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芥川龍之介「切支丹物」研究の示唆となる事例も紹介
理論編で基礎知識を習得し、実践編で文献を読み進め、豊富な図版・付録・

コラム・用語説明で理解を深める、豊潤な言語学入門

キリシタン語学入門
2022 年 3 月刊行　好評発売中！　定価2,750円（本体 2,500 円＋税 10％）

B5 判・並製・カバー装・168 頁＋カラー口絵　ISBN978-4-8406-2245-5 C1080 ¥2500E

岸
（大阪大学准教授）
本恵実・白

（広島大学准教授）
井 純 編
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3. キリシタン時代の文法書

3. キリシタン時代の文法書

3.1. キリシタンの日本語文法に影響のあった文法家
　キリシタンの日本語文法に直接の影響を与えた文法家は、当時のスペイン最大のラテン文法家
で初のス

＊p.68
ペイン語文法の著者でもあるアントニオ・ネブ

＊p.125
リハと、イエズス会の標準ラテン文法を

著したマノエル・アルバレ
＊p.57
スである。ネブリハの『ラテン文典』は、1481年の初版以来、1599

年までだけでも 200以上の版を重ねた。
　これより古い文法家であるドナトゥス、プリスキアヌス、更に遡ってディオメデス、クィンティ
リアヌス、ウァッロ、…といった名は、いずれもネブリハやアルバレスの引用中に現れるだけで、
キリシタン語学書が独自に引用するものではない。また、アルドゥス・マヌティウス、デスパウ
テリウス、ス

＊p.72
カリゲル、及びポルトガルのカルドーゾのラテン文法も、同時代ではあるが、これ

らは、キリシタン語学書には、何の影響も与えていない
様である。
　ネブリハのラテン文法には多数の版があるが、キリシ
タン文献に歴然と影響があるのは、その第 3版 edición 

extensa（広本）で、これは中央に本文を置き、周りを
小活字の scholion（教授用注）で囲んだ大きな folio（二

折）判である。現存初出は 1495年サラマンカ版（図、エ
ル・エスコリアル図書館等に所蔵）。別に、注を除いた第 3版
edición abbreviada（略本）が、比較的小さな quarto（四折）

判として並行して出版され続ける。「第 3版」という呼
称は、Nebrija自身が（後になって）tertia editio（第 3版）

と書いたためで、初出には無い。初版（1481）と第 3版（1495）

の間に様々な試みの版が現れるが、一括して「第 2版」
と呼ばれている。（ネブリハの諸版は、Martín Baños 2014に詳

しい）。
　アルバレスのラテン文法は、イエズス会が標準の文法
として、それ以外の教授を禁じたために、（当然ながら）

イエズス会の日本語文法に強い影響力を持つ。

61. Qua vtendum grammatica. Aequum est nostris in scholis non aliam, quam P. Emmanuelis 

Aluari Grammaticam exponi. Quod si quotidianis fere experimentis compererit 

Praepositus Prouincialis illam accuratioris esse methodi, quam in sua Prouincia ferat 

puerorum captus, licebit aut vti 1Emmanuele in Romanam methodum nuperrime redacto, 

aut consulto Praeposito Generali illam 2alia quapiam ratione suorum consuetudini, & 

ingenijs adaptare, salua tamen ipsa vi ac proprietate omnium praeceptorum Emmanuelis. 

図　Nebrija(1495) Introductiones latinae 
(71r) Real Biblioteca de San Lorenzo de el 
Escorial本
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第 2部　実　践　編

6.2. 落
ら く

葉
よ う

集
しゅう

―定訓に基づく漢字表記の整理―

図 1　標題紙

6.2.1. 標題紙と本文冒頭（イエズス会文書会蔵本）

図 4　「小玉篇」本文冒頭図 3　「色葉字集」本文冒頭

図 2　「本篇」本文冒頭
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第 2部　実　践　編

6.1. 日
に っ

葡
ぽ

辞
じ

書
し ょ

―日本語・ポルトガル語の対訳辞書―

6.1.1. 標題紙と本文冒頭（ブラジル国立図書館蔵本）

 　本文冒頭は Dos vocabulos que comecam polla letra A（Aの文字から始まる語彙）に続いて、見出
し語「A.［あ］」から始まる。

6.1.2. 基本書誌
正式書名　Vocabulario da Lingoa de Iapam com a declaração em Portugues, feito por alguns padres, 

e irmaõs da companhia de Iesu.（イ
＊p.85

エズス会のパアデレ達とイルマン達によって編纂され、ポ
＊p.68

ルトガル語

の説明を付した日本語辞書）

成立・刊行　1603年・長崎にて本篇刊行、翌 1604年・同じく長崎にて補遺篇刊行　
著編者　不明（複数のイエズス会のパアデレ・イルマン）

構成　標題紙・許可状・認定書・序文・例言・本篇・補遺篇
（但し、ボードレー本は許可状・認定書の順番が逆になっており、パリ本・リオ本はそもそも許可状と認定書の

両方を持たない。エヴォラ本は許可状・認定書の順序は正しいが、その前に序文・例言が配されている。）

判型　クワルト
言語・活字　日本語・ポルトガル語、ローマン活字・イタリック活字
所蔵　オックスフォード大学ボードレー図書館（イギリス）、エヴォラ公共図書館（ポルトガル）、
フランス国立図書館（パリ本）、ブラジル国立図書館（リオ本）　この他、写本がアジュダ文庫（ポ
ルトガル）に所蔵されている。また、かつてマニラのサント・ドミンゴ修道院文庫に収められ
ていた本もあるが、戦後行方不明となり、2021年現在依然として行方が知られていない。マ

図 1　標題紙 図 2　本文冒頭
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6. 4. 羅葡日辞書

6.4. 羅
ら

葡
ぽ

日
に ち

辞
じ

書
し ょ

―ラテン語・ポルトガル語・日本語の対訳辞書―

6.4.2. 基本書誌
正式書名　Dictionarium Latino Lusnitaicum, at Iaponicum…（アンブロシウス・カレピヌスの 1巻より抜

粋したラ
＊p.68
テン語・ポ

＊p.68
ルトガル語・日本語の辞典。地名・人名を含む固有名詞と他の用例の少ない語を割愛した

うえ、語の全ての意味と模範的用法を付け加えた。ラテン語を学ぶ日本の若者および日本語の習得に努めるヨー

ロッパ人の使用と便宜のために。）

成立・刊行　1595年・天草にて刊行
著編者　不明（複数の外国人宣教師・日本人イルマン（修道士））

構成　標題紙・序・本文・補遺・正誤表
判型　クワルト
言語・活字　ラテン語・ポルトガル語・日本語、ローマン活字
所蔵　オックスフォード大学ボードレー図書館、フランス学士院図書館、ライデン大学図書館、
ロンドン大学 SOAS図書館、北京国家図書館、（サンクトペテルブルク大学図書館？）

　　オックスフォード本は勉誠社（1979）、フランス学士院本は清文堂出版（2017）の影印がある。
この 2本は保存状態が良く、異同は少ない。その他、北京にある 2部のうちの 1本の影印とし
て東洋文庫（1951）もある。近代、ベルナルド・プチジャン（Bernard Thadée Petitjean, 1829-1884）

6.4.1. 標題紙と本文冒頭（ボードレー図書館蔵本）

図 1　標題紙 図 2　本文冒頭

https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2230
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2230


カラー口絵
本書を使われるかたがたへ 岸本恵実・白井　純

1. キリシタン文献とその歴史 岸本恵実
2. 研究史 白井　純
3. キリシタン時代の文法書 黒川茉莉・豊島正之
　〔コラム〕実務家としてのロドリゲス 岡美穂子
4. 印刷技術 白井　純
5. 日本語学の枠組みを超えて 岸本恵実
　〔コラム〕東西コスモロジーの出会いとキリシタン文献
 平岡隆二

6. キリシタン語学書を知る
6. 1. 日葡辞書

―日本語・ポルトガル語の対訳辞書― 中野　遙
6. 2. 落葉集 ―定訓に基づく漢字表記の整理― 白井　純
6. 3. 日本大文典・日本小文典 ―通事ロドリゲスの文法書―
 豊島正之
6. 4. 羅葡日辞書

―ラテン語・ポルトガル語・日本語の対訳辞書― 岸本恵実
6. 5. 天草版ラテン文典

―イエズス会標準ラテン文法の日本語対応版― 黒川茉莉
6. 6. ドミニコ会 コリャード文典

―イエズス会とは異なる視点から編まれた文法書― 岩澤　克
　〔コラム〕イエズス会とドミニコ会

―ふたつのローマ字表記体系の差異が示すもの― 山田昇平

7. キリシタン文学書・宗教書を知る
7. 1. 日本語ローマ字本（口語）と CHJ の使い方　平家物語

―口語訳された『平家物語』― 川口敦子
7. 2. 日本語ローマ字本（文語）　サントスの御作業

―写本と活字本の比較からみえるもの― 白井　純
　〔コラム〕キリシタン文献・ローマ字本の
　　　　 分かち書きについて 千葉軒士
7. 3. 日本語国字本（1）　どちりなきりしたん

―日本で 4 回出版されたカトリック教義の基本書― 白井　純
7. 4. 日本語国字本（2）　ぎやどぺかどる

―“退悪修善の道理”を説くキリスト教修徳書― 折井善果
7. 5. 写本　バレト写本

―日本語訳された福音書・聖人伝など― 川口敦子
　〔コラム〕キリシタン語学研究の今後 丸山　徹

8. キリシタン版を読んでみる 白井　純・岸本恵実

キリシタン文献へのアクセス方法 岸本恵実・白井　純
参考文献 岸本恵実・白井　純
ポルトガル語・スペイン語・ラテン語の調べ方
 豊島正之・折井善果
仮名・ローマ字綴り対照表 千葉軒士・山田昇平
仮名字体一覧 白井　純
索　　引

目　　次

実 践 編

理 論 編

付　　録

① キリシタン語学の入門ガイド
　16・17 世紀、信長・秀吉・家康の生きた時代、
カトリックの日本宣教のために作成されたキ
リシタン文献。日本語の歴史を明らかにする
このキリシタン文献の最新研究をふまえて、
平易に解説。研究・教育でキリシタン語学に
関心のある人々が座右に備えるべき入門ガイ
ド誕生。研究上の手引きとしてだけでなく、
大学生・大学院生に指導する際の手引きとし
ても有用。

② 国際的・学際的な研究をふまえた最新解説
　宣教師たちの使用言語であるポルトガル語・
スペイン語とラテン語、および日本以外の
宣教地域の言語を視野に入れた、Missionary 
Linguistics（宣教に伴う言語学）の資料として、
国際的・学際的な研究がすすむキリシタン文
献。その豊潤なエッセンスを、13 名の執筆者
が最新研究をふまえ、平易に解説する。

③ 理論編で基礎知識を身につけ、
　 実践編で文献を読み進める
　概説と最新の研究成果を紹介した理論編と、
個々の文献の扱い方を学ぶ実践編の2部構成。
相互に参照しながら実際に文献を読み進める
ことで、大学生・大学院生が研究テーマを見
出し、レポートや論文の執筆につなげられる
ように構成。キリシタン文献の実例を挙げ、
実際に読みすすめる。

④ 充実の付録・コラムと豊富な図版
　カラー口絵など、多数の図版を収録。くわ
えてキリシタン語学に関わる重要な用語に語
句解説を加える。多分野にわたるコラムや、
手もとに置いて役に立つ付録も充実。

本書の特長

『キリシタン語学入門』
試し読み

➡

https://catalogue.books-yagi.co.jp/files/pdf/d9784840622455.pdf
http://試し読み


【キリシタン関連書】

〒 101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-8　Tel:03-3291-2961 ／ Fax:03-3291-6300
pub@books-yagi.co.jp　https://catalogue.books-yagi.co.jp/　　 ＊定価は 10％税込みです。

「引く」日葡辞書から、「読む」日葡辞書へ――

キリシタン版日葡辞書の解明
中野 遙著
定価 11,000 円（税込）・A5 判上製・カバー装・258 頁　ISBN978-4-8406-2242-4

400 年前の中世日本語や生活風俗など、歴史・文化・言語を知る第一級資料・日葡辞書。
本書はその入門書ともなり、多数の図版と豊富な事例を例示し辞書編纂の舞台裏を垣間見
る。日本語学・版本書誌学・文献学に貴重な示唆・新見に富む論考を収録。

【2021 年 3 月刊】

【2020 年 7 月刊】キリシタン版のことば、ポルトガル語からのアプローチ

キリシタン世紀の言語学
丸山 徹著
定価 13,200 円（税込）・A5 判上製・カバー装・376 頁　ISBN978-4-8406-2244-8

400 年前にカトリック宣教師が日本での布教のために出版した日本語の語学書について、
ポルトガル語で書かれた自筆本とキリシタン版（版本）を克明に対比。キリシタン語学書
にポルトガル語の側から光を当て言語学的に解明。

―大航海時代の語学書― 重版出来

英国人ボクサーのキリシタン通史の名著を日本語翻訳　

キリシタン世紀の日本
C・R・ボクサー原著／高瀬弘一郎訳
定価 16,500 円（税込）・A5 判上製・函入・728 頁　ISBN978-4-8406-2238-7

葡・西・蘭・仏・日など諸国語の膨大な原史料と研究を読み解き、大航海時代の歴史を広
い視野から透徹した名著を、日欧交渉史の泰斗による翻訳・解説で初刊行。キリシタン時
代の日本を世界史的に俯瞰、キリシタン布教は大航海時代の所産であることを明確に示す。

【2021 年 6 月刊】

日本初の金属活字による出版活動を徹底解明

キリシタンと出版
豊島正之編　 　★第 35 回日本出版学会賞

定価 8,800 円（税込）・A5 判上製・カバー装・378 頁　ISBN978-4-8406-2207-3

日本初の金属活字による出版活動を徹底解明。16・17 世紀日欧交渉史・思想史・技術史・
出版史・言語史・書誌学の第一線の研究者が、日本イエズス会の出版・布教活動を、あら
ゆる角度から再考し、新たな知見を惜しみなく盛った最新の論叢。カラー口絵 8頁。

【2013 年 10 月刊】

https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2225
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2228
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2228
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2227
https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/2227


2016 年刊行　定価 10,780 円（本体 9,800 円＋税 10％）

2016 年

https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1525
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2015 年刊行
● A5 判上製・カバー装・460 頁

●定価 9,900 円（本体 9,000 円＋税 10％）

https://catalogue.books-yagi.co.jp/books/view/1435


◆従来の晶子研究に見落とされがちであった寛（鉄幹）の具体的な役割を再検証。
「鉄幹が晶子の天才を得たことは美神の恩寵であろう、そして鉄幹がいなければ
晶子も存在しないだろう」（保田与重郎）という言葉に象徴される両者の関係を
解き明かす。

◆晶子における平和思想、海外体験に裏付けられた鋭敏な国際性など、詩歌の天
才という見方だけではとらえきれない女性表現者としての軌跡を丹念に考察。

屹立する近代女性表現者と稀代のプロデューサー、
その知られざる絆の秘奥に迫る！
新たな切り口で臨む与謝野研究の道標！

与
よ

謝
さ

野
の

寛
ひ ろ し

晶
あ き

子
こ

論
ろ ん

考
こ う

―寛の才気・晶子の天分―
2013 年 5 月刊行【好評発売中】　定価 4,180 円（本体 3,800 円＋税 10％）

A5 判・上製本・カバー装・280 頁　ISBN978-4-8406-9688-3 C1095 ¥3800E

太
お お

田
た

　登
の ぼ る

〒 101-0052　東京都千代田区神田小川町 3-8
Tel:03-3291-2961 ／ Fax:03-3291-6300　pub@books-yagi.co.jp　http://www.books-yagi.co.jp

相関的に複眼的に� 作家・与謝野晶子倶楽部会長　難
な ん

波
ば

利
と し

三
ぞ う

与謝野寛（鉄幹）と晶子との末娘である森藤子さんから、ある催しの席上で直接に「父
のこともよろしくお願い致します」、と言われたことがある。娘としては、母が主であり
父は従であるというような世間一般の見方に耐え難いものがあったに違いない。そうし
た晶子が主菜で寛は添え物のような扱いは、研究面でも大して変わらないようである。
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や国際感覚を培養したのか、その世界と日本に向けられたまなざしの意味を考察。
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