の声
が響いてくる。漱石は山の手ことばと下町ことばに精通
していた。作品中にしばしば現れる下町ことばからは江
戸っ子の心意気までも伝わってくるかのようである。

漱石と近代日本語

漱石の「東京訛り」「江戸語」を意味する「江戸っ子」
漱石が「東京訛り」にこだわる理由

第3章

7.2

漱石の文学理論と会話の表現

「Ｆ＋ｆ」理論 「文芸上の真」と「科学上の真」 通常の
コミュニケーションと「Ｆ＋ｆ」理論 ｆの発生とコミュ
ニケーション 会話における「協調の原理」 漱石の会話
観 会話の心理分析へ

第4章

「解釈」とはＦ
かたに応じて受信者の認識（Ｆ）も大きく異なる。したがって、
の推移を起こす一つの要因である。受信者が異なればＦが異なるのは当然とし

漱石作品に現れるコミュニケーションの類型

て、同一の受信者（聞き手）であっても「解釈」のしかたが一定せず、時々刻々
変化する場合には、Ｆも推移し、これに伴うｆが発生する。漱石作品において、
登場人物がさまざまな解釈を行う結果、Ｆも揺れ動くことが往々にしてある。
これが人間の懊悩を表現する手段となっている。以下、漱石作品に現れる「解
釈」について考察を進めよう。

伝聞によるコミュニケーション

7.2

翻弄のコミュニケーション

味を明らかにしようとする例が多く見られている。

解釈のコミュニケーション

解釈と「Ｆ＋ｆ」理論・Ｆの推移

解釈と翻弄

あなたの仰やる通りだと、下宿屋の婆さんの云ふ事は信ずるが、教頭の云ふ事

第 8 章 「うそ」のコミュニケーション

か」

（坊っちゃん・八

ふ

わたくし ちよつと で

2-350-15

赤シャツの言）

き

「降 らなければ、 私 一 寸出 て来 やうかしら」と窓の所で立つた儘云ふ。

漱石作品における演説の談話分析

三四郎は帰つてくれといふ意味に解釈した。
ひとみ

さだ

（三四郎・八の六
ひとみ

なか

ため

130

ふたへまぶた

を認めた。｜必竟あなたの為にした事ぢやありませんかと、二重瞼の奥で
訴へてゐる。

（三四郎・八の十

しろ

うは ぎ

まへ

あ

まゝ

5-506-5）

ちよつとくび

医者は白いだぶだぶした上着の前に両手を組み合はせた儘、一寸首を傾けた。
其様子が「御気の毒ですが事実だから仕方がありません。医者は自分の職業

漱石作品のコミュニケーション類型と文学理論

う

そ

つ

わけ

うけ と

に対して嘘言を吐く訳に行かないんですから」といふ意味に受取れた。
（明暗・一

主要参考文献・資料一覧（言語・日本語に関するもの / 漱石・
文学等に関するもの /『漱石全集』の構成その他
索引（漱石作品用例番号索引 / 用例語彙索引 / 本文語彙索引）

11-3-8）

以上はその一例であるが、
「解釈」の多用は漱石作品の一つの特徴を表すも

本文見本
（縮小）

12

129

5-493-7）

女は 瞳 を定めて、三四郎を見た。三四郎は其瞳の中に言葉よりも深き訴

近代における演説と漱石作品の演説 漱石の演説の文末
表現 漱石の文学理論に基づく演説の試み 詭弁と含意
の演説 聴衆に強い衝撃を与える演説 漱石の文学観を
述べた演説

終章

128

は信じないと云ふ様に聞えるが、さう云ふ意味に解釈して差支えないでせう

「うそ」の談話的特質 漱石作品に現れる「うそ」の多用
「うそ」と「役割」「うそ」へのこだわり

第9章

漱石作品に現れる「解釈」

漱石作品には、
「解釈」によって、言語または非言語によるメッセージの意

「翻弄の発言」
（定義・分析・表現技巧） 漱石の創見

第7章

119

要するに「解釈」すなわち受信者が受け取ったメッセージの伝達内容を復元

漱石作品に現れる伝聞表現 「能才」「うわさの公式」

第6章

漱石作品に現れる「解釈」

する過程において、どのような復元をするか（＝どのように解釈するか）、そのし

不完全なコミュニケーション（不完全の原因が話し手 /
聞き手にある） 沈黙 洒落本『傾城買四十八手』におけ
る沈黙の会話 表現技法としての不完全なコミュニケー
ション

第5章

著者から読者へ

131

好評発売中

学術資料出版

大空社出版
文明開化の歌人たち
青田伸夫 著

TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

『開化新題歌集』を読む

四六判・228 頁・並製・カバー

❖ご注文フォーム

978-4-908926-19-8［大空社出版 2017.12 刊］ 1,600 円＋税

『開化新題歌集』（1-3 編）は明治 10 年代出版の出

題歌集（大久保忠保編）。そこからは明治初期、激

変期日本人の驚き、衝撃、哀歓、興味、感動が、
情感豊かに伝わってくる。押し寄せる西洋の新奇

事物、歴史の波涛に揺られながら、歌人たちは何

を感じ歌ったのか。現代を生き、詠む歌人が、彼
らの生涯と時代を丹念に追い、作品と時代の心を

味読する。
「日本歌人クラブ評論賞」受賞（第 16 回・
平成 30 年度）

続

臥酔
が

すい

髙野繁男 著

B6 判・194 頁・並製

978-4-908926-35-8

［大空社出版 2017.11 刊］ 1,600 円＋税

日本語研究に従事してきた学者が、歴史・自然・
ことばについて、旅を日常の体験を、取材し、追
憶し、思うこと、言わずにいられないことを、と

きに批評し書きとめる。戦後 70 年、
中国、
モンゴル、
北海道、善光寺、野鳥、日本語の宇宙観…。写真
全点カラー。
（『臥酔』2013 年、大空社刊の続編）

内場幻想

詩集

ない ば

たかよし

宮武孝吉 著
A5 判・107 頁・並製・カバー

978-4-908926-62-4［大空社出版 2019.7 刊］ 1,200 円＋税

香川〈内場〉
（現・高松市塩江町上西乙。昭和 27 年、内場ダムの完成で内場ほか数集落がダムの底に沈んだ）の生んだ孤
高の詩人、半世紀を超える作品から編んだ 80 歳にしてなす処女詩集 30 余編。詩集に寄せて（菰淵和士）。

井上靖『猟銃』の世界

詩と物語の融合絵巻

まとし

藤澤 全 著

四六判・169 頁・並製・カバー 978-4-908926-04-4［大空社出版 2017.4 刊］ 1,600 円＋税
多くの外国語に翻訳され映画・演劇化される短篇『猟銃』
。不惑四十を過ぎて新聞社デスクから文壇へと鮮烈なデビュー

（1949・昭和 24 年「文学界」
）を遂げた井上靖（1907 ～ 91）
。その記念碑的作品の機構＝作立てに込められた詩と物語の

香気に満ちた芸術的源泉を精緻に紐解きながら、作品 = ロマンの主題と魅力をあぶり出す。伝記・研究の第一人者が文芸
作品を堪能する醍醐味へと誘う渾身の名作ガイド〈生誕 110 年（2017）記念出版〉

井上靖 グローバルな認識 藤澤全編［大空社 2005］四六判 190 頁
■作家・作品・伝記、比較文化（中国・欧米）と国際交流からの 19 編。

4-283-00136-8

言語文化の諸相 近代文学 藤澤全著［大空社 2004］A5 判 200 頁 4-283-00143-0
■作者・作品・表現の交錯が織りなす文学世界。
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1,800 円＋税
2,200 円＋税

残部僅少

大空社出版 ❖ご注文フォーム
学術資料出版

「翻訳詩」事典 フランス編

TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

榊原貴教 編著
B5 判・上製・560 頁・カバー 978-4-908926-49-5 定価 30,800 円
［発行：大空社出版・ナダ出版センター（共同出版）2018.7 刊］

（本体 28,000 円）

■ 明治以降の「翻訳詩」の深奥で馥郁たる文学世界を厖大な原典引用（作品・

新組

詩論と翻訳者・原作者）で見せる真にユニークな “初の”「翻訳詩」事典

■ 厖大な言説の集積＝必読・不朽の資料で

読む・見る翻訳詩と翻訳史。近代日仏文
芸交流史の粋を結集

［構成］

Ⅰ

Ⅱ

日本とフランス 編（約 250 頁）

日本近代の翻訳者と重要翻訳作品および文芸・文化・
社会思潮関連の事項を〈原典資料の引用〉を主に構
成する。500 余点の著作・論文からの引用。項目約
160（小見出し約 340）は、翻訳と翻訳詩関連の研
究テーマ・キーワードの宝庫。

フランス詩人 編（約 250 頁）

原作詩人（主に 19 世紀以降 30 人弱）の明治以降の
代表的紹介・論評を〈原典資料の引用〉で構成。ま
た、代表作の翻訳を並列し比較・味読のための他に
ない資料とする。詩人別「翻訳総合年表」を付す。
参考文献（執筆者別引用文献リスト）
索引（人名・件名・書名）

Ⅰより
Ⅱより

●詳細カタログ

ボードレール 明治 ・ 大正期翻訳作品集成
川戸道昭・榊原貴教 編集
定価 22,000 円
B5 判・上製・430 頁・カバー 978-4-283-01327-8
［発行：大空社 / ナダ出版センター（共同出版）2016.6 刊］

（本体 20,000 円）

■ 世界的遺産・詩人ボードレールの作品が日本人の精神史におよぼした

軌跡を原典で見せる（復刻集成）。

●明治・大正期のボードレールの詩の翻訳量は、他のフランス詩人の
翻訳に比べても比類ない。大正末年に至るまでに、すでに 100 点を越
える翻訳が新聞雑誌に掲載された。そして、その影響は文学史家の想
定を超えるものがあった。ボードレール研究を単に「学問」的な狭量
な研究にとどめず、日本人の精神史の一環としてとらえるならば、再
検討の時期にきていると言える。
上田敏によって幕開けされたボードレールの日本語の翻訳は、蒲原
有明、三木露風、永井荷風、内藤濯、仲田勝之助、三富朽葉、山村暮鳥、
川路柳虹、大手拓次、堀口大学、谷崎潤一郎、相馬御風という、研究
者ではなく、日本近代詩史の担い手たちによって行なわれてきた。ボー
ドレールの詩は、単に日本の読者に届けられていただけでなく、詩人自 ［内容・特色］
① 明治・大正期に日本語訳されたボードレールの作品
らの詩作に刺戟を与え続けていた。日本の近代詩はその影響下で生成し
（詩・散文詩）を集成、発表年代順に編纂。
てきた。その軌跡を明らかにすることが、文学史と文化史の役割であり、
②
可能な限り〈初出〉文献を採用し、新聞雑誌（一部単
また世界的遺産であるボードレールの作品に、現代日本人はいかなる評
行書）に掲載の形を再現する復刻資料。
価と対処をなすべきか、当然フランスのボードレール研究者とは異なる
③ 収録作品名を網羅した初の翻訳史年表「ボードレール
見解が生れてきてもよいであろう。（刊行にあたって抄）
翻訳年表」（約 50 頁）付。
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近代日本語
〈形成と翻訳〉

資料
集成
全18巻・別巻1

TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

川戸道昭・榊原貴教 編著

B5 判・上製・総 9,550 頁

揃定価 513,700 円

❖ご注文フォーム

●詳細カタログ

（本体 467,000 円）

［発行：大空社 / ナダ出版センター（共同出版）2014.11-2016.8 刊］

近代日本語は翻訳との遭遇によってその核心部分が形成されてきた。
近代日本語が形成される「現場」がここにある。
第１回配本
第
2
4

巻）

巻統合索引）

～

18

～

2

巻＋
（第
【文体編】

第１巻 総目次＋総索引 （第

第２巻 挑戦する文体・山田美妙集

第３巻 懐疑する文体・二葉亭四迷集

8

第４巻 理想の文体・嵯峨のやおむろ集

第２回配本 【文体編】
（第 ～ 巻）

第５巻 苦渋する文体・尾崎紅葉集①

5

1

）

別巻

〈目次（抄）
〉

欧米文学の翻訳と近代文章語の形成
漢文対応の日本語から欧文対応の日本語へ
川戸道昭著

巻

頁］

名

編

総目次＋総索引
挑戦する文体・山田美妙集
懐疑する文体・二葉亭四迷集
理想の文体・嵯峨のやおむろ集
苦渋する文体・尾崎紅葉集①
苦渋する文体・尾崎紅葉集②

頁

ISBN

定価

（10％税込）

本体

240 頁 978-4-86688-201-7 15,400円 14,000 円
520 頁 978-4-86688-202-4 28,600円 26,000 円
520 頁 978-4-86688-203-1 28,600円 26,000 円
520 頁 978-4-86688-204-8 28,600円 26,000 円
570 頁 978-4-86688-205-5 30,800円 28,000 円
500 頁 978-4-86688-206-2 28,600円 26,000 円

言文一致作品集①

630 頁 978-4-86688-207-9 33,000円 30,000 円

言文一致作品集②

430 頁 978-4-86688-208-6 24,200円 22,000 円

近代日本語形成資料（刊本の部）江戸期
近代日本語形成資料（刊本の部）明治期①
近代日本語形成資料（刊本の部）明治期②
近代日本語形成資料（刊本の部）明治期④

18

巻）

近代日本語形成資料（刊本の部）明治期③

史料編 （９～

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
別巻

書

文体編 （２～８巻）

口絵（図録）
近代日本語形成史 ［カラー

「あひゞき」も「クラウド」も本質は新

［第一部］ 欧文の直訳に基づく日本語の初期化と再構成 〔約 頁〕
序章 新文章語創造運動の本質
Ⅰ 『繋思談』の出現
初期翻訳文学三区分／周密文体／日本語〈初期化〉
「あひゞき」と『夜と朝』／思軒の翻訳は旧文体か／「言文一致体」とはいか
Ⅱ 周密文体から言文一致体へ
160

16

第６巻 苦渋する文体・尾崎紅葉集②

4

第７巻 言文一致作品集①
罪と罰（ドストエフスキー作、内田魯庵訳）

9

13

第８巻 言文一致作品集②
原作＝ポー、ホフマン、ディケンズ、アンデルセン、ゾラ他
訳者＝饗庭篁村、森鴎外、若松賤子、内田魯庵、森田思軒他

3

2

（第 ～ 巻）
第３回配本 【史料編】

10

第９巻 近代日本語形成資料 （刊本の部）江戸期
あゆひ抄（安永 ）
、唐詩選解（天明 ）

第 巻 近代日本語形成資料 （刊本の部）明治期①
格賢勃斯英文典直訳（明治 ）
、ピネヲ氏英文典直訳（明治

第 巻 近代日本語形成資料 （刊本の部）明治期②
国字国文改良建議書（前島密）
、民権自由論（植木枝盛）他
11

3

なる文体か

15

110

Ⅲ 新文章語創造運動の本質―〈能く人に通じる直訳文体〉の創造
文体／〈翻訳〉はすべて〈創作〉―新文章語形成運動の原点

18

［第二部］ 文末辞からたどる近代文章語の形成 〔約 頁〕
文末辞は欧文動詞の口語訳に関わる問題
序章 欧文との比較から見えてくるもの
Ⅰ 新文章語のはじまり―外国語教育における「である」文の普及
Ⅱ 文学界における展開―常体文章語としての「である」文の成立
従来のアプローチへの疑問／美妙―
「である」文の出発点／四迷―「である」文の基礎の確立／言文一致の停滞期―逍遥の呼びかけ／内田魯庵―「である」
文の新展開／尾崎紅葉―「である」文の完成と普及

120

思軒「牢帰り」―〈語り手〉と〈登場人物〉の視点
Ⅲ 翻訳から創作へ―自由間接話法の発見とその展開
の一体化／紅葉は日本のフローベール？―「である」文体創造の意義

［付録］若松賤子と「小公子」―児童文学の翻訳と新文体の形成
読者・批評家の目に映じた賤子の新文体
／母が児に「言い聞かせる」物語
［史料集］藤田茂吉・尾崎庸夫「繋思談例言」（明治 年）ほか本文中に引用された
文献の復刻〔 点約 頁〕

［年表］日本近代文体史（常体編）

13

12

巻 近代日本語形成資料 （刊本の部）明治期③
ことばの写真法（丸山平次郎）
、日本新字発明（小島一騰）他

計 件収録

104 90

第

計 件収録

16

13

巻 近代日本語形成資料 （刊本の部）明治期④
言文一致（物集高見）
、言文一致（言文一致研究会）他

巻 近代日本語形成資料 （新聞雑誌の部）①

14

第

巻 近代日本語形成資料 （新聞雑誌の部）②

件収録

63

第４回配本 【史料編】
（第 ～ 巻）

第

第

計

件収録

件収録

計

18

16 15 14
巻 演説・記事論説集

計

＊

17

第

巻 国語改良異見

巻 現代名家文章大観

＊

166

70

（第 ・ 巻）
第５回配本 【 史 料編】

第

第
＊

漢文対応の日本語から欧文対応の日本語へ

別巻 欧米文学の翻訳と近代文章語の形成

18 17

全巻構成

630 頁 978-4-86688-209-3 33,000円 30,000 円
430 頁 978-4-86688-210-9 16,500円 15,000 円
630 頁 978-4-86688-211-6 27,500円 25,000 円
560 頁 978-4-86688-212-3 28,600円 26,000 円
410 頁 978-4-86688-213-0 24,200円 22,000 円

近代日本語形成資料（新聞雑誌の部）①

520 頁 978-4-86688-214-7 28,600円 26,000 円

近代日本語形成資料（新聞雑誌の部）②

530 頁 978-4-86688-215-4 28,600円 26,000 円

演説・記事論説集

550 頁 978-4-86688-216-1 29,700円 27,000 円

国語改良異見

460 頁 978-4-86688-217-8 24,200円 22,000 円

現代名家文章大観

590 頁 978-4-86688-218-5 33,000円 30,000 円

欧米文学の翻訳と近代文章語の形成

310 頁 978-4-283-01188-5 22,000円 20,000 円
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❖ご注文フォーム

大空社出版

世界文学総合目録 全10巻・別巻1

TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

川戸道昭・榊原貴教 編

B5 判・上製・総約 5,150 頁
■ 10 万点の外国文学翻訳作品（図書・
揃定価 290,400 円 （本体 264,000 円） 各巻定価 26,400 円 （本体 24,000 円）
［発行：大空社 / ナダ出版センター（共同出版）2010.12-2012.12 刊（全 6 回配本）］ 新聞・雑誌）と原作にたどりつける、
● 1 回 2 巻（1,2 巻）
［2010.12］978-4-283-00627-0

定価 52,800 円 （本体 48,000 円）

かつてない規模の最強データツール

1. イギリス編 1（あ～し） 490 頁 978-4-283-00628-7
2. イギリス編 2（す～は） 410 頁 978-4-283-00629-4
● 2 回 2 巻（3,4 巻）
［2011.5］978-4-283-00630-0 定価 52,800 円 （本体 48,000 円）
3. イギリス編 3（ひ～わ） 310 頁 978-4-283-00631-7
4. アメリカ編 590 頁 978-4-283-00632-4
● 3 回 2 巻（5,6 巻）
［2011.11］978-4-283-00633-1 定価 52,800 円 （本体 48,000 円）
5. フランス編 1（あ～ふ） 440 頁 978-4-283-00634-8
6. フランス編 2（へ～わ） 400 頁 978-4-283-00635-5
● 4 回 2 巻（7,8 巻）
［2012.7］978-4-283-00636-2 定価 52,800 円 （本体 48,000 円）
7. ドイツ編 360 頁 978-4-283-00637-9
8. ロシア編 650 頁 978-4-283-00638-6
定価 52,800 円 （本体 48,000 円）
● 5 回 2 巻（9,10 巻）
［2012.12］978-4-283-00639-3
9. 北欧・南欧諸国編 550 頁 978-4-283-00640-9
10. 東欧諸国・中国・インド、アラビアン・ナイト編 470 頁 978-4-283-00641-6
別巻「世界文学総合目録作品名索引」［2013.4］480 頁

全
巻に収載の約

掲載巻・頁

万点の翻訳作品から邦訳作品名をすべて採録

使える！

邦訳作品名 原著タイトル（刊行年）〔異なる邦訳題名〕……原作者名

□採録範囲

10

作品名を付ける――

これも立派な“翻訳”です。

見本

別巻『世界文学総合目録作品名索引』

五十音順

こんな時

●作者名を思い出せないときに

●原作のタイトル・刊年を確認したいときに

●同一作品のさまざまな訳題を比較するときに

●同名邦訳の異なる原作者を知りたいときに

●既訳があるか確認するときに

巻は国・原作者別構成。原作者の全邦訳作品を確認できます。

10

索引データの基本構成

□配列

全

一三、六〇〇余点の作品名。

巻総目次

10

□採録数

■ 付・全

知っている作品を探せます＆確認できます。
未知の作品・表現が見つかります。

翻訳・創作のヒント＆研究のテーマ探しに役立ちます！
●翻訳したい作品の題を付けるヒントに

●原作者の原著を一覧したいときに（総目次）

16

10

978-4-283-00643-0 定価 26,400 円 （本体 24,000 円）

❖ご注文フォーム

大正期翻訳文学画像集成

雑誌編（CD-ROM）全 6枚

川戸道昭・中林良雄・榊原貴教 編

［ナダ出版センター 2003-2004 刊］ 各定価 20,900 円

学術資料出版

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

（本体 19,000 円）

■ 翻訳文化の熟成期＝明治末から大正期の日本を

風靡した６作家を雑誌「誌面」で読む！

●現代文学の母体は翻訳文学であり、大正期はその花が爛漫と
開いた時代であった。そして、明治末から大正期の日本を風靡
した西欧作家こそ、現代日本人の意識の基底音を培った文学者
であった。この現場を解読しない限り、日本における文学創造
とは何か、文化の創造とは何か、さらにその創造が何を達成し
えたのかという問いは、羅針盤を失った研究となる。
その研究が急務であるにもかかわらず、関東大震災と第二次
世界大戦の焼尽により、明治の文化遣産のみか、大正期の文化
遺産もまた基礎資料の多くが失われ、今日にいたっている。と
りわけ、雑誌はその盛衰が甚だしい故に散逸し、著名なものも
長期にわたるために全号通して閲する困難性が重なり、研究は
立ち遅れている。（…）本資料集は、単行書、新聞雑誌の原典に
当たる労力を厭わぬ調査に基づき、時代を風靡していった作家
（刊行に際して抄）
を量的・質的に秤量し、
選択し巻構成をなした。

図説

1. メーテルリンク

100 冊の雑誌から集成

2. トルストイ

200 冊の雑誌から集成

3. ドストエフスキー
75 冊の雑誌から集成

4. ストリンドベリ

105 冊の雑誌から集成

5. モーパッサン

120 冊の雑誌から集成

6. ワイルド

70 冊の雑誌から集成

〈動作環境〉 ＊ Windows8/10 の通常環境で動作確認済
・ブラウザはフレーム対応 HTML
・ISO-9660 フォーマット CD-ROM を読み出せる PC

翻訳文学総合事典 全5巻

■〈類書皆無〉翻訳文学の《全貌》を

明らかにした図説総合事典

翻訳文学総合事典刊行会（代表：川戸道昭・榊原貴教）編
B5 判・上製・総約 2,300 頁 978-4-283-00743-7 揃定価 132,000 円
［発行：大空社 / ナダ出版センター（共同出版）2009.11 刊］

＊ 目次を兼ねた年代順メニュー
＊ 索引を兼ねた「訳名一覧」「訳者一覧」
＊ 図書・雑誌・新聞を含む詳細な作家別
翻訳年表

（本体 120,000 円）

1. 図録 日本の翻訳文学（全カラー図版）／図説日本翻訳文学史 400 頁
〈図録＝全カラー〉明治・大正期に刊行された翻訳書から、時代を画した書、装幀のすぐれた書
を中心に見せる。〈文学史〉は近世（1573 年～）・明治期（～ 1912 年）を見せる。

2・3. 原作者と作品（1・2） 総 900 頁
日本で紹介された外国文学の時代像と作品の変遷（原則として明治初期から昭和 20 年までを
対象）を作家名五十音順に配列。内容は略歴、作家・作品像の引用、全集内容一覧、初訳の特
定とその後の訳の変遷（訳文冒頭と挿絵で紹介）、解説などからなる。収録作家約 100 名。
4. 原作者と作品（3）／シリ－ズ叢書・全集総覧 500 頁
シリーズ・叢書・全集は時代の趣向を反映する。その細目を洗い出し、カバー・口絵を可能な
限り紹介。明治期の訳者別翻訳年表付。
5. 日本における翻訳文学（研究編） 460 頁
28 名の研究者が文学・美術・音楽・教育等から多彩に論じ「翻訳文学」の全貌を究明。

児童文学翻訳作品総覧 明治大正昭和平成の 135 年翻訳目録 全8巻
川戸道昭・榊原貴教 編
揃定価 154,000 円 （本体 140,000 円）
B5 判・上製・総約 3,930 頁
［発行：大空社 / ナダ出版センター（共同出版）2005.6-2006.3 刊（全 4 回配本）］
■ 児童文学がいかなるイメージ・言葉で翻訳されてきたか、

訳例と挿絵で鮮明にたどる総合書誌
100 余頁、第一線の研究論考、作家別翻訳総合
年表、索引（訳者別翻訳、挿絵画家、出版社・新聞雑誌別）

■ カラー口絵

● 1 回 2 巻 ［2005.6］880 頁（口絵カラー 16 頁） 4-283-00434-0
35,000 円
1. イギリス編１
2. イギリス編２
● 2 回 2 巻 ［2005.9］1060 頁（口絵カラー 32 頁） 4-283-00435-9
35,000 円
3. フランス・ドイツ編１
4. フランス・ドイツ編２
● 3 回 2 巻 ［2005.12］950 頁（口絵カラー 28 頁） 4-283-00436-7
35,000 円
5. 北欧・南欧編
6. スペイン・ロシア編
● 4 回 2 巻 ［2006.3］1040 頁（口カラー 28 頁） 4-283-00437-5
35,000 円
7. アメリカ編
8. 千一夜物語・イソップ編
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＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

明治翻訳文学全集
編集

川戸道昭・中林良雄・榊原貴教
揃（本体）785,000 円

全 50 巻・別巻 2

巻

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

書名（頁数） 刊行年

シェイクスピア集Ⅰ（360 頁）1996.6

シェイクスピア集Ⅱ（380 頁）1996.10
シェイクスピア集Ⅲ（410 頁）1997.4
シェイクスピア集Ⅳ（450 頁）1997.10
スコット／ブロンテ集（380 頁）1999.12
ディケンズ集（430 頁）1996.6
スティーブンソン集（400 頁）1999.5
ドイル集（380 頁）1997.4
コリンズ集（350 頁）1998.11
ワイルド集（390 頁）1996.10
サッカレー／キャロル集（380 頁）1999.5
キプリング集（370 頁）1998.5
十八世紀イギリス文学集（360 頁）2000.4
リットン集（430 頁）2000.10
イギリス詩集Ⅰ（390 頁）1998.5
イギリス詩集Ⅱ（390 頁）1998.11
アーヴィング集（310 頁）1997.10
ホーソーン集（360 頁）1997.4
ポー集（390 頁）1996.6
マーク・トウェイン集（370 頁）1996.10
バーネット集（320 頁）2000.10
アメリカ詩集（320 頁）1999.12
モリエール集（380 頁）2000.4
ユゴー集Ⅰ（450 頁）1996.10
ユゴー集Ⅱ（440 頁）1998.5
デュマ父子集（400 頁）1997.4
ヴェルヌ集Ⅰ（380 頁）1996.6
ヴェルヌ集Ⅱ（410 頁）1997.10
ドーデ集（370 頁）1999.5
ゾラ集（400 頁）1998.11
モーパッサン集Ⅰ（390 頁）1997.10
モーパッサン集Ⅱ（400 頁）1999.12
フランス文学集（370 頁）2000.10
ゲーテ／ハイネ集（430 頁）1998.11
シラー集（350 頁）1999.12
プーシキン／レールモントフ集（360 頁）1999.12
ゴーゴリ集（380 頁）2000.4
トルストイ集Ⅰ（360 頁）1997.10
トルストイ集Ⅱ（380 頁）1999.5
ツルゲーネフ集Ⅰ（390 頁）1996.10
ツルゲーネフ集Ⅱ（360 頁）1997.4
チェーホフ集Ⅰ（340 頁）1998.11
チェーホフ集Ⅱ（350 頁）2000.4
ゴーリキー集（440 頁）2000.10
ドストエフスキー集（370 頁）1998.5
アンデルセン集（340 頁）1996.6
イプセン集（470 頁）1998.5
ストリンドベリ集（310 頁）2000.10
メーテルリンク集（380 頁）1999.5
イタリア文学集（440 頁）2000.4

別巻1 明治期翻訳文学総合年表（360 頁）2001.5
別巻2 総目次・総索引（290 頁）2001.5
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《翻訳家編》

（各巻）

全 20 巻

定価 16,500 円
（本体 15,000円）
・別巻を除く

ISBN
978-4-86688-111-9
978-4-86688-112-6
978-4-86688-113-3
978-4-86688-114-0
978-4-86688-115-7
978-4-86688-116-4
978-4-86688-117-1
978-4-86688-118-8
978-4-86688-119-5
978-4-86688-120-1
978-4-86688-121-8
978-4-86688-122-5
978-4-86688-123-2
978-4-86688-124-9
978-4-86688-125-6
978-4-86688-126-3
978-4-86688-127-0
978-4-86688-128-7
978-4-86688-129-4
978-4-86688-130-0

学術資料出版

大空社出版

＊

《新聞雑誌編》
全 50 巻・別巻 2

❖ご注文フォーム

巻

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

書名（頁数） 刊行年
三遊亭円朝集（310 頁）2002.6
福地桜痴・益田克徳集（470 頁）2003.7
井上勤集（460 頁）2002.6
坪内逍遥集（350 頁）2002.1
森田思軒集Ⅰ（370 頁）2002.1
森田思軒集Ⅱ（370 頁）2003.7
黒岩涙香集（380 頁）2003.3
森鷗外集Ⅰ（380 頁）2002.1
森鷗外集Ⅱ（390 頁）2002.6
二葉亭四迷集（360 頁）2002.1
原抱一庵集（330 頁）2003.3
尾崎紅葉・小栗風葉集（320 頁）2002.6
内田魯庵・嵯峨の屋お室集（350 頁）2002.6
馬場孤蝶集（400 頁）2003.3
松居松葉集（400 頁）2003.3
田山花袋・国木田独歩集（300 頁）2003.7
上田敏集（340 頁）2003.7
森皚峰・佐藤紅緑集（380 頁）2003.7
草野柴二・押川春浪集（360 頁）2002.1
小山内薫集（320 頁）2003.3

（各巻）

定価 16,500 円
（本体 15,000円）

ISBN
978-4-86688-161-4
978-4-86688-162-1
978-4-86688-163-8
978-4-86688-164-5
978-4-86688-165-2
978-4-86688-166-9
978-4-86688-167-6
978-4-86688-168-3
978-4-86688-169-0
978-4-86688-170-6
978-4-86688-171-3
978-4-86688-172-0
978-4-86688-173-7
978-4-86688-174-4
978-4-86688-175-1
978-4-86688-176-8
978-4-86688-177-5
978-4-86688-178-2
978-4-86688-179-9
978-4-86688-180-5

全 20 巻 総約 7,350 頁
揃定価 330,000 円（本体 300,000 円）

978-4-86688-131-7
978-4-86688-132-4
978-4-86688-133-1
978-4-86688-134-8
978-4-86688-135-5
978-4-86688-136-2
978-4-86688-137-9
978-4-86688-138-6
978-4-86688-139-3
978-4-86688-140-9
978-4-86688-141-6
978-4-86688-142-3
978-4-86688-143-0

《新聞雑誌編》＊《新聞雑誌編》編集協力
制作 ナダ出版センター
発行 大空社 1996-2001

《翻訳家編》

発行 大空社 / ナダ出版センター（共同出版）
2002-2003

		

【体裁】B5 判・上製・クロス装

978-4-86688-144-7
978-4-86688-145-4
978-4-86688-146-1
978-4-86688-147-8
978-4-86688-148-5

●詳細カタログ

978-4-86688-149-2
978-4-86688-150-8
978-4-86688-151-5
978-4-86688-152-2
978-4-86688-153-9
978-4-86688-154-6
978-4-86688-155-3
978-4-86688-156-0
978-4-86688-157-7

■ 全収録作品掲載
（原作者別に作品を探せます。）
＊ 冊子カタログ進呈、ご請求下さい。

978-4-86688-158-4
978-4-86688-159-1
978-4-86688-160-7
別巻・2 巻揃（分売不可）

4-7568-0319-9

揃定価 38,500 円

（本体 35,000 円）

全 50 巻・別巻 2 総約 19,800 頁
揃定価 863,500 円（本体 785,000 円）

＊表示価格は（10％税込）定価（本体）

❖ご注文フォーム

●詳細カタログ

学術資料出版

ナダ出版センター
（発行 ・ 編集 ・ 企画）

大空社出版
TEL:03-5963-4451
eigyo@ozorasha.co.jp

商品一覧

明治期グリム童話翻訳集成

黒岩涙香の研究と書誌

川戸道昭・榊原貴教 編 （翻訳研究・書誌シリーズ
（企画：ナダ出版センター、発行：アイ アール ディー企画）
B5 判・上製

全 5 巻揃 4-901061-05-4［1999.9 刊］ 定価 96,800 円 （本体 88,000 円）

グリム童話は明治期の日本にどのように入ってきたのか。明治期グ

リム童話翻訳を新聞雑誌等から復刻集成。明治期に訳された約 300

点から 167 点を集録。明治期全翻訳作品の「KHM 分類別翻訳一覧表」

「翻訳文学年表」を付す。

別巻 1）

黒岩涙香著訳書総覧
伊藤秀雄・榊原貴教 編著
A5 判・上製・244 頁

4-7727-0354-3
［ナダ出版センター 2001.6 刊］ 定価 6,050 円（本体 5,500 円）

「萬朝報」を舞台にして翻案された数々の涙香の作品はノベルだっ

たのか、
ストーリーだったのか。
［研究編］高松敏男「若き日の涙香、
最初の活躍 『大阪日報』への投稿と『政治月報』の編纂、川戸「ミ

ステリー作家黒岩涙香の誕生」、小森健太朗「黒岩涙香の訳した原

典の探索」／［書誌・解題編］伊藤「黒岩涙香著訳書総覧（日本た

明治期シャーロック・ホームズ翻訳集成
川戸道昭・新井清司・榊原貴教 編

（企画：ナダ出版センター、発行：アイ アール ディー企画）
B5 判・上製

全 3 巻揃 4-901061-06-2［2001.1 刊］ 定価 55,000 円 （本体 50,000 円）

いむす時代、絵入自由新聞時代、都新聞時代、萬朝報時代）
」
、伊藤・
榊原「黒岩涙香刊行図書書誌」
、伊藤「黒岩涙香年譜」／索引

夏目漱石の研究と書誌

（翻訳研究・書誌シリーズ

別巻 2）

ホームズは明治期の日本にどのように入ってきたのか。長年ホーム
ズ書誌を手がけてきた編者が協力し、明治期シャーロック・ホーム
ズの受容史を書誌年表と復刻で実現。探偵小説史のみならず、探偵

小田切靖明・榊原鳴海堂 著
A5 判・上製・318 頁

4-931522-10-6
［ナダ出版センター 2002.7 刊］ 定価 6,600 円（本体 6,000 円）

蒐集家と古書肆による詳細書誌（文献の要所・視点を引用）と研究。
小説が登場する 19 世紀イギリスを日本人が明治期にどのように受 ［内容］漱石研究の周辺（榊原）／「漱石本」の研究と書誌／「漱
容していったのかを知る上に恰好の材料を提供。
石研究文献」詳細書誌／漱石擬態本詳細書誌（
『吾輩は猫である』

日本における

パロディー 100 点）／研究文献著者索引

グリム童話翻訳書誌

（翻訳研究・書誌シリーズ 1）

川戸道昭・野口芳子・榊原貴教 編著
A5 判・上製・254 頁

日本におけるサミュエル・ジョンソンおよび
ジェイムズ・ボズウェル文献目録（1871–2005）
藤井哲 編著

4-931522-07-6［ナダ出版センター 2000.7 刊］ 定価 3,850 円（本体 3,500 円）

B5 判・上製・310 頁

一つの童話が他の社会に伝播されるとき様々な変移をもたらすが、 4-931522-11-4［ナダ出版センター 2006.6 刊］ 定価 7,700 円（本体 7,000 円）
グリムのメルヒェンはその典型である。［研究編］川戸「グリム童
18 世紀の文人 S. Johnson (1709-84) と日記作家 J. Boswell (1740-95)
話の発見 日本における近代児童文学の出発点」、野口「改変され
が、1871・明治 4 年から 135 年間に日本で受容・研究された文献
た日本の「白雪姫」 明治から現代まで」、中山淳子「「狼と七匹の
情報を年表形式にまとめ、日本の Johnson 学構築のための基礎材料
子山羊」の謎」
、虎頭惠美子「日本におけるグリム翻訳書誌 明治
とする。
期のグリム童話の本邦初訳について」／［年表編］グリム童話翻訳
年表（明治編、大正以降現代まで）、グリム童話 KHM 分類目録

日本における

ロシア文化の森へ

シャーロック・ホームズ

比較文化の総合研究
柳富子 編著

A5 判・上製・652 頁

（翻訳研究・書誌シリーズ 2）

4-931522-08-4［ナダ出版センター 2001.2 刊］ 定価 7,700 円（本体 7,000 円）

川戸道昭・新井清司・榊原貴教 編著 早稲田大学比較文学研究室の半世紀に及ぶロシア文化研究の成果を
A5 判・上製・280 頁

4-931522-09-2［ナダ出版センター 2001.9 刊］ 定価 6,050 円（本体 5,500 円）

［研究編］川戸「日本におけるシャーロック・ホームズ

その「古典」

化までの道すじ」
、日暮雅通「日本だけが特殊なのか？

ホームズ

物語の翻訳の変遷とその特殊性」、植田弘隆「ホームズ児童書史散

歩」
、新井「日本におけるドイル、ホームズ移入史余談」／［年表・
索引編］シャーロック・ホームズ翻訳文学年表（川戸・新井・中原
英一・榊原編）、シャーロック・ホームズ作品別索引

〈ナダ書房〉マイクロフィルム版史料
【総販売元】
学術資料出版

大空社出版
※各セットに収録資料の 「目録 ・ 解説」（冊子）
が付いています。 冊子のみでもお求めできます。
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1
2
3
4
5
6
7
8

書下ろしを含む 36 名の研究論文によって集成。第 1 部：ロシア文
化のなかのヨーロッパ、第 2 部：日本とロシア

ロシア文化の森へ

交流のなかで。

比較文化の総合研究 第 2 集
柳富子 編著

A5 判・上製・758 頁

4-931522-12-2
［ナダ出版センター 2006.10刊］ 定価 8,800 円（本体 8,000 円）

ロシア文化研究第一線の研究者 46 名による比較文学研究の最前線。

西洋文学移入史料集成
明治期翻訳文学書全集
近代日本黎明期文学書集成
明治初期文学雑誌集成
明治初期辞書集成 字類・字解・字引類
英学資料集成 国民英学会と中外英字新聞
明治期学術・言論雑誌集成
明治期社会科学翻訳書集成

9 明治前期地方自治制刊行物集成
10 月刊雑誌『自治機関』
11 近代日本軍隊関係雑誌集成〈陸軍の部〉
12 近代日本軍隊関係雑誌集成〈海軍の部〉
13 明治期産業翻訳書集成
14 明治期教育関係雑誌集成
15 児童教育史資料集成
16『工藝』
『月刊民藝』

