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謹んで新春の

お慶びを申し上げます� 

200 0年� l丹

皆様2000年明けましておめでとうございま

年初のお忙しい1やそ多数お築まりいただき、また昨年

よりも� 2割強という大勢の方々にお集まりいただき、た

いへん婚しく感じているところでござ、います。

昨年、日本洋書協会と名称、与を変えて名実ともに新しい

年を迎える、本日はその新年会でございます。只今斎藤

文化厚生委員長からご案内がありましたが、本日は、日

本出版取次協会会長の上瀧博正様、ならびに日本雑誌協

会路事長の石JI]If脅j多様、さらに日本書籍出版協会か

務理事の五味俊和様にご来賓としておいでいただきまし

た。ご出席織に有幾重うどぎいました。心から御礼申し

上げます。ご来資の時様方は日;本の出版界を背負ってお

られる方々であり、またご米場の皆様方は日本の洋書業

界を背負っている方々でございます。

自
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事長 鈴木信夫

きて、� 2000年とゆしますと20tlt紀の章受終年ということ

にもなるのですが、やはり最終というよりは何かが始ま

るほうが日当たりの良い言言葉になるのではないかと思い

ます。いろいろな所で謝く言畿はやはり� 1900年代が終わ

り2000年代が始まという、「始まる年Jのところに

るように態います。そこで、この節目に探して

若干振り返ってみますと、我が洋護協会は昨年の� 3月ま

では洋書輸入協会という名前でご窓、いました。戦後

の敗戦による荒廃の中、その復興のために、飲米先滋障

の先端的な知識や技術を取り入れるために、あるいは文

北安戦後日本の復興の知惑として使うために、皆さま;ぢ

が本当に長い錦、� 50年間といってよろしいかと思います

が、ど努力そなさいました、その過程でとの協会が生ま

れました。私も創立当時のことはよく分かりませんが、
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現在会報iこそ り返るエッセイが載っておりま 様方のデータベース iこワンクする、皆様方の会社にすン

す。そうした、協会の活動の 1:[:1で混在のビジネスとの提

わりで…番深かったことは、やはり海議販という総入出

張物;こ欝わるコどー ございました。今ほどコピー

機が普及しておりませんでしたから、コピーそのものが

実は出版活動としアンダーグラウンドに行われるという

ような事実が実際よありました。そうした、我々のどジ

ネスの睦害要因を如何に排除するかということが当時の

洋書輸入協会の最初の大きな仕事であったと思います。

同じように、様々な形の、例えば外鍵の割り当ての問題

とか、当時この商売を行うために必婆であった政治的・

経済的な支援、あるいは秩序作りといった挙柄に多くの

力を発揮して、この協会の居室5たが今日まで刻まれて参り

ました。

その後の日本の発践のr:tで我々 もありましたし、

我々の企業の基盤作りもるつ 今日の状認を

端的に表現するといたしますと、 いうこ

との中に全てが説明され得るような気がいたします。特

に出版物の著作権問題といいますか、コピー問題が新た

なテーマとして生まれてきております。これからの、特

に2000年以降のそうした新しい技術と出版という分野に

おける秩序とが我々のビジネスに如何なる関わりを持つ

のかということを考えますと、問答嬰臨も含めでたいへ

ん新しい材料が沢凶出てきております。そうした状況に

対して我々がこのビジネスを進める上で必裂なことを、

日本の出版界全体の課題の中のーっとしてこれから取組

りたいと患います。それがこ JA設の大i!5

なテーマになるのではないかと考えます。

次;こ、実務的な次元で、昨年…年期協会とし ま

したこと安多少おさらいをさせて頂きますと、…つはダ

イレクトリー委員会に主たるお騒いを数しまし

いという ζ とにはなろうかと思いますが、洋議協会とし

てのホームページを今年はオープンいたします。つきま

しでは、皆様方でそのホームページの内容のクオーリテ

イ いくために、ぜひご協力を賜りたいと存じま

ダイレクトリーそのもののコストの合酸化の

ために始めた作業ではございますが、実質的にはそこに

開かれたホームページが臼本のマーケットにおけ

および外欝雑誌あるいは新しい媒体に爵わるどジネスに

ついていろいろなテーマを持つだろうというふうに考え

ます。そうした様々なテーマが協会のホームページそ滋

じT被ける、また海外からそのホームページを議じて後

クするという展開に持って行ければと考えております。

ご協力の下iこ、日本でこの種のど

ジネス っている人々にアクセスするには JAIPの

ホームベ いという評価を得られるような、

高いクオーリテイ った内容に育てて蛋きたいと患い

ます。 ります。

それから、共同物流に関わる幾つかの調査と実験を行

い、相当時聞がかかりましたが、昨年末 iこ8社の会員の

方々がこの会問へ参加の名乗り安あげて下さいました。

そこからスタートさせます。ぜひ皆様方にもご興味がご

ざいましたら、 るかどうかということをご検

討頭ければと 小ームページの M設と共需物流

の二つにつ したが、さらに詳

しくは5丹 したいと忌います。

さて、今年のテーマ いものはやはり消

費税だろうと考えておりま 課税業者と非課

税業者という差53IJがどう箆ても公正な取引を臨害してい

るというように判断せまる後得ないという我々の考え方、

他方その点に関する法務IJ当局あるいは大蔵省の判断ない

し税務当局の考え方とが、 る所とそうでない所が

あるという問題でありま もちろん、マーケッテング

上の団体行為となりますと ござ‘いますので、

十分に公正取引委員会織の きながら、我々が

現実に受けている公疋取ヲ とでもいいま

しょうか、それに対する公正な るという

方向で、泊費税問題安追求してみたいと ります。

それ以外に昨年は、例えばエノレゼ、

どがありましたが、協会とし き

い反応ができたと患いますので、今年らぜひ、皆殺方が

情報として共有したほうが良いと考えるものにつきまし

てはできるだけ同様の機会を設けることによって、

の椅様方にお返しできればと考えており"*

幾っか言い残したことも多いかと思いますが、時期も

ございますから、こ

わる幾つかの手がかりのようなも ところ

で¥あとは皆様方の積極的なご参加と し

したいと患っております。それマは2000ま与のス

タートを説い皆様方のご健勝と

たしまして、 fおめでとう jという 3言葉で乾杯を致した

いと患います。

〈新年賀話交換会でのご挨拶から採録しまし 
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く2000年紀の幕開けを迎えて〉
一殺事の皆さんに抜魚を語っていただきました一

新年おめでとうご笈います。厳

しかった一九九む年代が終わり、

二千年という大議な節告の年を迎

えました。相変わらず厳しいどジ

ネス環境ですが、新しいミレニア

ムを迎え、気持ち

く仕事に取り緩んでおられること

と患います。

当協会も名称が変吏され、新しい{命館も増え、活動が

活発になってきました。線事会では毎由理事長が出席さ

れ、ワーダーシップを発揮されているので、私を含め理

うっかり dfぎれませんG 協会の仲間で一緒にもっと

(何かをやろうという気還が出てきました。今年も出来る

ところはカを合わせて仲良く元気にやっていきましょう o

詩文年もどうぞよろしくお醸いします。 渡辺正綴

洋書輸入協会から臼本洋勢協会

と協会名を改訂され新しく主主れ変

って河出発の慈気込みを何となく

感じヤら.'f成12年、 2000年のミレ

アムを迎えました。

昨日の縦長が今日であり今日の

延長が明日につながるとは…機に

いと同様、 10年前の日本は経済大器役界第一位と、

すてケ 緩めて楽観的に右隠上がりの経済が当然のものと患って

いましたがそれはバブルと云う れるには余り

にら大きな経済のダメージでした。

この窮境をさ手くも脱しつ'>21段紀の革審問けを間近にひ

かえた今、これまでとは違った意味での厳しいリストラ

クチャリングを進め自力癌後与をはかること

とされる様に感じます。 Cのことは我が業界にとっても

只独与免れうることが出来ないこと〉考えます。今年こ

そはより一!議会員の皆様と互いに力を合わせて業界の体

1活性化に努力し重留する課題に取り組んぜ行き

たいと惑います。

大きな節昌としてお世紀と 2lt邸況の壌自の肢(竜)

に悶んでこれら課題の解決がまさしく画道点務となるの

ではないでしょうか。 中林三三十三 

洋害警の総入は迷く明治時代iこ湖

く西洋文化や技

し℃輸入販売したこと

西洋文化

の輸入は他の商品、たとえば外車

や輸入食品におけるヤナセや明治

崖が、我国の蜜絡!露や知識階級が

上客であった ζ とと似通っており、洋警輸入もひとつの

文化ではなかったかと考えられま

今日では洋議輸入飯売は他の商品と向様に単なる流通

となり、その側格 tニスピードが第一に求められ

ております。しかしながらこの現象は殺に海外で作られ

た商品をそのままお客様に提供しているということです。

海外の文化や技術をそのまま移転するだけでなく、

のお季客様が求めるコンテンツを自版社と共同で説作し、

これらの商品安迅速にかっ正磯に遥IE江価格で提供して

いく事が求められておりま

世はグローパ Jレなインターネットの時代、我々にもき

っと次の飛E震のチャンスが米るものと書じております。

出JII 際司

「好不況は世の常j とはいえ、

国のほぼ全企業を巻き込んだ過去 

10年余りの不況の要認が、実は関

際社会でもはや整合牲を失った臼

本の社会燦業構造にその病根があ

った泰司と我々はどうしてもっと早

く気づかなかったのでしょう?

幸いにも私共は協会設立当時に策定された規約と、今

日あるべき協会の姿と休館の克直しの必要に気づき、昨

年その改善が…来たされました。今年;主、昨年に引き続き、

文化厚生、会員増強摘委員会を通じ、

協力を得て、協会活動に非カ乍 せて頂く所存で

す。 議事議 純主主 
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日本人は役界の主要先進関のな

かで多分一番外留語に弱し

はないかと思います。副院の本離

れ、洋警離れが敢憶される昨今、� 

21t立紀を担う世代が少しでも本に

触れ、タト顎認に親しみ、文化的に

も学術的にも臼本の国際性与を獲に

高めることは国家的な使命です。当協会としては関連す

る出版関連業界と漣携し、これらの問題に取組み、洋書

と適切な流i樹木制の確立、ならびに著作権の保護

を自的としてその事業を推進することが益々重要となっ

ご限解とど協力を切にお願いまが

会原優�  

j理事会報告� j 

12}J20日(月)� 

l.v総 した。� 

2.以下の報告を了承した。� 

.2000年の幕最善けにあたり会報� 1f:l し、

全理事のコメント会掲載する。ミ左 に相応しい

腕り色とする。

4罰イ本の代表者に新年賀詞交換会への

った。(広報・

・東京臨際ブックブスア「オランダ年Jブースの運営

にあたり、日本番籍出版協会及び日本;出版取次協会

の全閥的な支援が得られることになった。

-新年賀詞交換会の出席者数は前田を大幅に上@]る見

通しである。(文化厚生委員会〉�  

2次勧誘を正・賛助併せて10数社に対して実施す

る。(会員増強委員会〉

「共同物流」への参加は議終的に� 6社となった。実

施iこ向けて12月17日に突後説明会を開いた。� 

3.ダイレクトリー電子化にあたり、システム開発及び

維持・管現費用の負担を新たに会員に求めることは当

面避ける。� 

4.ユサコ鱗縫波取締役より「消費税問題に関する

について経過報告があり、こ


対応;を陸新年度の課題とする� ζととした。


西暦2000年のお正月、あれもこ

れもと持ちきれないほどの顕い事

姿態に乗せ、伊勢神話に参拝して

きました。大きくは想;界から戦争

や飢餓がなくなりますように、小

さくは私立〉パソコン操作がよ漆し

ますように。それらの願い事のな

かに日本洋警協会がその会員共々さらに充実発展します

ように、も当然ありました。大きな会社も小怠な会社も

分iこ裕Jbし、共存共栄できる環境が醸成されますように。

神様も大変でしょうがお願いし淡す。 坂下華経雄

(新富・鶴両理事のこゴメントは 2f:l ります。)

|委員会報告 jくダイレクトリー委員会〉

ダイレクトリーの電子化� i膜課!こ進行中

ダイレクトザ一 ですが、� l

月13日開催のダイレクトワ 進渉状況と

今後の予定が次の通り磯認されました。

・会員名簿一1999年販の� 

-代潔成出版物ワストーテストデータを、護者E7-8 

社から収集中。� 2月米までに評価版ぞ完成。

・3月初旬;こ会箆の仕入担当者を対象に説明会藷縫の

予定。

新会員を紹介します� 

Tel:03-3238-6645 Fax:03-3238-6618 

:代表取締役社長筒井博氏

;航空・海上i護送、通関、倉庫業他� 
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|委員会報告|く文時生委員会〉

フォーティ…・ラブ秋響合窓報告

些か|日j務iこ属するが、昨年の11月6自に秋季合宿与を常

宿のひとつの袴久井湖ブチどうにて認催した。析からの

産業状況の設咲のためか、秋の学会シーズン真っ綴りの

ためか参加者は20名には寝かなかったが、初参加の飯島

さん〈ユサコ〉も、テニス後始めて3年とは$1]底思えぬ

腕前を発捕されていたo

茨城ニドリスト教大学の島問教授は、� f洋泰輸入協会会

報Jの中で、「パソコン・務楽・スポーツ 高齢者の

しみJ(Vo1.32 NO.12 1998年12月

になっていらっしゃる。それを再録すると一一

肝不;湾専門のj弓僚の先主主に開いたところでは、俸をとっ

てもエンジョイできるスポーツは、…つはテニスでもう

一つはスキ…だそうだJ とある。私事で諮絡であるが、

私も劉さんという超70才の人と時々プレイすることがあ

るが、年を感じさせない腕前に感綴している。何故この

ようなことを書いたかと斎うと、 んが、この

クラブは出版健保のテニス大会の様な激しいクラブだと

患われて醸路っていらっしゃったからである。年務三者が

若者に勝つこともしょっちゅうあるクラブであることを

述べたかったのである。これを読んで「我こそはJと患

う若者たちの参加を待っている。

今年度の合宿は、� 4月・ 5月.8月・ 11月とまだ 41m

しか開催していない。従って、あと一回開催しなければ

ならないが、ぞれは、� 2000年3月4自に湯河原の合術と

して予定している。穫だと東京から東名経由で90分-100

分。また、東京駅から� JRの各駅停車で約一時鵠半、遂

童も1，620円と手軽に行けると，思う。(新幹線を使えばも

っと早い。)南斜耐の温暖な地でのテニスの後の源泉と

きたら本当に楽しそうだ。析しも湯河僚温泉では「綴の

宴Jと称して観光協会が“滋河原線泉芸妓の舞"等さ

まざまなイベントを計麗しているようである。とりあえ

ず約3000本の紅梅・白梅が咲き競い合う湯河原梅林など

も一見の価値があるだろう。乞うど期待グ

因みに、その後の2000年の合宿も3長年度になるが計闘

中で、ある。� 4Jiの 2~鐙Elか 3 週自には慣例iの津久弁溺の

“花見合街 "0  5 Ji20日(協会総会予定日の翠日)の

“箱根合宿"などである。今年も楽しい合宿安調{援して

いきたい。(フォーティー・ラブ幹事 柴沼厚生)

ユサコ株式会社

ユサコ株式会社(英文名� U8ACO CORPOPA同� 

TION)は西暦2000年iこ創業50)i翌年を迎える

ります。ユサコの起擦は昭和吉年に溜

り、放山)11際雄会長が創業した山川商会から数えると、

第二次世“界大戦中の中断裁を除けばほぼ60年の援史を

持つ会社で、戦後、� 1950年にユー・エス・ニEシアデッ

ク・カンパニーとして再発足、� 1983年に現在の社名で

あるユサコ株式会社となりました。戦前よりー資して

科学技術、医学分野の外鴎雑誌や港内書の輸入に

り、今日でもこの分野が当社の主力販売務品でありま

東京都滋区東麻布2了悶17番12号� 

Tel : 03-3505-6161 Fax: 03-3505-6281 

1968年iこ米盤� 181社と総代理詰契約を結び、これを

機に情報サーどス産業に参入、今日のインターネット

待代にY ッチしたサイエンス・インフォメーション・

サ…どスを印席目物から電子メディアに至る広いメディ

アでネットワークする会社となりました。� 21tJ:l:*i3の更

なる発震のための慕磯作りとして、昨年12月、当社は

オフィスを新橋より東麻布に移し、次の世代による今

後のユサコの発震を目指しております。� 

uJJII 隆奇

http:J(Vo1.32


新しいミレニアムは日本か告発言?

島岡丘

新しいミレニアムに突入した。心配容れた� Y2K問題

もどうやらク� 1)アできたようだ。� 1000年に一度しか訪れ

ない人類の歴史に直面して、心ある年務省はより良い� 

1000年史が描かれるように、どのような舵取りをする

かを日々考えているようだ。

思予や娘が� fミレニアムつてなに?と開いて米たら、

親は、それは1000年という意味だよパと25え、� 2000年

はキラストの誕生から2000年誌になると答えるfごろう。

はそれで良いのだが、しかし、実際のキ� 1)ストの

その後の語査で、西暦前2停か� 3年らしく、し

かも語民主は12Ylでなく、秋であったらしいの また、ぷトワ

ストの誕誌について書かれた禦替の記事はやリストの死

後初年くらい縫ってから、つまり、西勝60年明と容れて

いる� (cf.MAINICHI WEEKLY 12・

四暦999年から1000年に変わり自ではどう1:あっただ

ろうか。ヨーロッパは当時暗黒時代であり、� tさまざまな

憶測や根拠のないデマが流布し、それらに感わされて一

部の人たちはパニックになったようだ。社会不安から、

り、自分の家を;淡さ捻Tで議く巡

った人もいたようだ。しかし、笑際には例ち重量

こらなかった。われわれも冷静に2000年を受け止めよう。

りある思考を進めるとき、� 4つ

研究方法、価績感ーが必要とされると牒史家� R. 

G. Collingwood (R.Mackin編、� EnglishStudies Se・� 

ries [OU刊に引用)が提案している。定義をはっ~り

させるために、まず、� millenniumを検討しよう� はじO

めの� milはロ…マ人たちが話していたラテン諮の1000

という意味1:あり、その次の� e立は「年j後3意味する� 

ann社江iと関係するo つまり、� 1年の形容詞は� aれれual

で2俸の形容認は� bi出問主iとなる。属生手交渉は泌総w 

nial れである。最後の立m'ま「博物館j 会

るmU81註泌氏古代ローマ最大の〉

コロセウムj与を;滋味する� C01088己umなどと同じく、名

る。もし英語学習者であれば注目させたい

事柄である。

このようなこと 孫がいれば説明してやりたいもの

だカ1、 も「まごまごしないで孫を作れjと

うのであるが、 はやめな語落」と逆襲され

るO. もいれば、� millenniumのeは[に� 

エ〕と発音8れ、[i:，イー]と発苦されないこと

か二っかで決まる、これは例外のな

い規制で� dinnerとdi閉じ�  8upperと8uperなどを比絞

すると明らかになることなど教えておきたい。

いずれにしてもこれからの1000年は、これまでの震的

拡大ではなく、質的変議そ伴った世界になりそうである。

新しい千年は果たしてどんなt官界を遊えるであろうか。

情報のグローパルイとによって日本からの発信も多くなる

のではないだろうか。

要在、日本からの発信で第一に注百されているのは、

アニメとマンガで35る。ドラえもん、ポケモン� (pockる� 

mon入ピカヂニzウはいずれも日本的文化を反映してい

ると患われる。いずれも幾玉であり、これまでアメワカ

のモデルは、態去の支配後くい止めるべく力の対決が捕

かれ、映闘は特にパイオレンスの揃主主が中心であった。

平和な家庭にテレビモ巡して、過激な暴力シーンを見せ

ることはあまり良いことマはない。力を誇示するアメリ

カ悪玉に変わって、日ヌドからのアニメは実iこかわいらし

く、親しみが持てるのかもしれない。少なくても人需の

心情をよりなごやかにまた協識的なもの;こすると患う。

第二の日本からの発誌はさまざまなハードの患にある。

乗り物について、たまたま鶴人タクシーの遂転手からi習

いたのであるが、� 4年務乗って走行距離は30万キロを越

えても、一度も故障しなかったそうだ。また、カメラや

ファックス、テレビ、パソコン、ビデオ機器、さらにプ

レイステーション、ロボットなどの閥品も品質では世界

一流である。なぜ優れた商品が日本で主主まれるのだろう

か。それには、お客さまに奉仕するという気持ちが徹底

しているためではないかと恩う。

日本からの発信はインターネット革命である。

この分野ではアメリカが進んでいるが、日本も急速にア

メワヵ;こ近づいている。� 26年前、弘の勤めていた筑波大

学では新入生全員にパソコン活用による� f情報処理jを

必修科吾として寵修させたことは正しい方向だったと，患

う。これまではグーテンベルグの印刷機の発明以来、安

い紙を使って印刷物を大震主主践していたが、資源の枯渇、

勢籍の搬送などコスト面の問題が生じている。これから

はインターネットを通し、紙委使わず、パソコン商面で

りとりできることになる。「なるjだけでなく、

ようにしなければならないのからしれない。

今や投界はインターネット

るようになっている。とのこと

s 



た。世界が一つ っているという

は人々に季語壊と勇気を与えるものである。内弁慶、いじ

め、などはほとんどすべて孤立した中で認さている。小

学校のいじめは子供だけの世界が教師や社会からから隔

れたところで翠きている。日本語には

という言言い方がある。この表現は人類連帯;意識を反験し

たもので、インターネット率命は日本人のお互い様の意

識を具現化したものとも言えよう。

第四の日本からの発揺は公害の解消である。高速道路

が伸ひ、交通機関が充実するのは災いことではあるが、そ

れと共に排気ガスの問題や騒審開震が起きる。

の問題はそれを吸収してくれるタイヤがもう実用化され

ているし、額音公擦も道路;こクッシ� aン燃の高いセメン

ト舗装によって30デ、シベノりま減らすことが出来、現に日

本の…部の地方で笑用化されている� (NHKテレビ12月� 

17日放映〉。これらは海外に輸出されれば大いに歓迎さ

れるものであろう。

第五の日本かちの発信は衣食住である。日本の丹前は

根気の多いところではとても涼しく がいい。着

るものは国別よりもむしろ現にかなっ るで

あろう。旅行カバンがデパ…トなどでよく売られている

が、綾痛などの京社会の現代病後初ぐために昔のリック

が見直されてほしい。手荷物の代わりにワックを背負う

と両手は自治になるだけでなく、背箆が伸びて気持ちが

いいことに気づくであろう。食文化も日本食が海外でも

てはやされる。もう少し安くなればもっと普及するで、あ

ろう。また震の生活もファンが鳩えるであろう。

もう一つのお本からの発信は日本語である。アメワカ

;こ留学した日本の高校生がクラス一番になるのは算数の

クラスだそうだ。それは日本語の九九があるためである

と思う。世界に多くの常務が通うるが、日本語ほど綴則的

る方式は他にはないのではないかと患う。� l

から設までの数を覚えたら� 2桁の数字はおにそのまま付

け加えればよいので、ある� そのと、O

るからスピーディに口調良く言えるという利点が

ある。英語話者も日本総の九九を覚えると良いのではな

いかと，滋う。試みに次のような日本語と英語と

考えてみよう� o 

1 (鵠ch) 2 (k泌� ε)� 3 (sun) 4 (she) 5 

(go) 6 C1ock) 7 Csh'each) 8 Chutch) 9 

(cue) 10 (d'you) 

が一桁だと� 2X2が4のように主語表示語の� 

が潟いられるが、述語動諮をつける必裂がない。� 2X5 

10 は答えが� 2桁なので、� i立、� kneeXgod'youと震える

(α 、万(=sen')、千(=he'ac')ことになる。さらに芸� 

man)、俄(祭oak)を加えると ちない人でも

ほとんどすべての数奇言えることになる。

文字については、もし、カナ文字の濁音と清音の表示

民すれば、� pbfvはそれぞれ� 2文字で表すことが出

来る。すなわち、� pbはブに丸か濁点をつけて表わすこ

とができる。開様にかはウに丸か二点とすると、プ、

ブ、ゥヘヴとなる。これまでは� whの吾も� fの音もど

ちらも同ブJで淡していたがそれでは英諮資を日本語で

ことができないことになる。註zJと� [z 与を一つ

の文学で産別できることも日本語の優れた表記の一純で

ある。前者はヅで後者はズとき「ればよい。また、� GとZ

との区別もカナ表記でヂーとズィーでIR討できる。

世の中にはさまままな考え方の人がおり、発音記号と

いう問題を取り上げるとその考え方が明らかになる。発

いっさ� L いないでよいとい

う考えの人たちであって、楽誌の教師はそのよう

方与を持つ人はいないであろう。 目に発吾記号だけ

でよいという人たちである。今用いられている表記は簡

易表記であって、格安t鳶を伴う� P、伴わない� P、廃を閉

じたままいう未開放の� pの三種の� Pを法制していない。

げたものであり、決

して談話の中の発音ではないので気そっける必要がある。

そこで日本語で近似僚としてカナ表問を付け加えれば発

蓄の不安は解消する。� 

2000年は1000年の変わり闘ぜある。この1000年に� l回

しか米ない年を迎えて、何か新しい考え方をプロジ品タ

トによって実行に移したいものである。新しい考え方は

意外にもこれまで見過ごしていたところにあるのかもし

れない。(茨城キリスト教大学教授)

訂正

先丹 に以下のような誤りがありました。

します。

日

誤 :you high 日乱日twardeastward 
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1950年、現証のユザコは、

くユーエス・エシアチック・カンバニー/外国雑諒韓入部〉として

ア名の社員で新語一丁目で臆滞をあげました。 

2000年、ユサごJIま、東京本社・東京営業所・関西東海営業用・

筑波鵠業所iこ総勢70名のスタッフが業務!と携わっております。

そして製薬か 5ちょうど50年という笛目となる今年、

ユサコは、東京鶴港区東廓寄の島社ピJvlこ本社を構え、

新たな気持ちで来たる 21註記者迎え、

皆穣のお役に立ちたいと願って怒ります。

山
岳
口
総間…
叩hSU

山

閉C一ロ町
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