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アカデミア編纂の
古典文学全集」の意義
編纂の「古典文学全集」
レアルアカデミアのミッションの一つである スペイン語の文学、特に古典文学の伝播と保存を目的に編纂された。
ほぼ１世紀半にわたる調査・研究の末についに、レアルアカデミアが到達すべき水準に達したこの全集が発行される運びとなった。
El artículo primero de sus estatutos establece que la Real Academia Española “divulgará los escritos literarios, especialmente clásicos, .. y procurará
mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han cultivado con gloria nuestra lengua”. Todos los intentos académicos de observar
esos mandatos, a lo largo de exactamente un siglo y medio, resultaron frustrados. Era tiempo de que la RAE cumpliera el proyecto a que la obligan sus
estatutos poniéndolo a la altura de las exigencias científicas, las posibilidades técnicas y las necesidades de los lectores actuales.

フランシスコ・リコの監修による本シリーズは、改訂改良版となり、レアル・アカデミア版として継続され全111巻を予定している。
La base de la BIBLIOTECA CLÁSICA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA es la colección diseñada y dirigida por el académico Francisco Rico. A los
títulos que originariamente vieron la luz en esa colección y que ahora aparecerán en versiones renovadas y puestas al día, vendrán a añadirse las
ediciones que la RAE tiene ya encargadas, hasta alcanzar un canon de 111 volúmenes.

本全集は、スペイン・ラテンアメリカ諸国の重要な文学の伝統の集大成である。
La BCRAE contiene las obras que pueden considerarse el núcleo esencial de la tradición literaria española e hispanoamericana hasta finales del siglo
XIX.
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※予定刊行数は全111巻
※発行ペースは研究寄稿の進捗状況によって
前後いたします。
※2011年2012年各発行
タイトルは右の通り。

■2011年度発行タイトル

■2012年度発行予定タイトル

Cantar de Mio Cid
Gonzalo de Berceo,
Milagros de Nuestra Señora
Antonio de Nebrija, Gramática sobre la lengua
castellana
Fernando de Rojas (y “antiguo auctor”), La
Celestina
“Lázaro de Tormes”, Lazarillo de Tormes
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de
la conquista de la Nueva España
Francisco de Quevedo, La vida del Buscón
Lope de Vega, La Dorotea

Pero López de Ayala, Rimado de palacio
Fray Luis de León, Poesía
Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache
Miguel de Cervantes, Entremeses
Lope de Vega, La dama boba, El perro del
hortelano
“Tirso de Molina”, El vergonzoso en palacio
José Zorrilla, Don Juan Tenorio
Benito Pérez Galdós, Miau
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