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そうル・ハラスメントと自己評価

，4 心深学や精神分析に関係するフランスの本というと難

しいものが多く、広範留の読者に向けたものは少なかっ

た。しかし、そのブランスでも、ここ数年はもっと

い読者会対象とした、かなりわかりやすい心箆学系の本

がベストセラーリストの上位を占めるようになり、

はだいぶん変わってきている。そのなかでも、最近訳した

『モラル・ハラスメント』と己評価の心理学j の2

苦警の話をしたい。

モラル・ハラスメントというのは蕗訳すれば� f精神約

な嫌がらせJ(ょこの場合、モラ jレは� f道徳Jではなく

「精神jの意味になる〉のことで、なにげない言葉や態

度で相手を傷つけるような行為を言う。衛単に寄ってし

まえばくいじめ〉のことである。肉体的な暴力安用いな

い言葉や態度によるいじめ。 だが、肉体的な暴力を使わ

ないといっても、決して緩く考えられるものではないo

¥ モラル・ハラスメントをと受けつづけると、被害者は精神

的に追いつめちれ、うつ病になったり、患殺をすること

まであるからだ。夫が妥に対して、あるいは委が夫に対

して、親が子向供に対してふるう日には見えない暴力。い

や、家庭のなかだけではない。上司が部下に対して、間

僚が問僚に対して、企業が社員に対して持う巧妙な嫌が

らせ〈わざと適性のない職場に配置転換して失敗ぢせ、

リストラするなどはその好例だろう。)周囲の入閣には

たいした問題とは箆えないが、被害与を受けている人聞は

EI

高野綾

死ぬほどの苦しみを味わう。その滋味で蓄えば、学校の� 

まなクソレープ内におけるいじめもこれに2!'iいじめやさ

れるだろう。もし、そこでいじめられた入閣が自殺

したとすれば、これは立派な詫罪である。ところが、実

際にはこうしたいじめは罰せられず、逆にいじめられた

ほうが肉体的に総力をふるうと、そちらが罰せられる。

これはおかしいのではないか?精神的に人命傷つけるの

も恕採であると、もっとそういった認識が広まってよい。

ところで、モラル・ハラスメントモ行う人間とはいっ

たいどんな人間なのだろうかつそれはいわゆる自己愛的

な性格が変質的な段階に透した人闘である。一般にEJ迅

愛的な性格の持ち主は自己に対する過大な幻想を抱議、

自分が誰よりも優れていると思っている。だが、もちろ

んそれはむ想にすぎfよいので、その幻想を支えるために

自分より劣った他者を必要とする。要Tるに籾手の価償

告lfZめることによって、相対的に品分が偉くなっ

じようとするのであるα

これは自己評価の問題である。自ヨ評価というのは、

〈自分のことが好きか入〈自分には錨穫があると思うか〉

というようなことであるが、震うまであなく自記愛的な

性絡の持ち志は自己評価が高い。だが、幻想で自己のイ

メージを支えている分、その自己評価は高くても不安定

になる。そこで、相手を無視したり、嫌み告と含ったり、

建毒素したり一一婆するに、相手1<::自信をなくさせ、相手� 
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の関 ることによって 関 く

しようとするのである。ちなみにモラルハラスメン

トの被容者になりやすい人間のほうは、他人に対して献

何か問題が生じると白分が悪いと思いがちな、

いわゆるくメランコリー親和型〉の入閣である。

このタイプの人は自己評儀が低い。したがって、もとち

と自己評舗の商法に楚があったのが、関係を遜じてます

ますその授が誌がっていく。これが自己言李総のほうから

見たそうル*ハラスメントの過程と言えよう。

さで、1:.に挙げたモラル・ハラスメント

はなく、く自白評価〉という切り口で日

でみると、突にさまざまなことがく自己評価〉に関係し

ていることがわかる。たとえば、「自己評価がほいと、

積極的に作動するとみができないJ、「自己評価が高くて

批判怠れたとたんに逆上するJ、

をすると EI くなる J、「葬猛な犬の続い主は自

三評舗が低L、ム 自己評価は毅の養育態疫によっ

て決まるj 。といっても、もちろん、く畠

きるわけではない。また、 EI

価が低いのがいけないということでもない〈人にはそれ

ぞれ岩場所があるのだっ。しかし、自己評価の

仕事や恋愛、結婚生活、子供の教育にまで関わっている

以上、自分の自己評側会知っておくことは決して無駄で

はないだろう・…円。 

j理事会報告 j 

2月27日(71<) 

L以下の委践会報告をア王択した。

昨年度末に初めて製f干した協会 PRノfンブレット

の誤植訂正と、入沼会iこ伴う会員名簿修正を行い改

訂版を製作した。 SLA世界大会(1 0月 16日 ~19日・

英国ブライトン/ユサコ(鳩山川社長)及びフランク

フルトブックフェア (10月間臼 ~23 El/出版文化国

際交流会)での配付ぞお騒いする。 

(J1二報渉外委員会〉 

2. Jぷ下の 2会員のi話会騒そ受潔した。

・{織強屋書出 (7fl31日付/1950年入会〉

・鰯北沢警jおけ丹  30日付/時間年入会〉 

3.外冨雑誌予約講読契約に関わる消費税の取扱いにつ

いて、戎井潔事長代迎及び丸務(槻高橋営業企画室長

より関係省庁ーとの折衝経過報告があった。「大蔵省 

ということで、最近訳した本からその内容を簡単にご

紹介した、 2冊とも実例が長華街で、ともすれば抽象的な

理論に傾きがちなフランスの本としては珍しい。そ

味からすればアメザカ的であるとも言えるが、それでい

てエスプリのきいたフランス独特の味わいも残している。

こういった綴IO]の立候がフランスで増えてきているなら、

そしてまたそれぞ日本の読者に懇介できるなら、訳者に

とっては大変嬉しいことでおる。

〈フランス語翻訳家)

著者紹介 

1954年生まれ、早稲回大学政治経済学部卒業。フラ

ンス諾翻訳家。主な訳奇襲:ロジェ・ラブリュス f罪

深き村の犯罪ムラファエル・ピエドウ-i私の夜

はあなたの昼より美しいJ(以上、早川議震〉、アン

ヌ・ユゴン「アフリカ大穫祭検史ムエディット・

フラマリオン「クレオパトラ J(以上、創元投入ク

リスチャン・ジャック fピラミッドのま盗殺者J(原

書房〉、ジャン・ヴォ…トラン f銭の中のブラッデ

ィ・マリ -J、「パパはどり…・ズ・キックを捕まえ

られな L、J(以上、草思社)、マリ…フランス・イ

ルゴイエンヌ「モラル・ハラスメント J(紀伊国屋

マルセル・ベアリュ「夜の体験Jf奇想返劃

〈以上、パロル会〉などがある。

;こ爵題の根源があり、若手騒が主主じていること

に盤解は示されるものの、変妥5・改正を検討するに

玉さっていない。今後も粘り強い折衝後機統する。 

4.文献そ収録した CD-ROM、FD等は現行関税定事

は「記録文書」と見倣さず、輸入時消費税の課

とされている。マイクロブイノレム等と

の取扱いを望む声が多いので、


したい。
 

5. 2001年 3月より総入遥撰に欝わ

入ぎれるので、会員向けの説明会を東京税j認に

いする。 

6. 2001年 4fl憾僚予定の TIBF(東京閑擦ブックフ

ア)では「イタ 1)ア年J1こ囲んでイタリアパビリオ

容れるが、鈴木理事長が TIBFイタリ

容れ、:iE画・運営に当たられることと

なった。会員各伎のご協力をお願いする。
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|強会報告iく交化肱委員会>

釣り問好会 メジマグロ釣り大会

前回の� 7JJ 8臼の“アジ釣り大会"は台風� 3主去の影

響であいにく中止となってしまいましたが、今思の� 9JJ 

2日の三浦半島の剣i崎沖での“メジマグロ釣り大会"は

んの強い希望がかなったのか、絶好の釣り日和の中、

総勢14名の参加で行なわれました。

今回はじめての釣り場ということでさき初は対象魚が

?イナダ・アジ"でそ予定していたのが船に乗る寸前に若

い船頭さんから「今宮はメジ〈メジマグロ〉がよく出て

るよ。j とのー滞。急逮“メジマグロ釣り大会� としてn

7: 50AMいざ釣り場へと出港しました。

今までにないくらいの晴天の中、心地よい潮風に吹か

れながらの釣り場までの約15:5tでした。緩初のポイント

で船顕さんの合閣とともには名がいっせいに竿を出し始

めたか患うやいなや、� 5分も経たないうちにあちらこち

らから「かかったjの声が。本命のメジマグロの引きは

魚影が晃えてからさらにさらに強くなり、� 30mほどの糸

そ巻き上げるのに筋肉痛になる殺の強力な引きで、後さ

ん大奮障してました。“メジマグロ"だけでなく “カツ

オ"や“シイラ"“サパ"なども釣れ、滋iこ戻ってきた� 

2: OOPMには船が魚で沈みそうなくらい大漁でした。

船中合計で“メジマグロ"が42匹、“カツオ"が98匹、

“シイグ'が40匹という今まで以上に最高の釣り大会と

なりました。参加者のクーラーボックスはほとんど満杯

で¥日焼けした鎚に笑みがこぼれていました。船宿での

表彰式も今までになく盛り上がり、次郎もまたこの船街

での釣り大会にしたいという声が多数出たところでお開

きとなりました。成綴結果は� H誌の通りとなりました。

次回も関係、街での鈴り大会を予控しておりますので¥大

勢の皆様のご参加をお待ちしております。議後に今Iillの

船宿告とお位認していただきました大洋交易・中村氏にお

礼申し上げます。

メジマグロ

優勝塚本〈大洋交易)� 10限� 

2 鶴(竜)(深草ブック〉 5思� 

3位山下(光洋欝〕� 5匹� 

4校中村(大洋交易〕� 5毘� 

5佼 (士::)(東亜ブック) 義感

〔東更ブック鶴篭次記〉� 

第98図72会ゴルフコンペ

狭山ゴルフクラブ� 

2000・5・21c*) 
ど、東海地方を襲った記録

も関東地方の長雨も漸く終わり、又裏の暑いほ

が援り、決務のなか� 4級16名の参加でゴルフコンペが関

かれました。武蔵野の林に額まれた名門「狭Lltゴルフク

ラブJは中林さん(臼本出版貿易〉のホームコースo ラ

フもきっく、コウライグワーンも難しいコースながら、

勿論ノータッチ、� OKボールなしで行なわれました。

優賞は� 2出自の参加の石渡さん(阪神エアカーゴ〉初

参加の前回は少し遠慮気味?で、� 5位。今回は出だしか

ら好調、実力発揮でベスグ、ロも獲られ見事な俊勝でした。� 

2佼には…段と人気・実力を務けた鶴議次がん〈策通ブ

ック� )03t立は最近ずっと安定したゴノレフの宮川さん

〈丸議)。この所、参加の度iこ、� 2{立(94[訪、優勝。5阻)、

そして今回� 3位と見事な成績でした。ビールで乾杯の後、

まれ、素晴らしいコースで楽しいコツレブ

ができたリと皆さんと|潟じ想いで、表彰式・パ…ティ

そ渓しみました。� 

1972年に村山さん〈ゲーテ警努)逮有志によって始め

られたと開く花会ゴルフコンペも、いよいよ米泰には10 

O自大会を迎える惑となりました。幹事の鶴三部設ん

(来援ブック)より、賑やかに、盛大に催したい

ありました。平成13年� 3月17日〈ごと)狭山コソレフクラブ� 

iこで行なわれる予詑です。出来るだけ多くの皆さんの参

加をお待ちしています。たびたび名門コースをお取り裁

く中林さん、斡事の鶴さん、和滋dん〈大洋交易〉

り難う御座いました。

成績表� G H NET 

優勝石渡舛〈甑神エアカーゴ)� 90 20 70 

2位鶴竜次(東亜ブック)� 90 16 74 

3{す湾]11{I傷(丸幾)� 92 15 77 

4依池田篤治〈極東害賠� 100 19 81 

5位松浦拓己(丸善)� 93 11 82 

ベストグロス 石渡昇(阪神エアカーゴ)� 90 

ドラコン ペゴ林三十ヨ〈日費) 村上滋夫(東¥ノクランド〕

西山久王寺〈閉山J不審〉 鶴竜次(東斑ブック)

ニアピン� JII原孝人(UPS) 松浦拓己(丸善〉

中村和之〈較神エアカー

{頭山洋書濁山記)
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新・パソコン外論考(其� 9)

苧環JII一彦� Udagaw語� Kazuhiko

。Bymyself./わたし独りだけ。

曽子盟、答潟三五翁努身、 ・・・、興期友交苦言不縫乎、� 

Ts母ngTzu 'Every day 1examine myself on 

three counts. In my dealings with my friends have 

1 failed to be trustworthy in what 1 say?' 

(論語/学ffi.i.Confucius; The Analects/Book 1) 

【超拙意訳;(孔子より 46歳下。 門弟の中では年少の人〉

曽先生が言われた。わたしは、毎日三司自己反省してい

ます。その中の…つが、友人とのつき合いのやで、

したことで語義を欠いていることはないか? と、岳関

自答していま

ヲtrlnternet関係のパソコン英語*� (5)**** 
What's hot? 

20年来の英国人の隣友から連絡が入りました。彼等一

家は、去る� 6月下旬に初年におよぶ� rgaijinJ (友は、

常々自分は「英閤人Jで外隣人登録証明書にある� alien

は、いやな響きですね、 でいいのに・・〉と

しての滞在を終え、英国� W註lles近くに築50年家を務入

し、薄墨したのでした。

この彼;こ、� 8C8I(8mall Computer 8ystem Int紅白�  

fac号=小型コンピ品ータ…システムと周辺機器接続の讃

格〉を、どうして「スカジ…Jと発音するのか? と尋

ねたこともありました。「わからないλ!J 

8C8I は、� abbreviation ζ れを、単語の

ように読むことを� acronym といいます。とす

ると、スカジー(この者で往年の療と患う人もいます〉

と読むには、母音が脅しいのですが・~まあ、どこか

の誉拐の口?革命jの読みよりはいいか。

閑話休題。で、帰国報告の十mailの末尾にあった行

が、本稿の冒頭のキメ台詣でした。� 

Internet関連では、「本日のお勧め最新siteJでよく

る� rWhat'scool?J rWhat's hot?J rWhat's new?J 

と問じ意味です。� coolという文学も東のスカ� Gと同じ

で、すぐ「冷jの字が嫡裏に浮かびます。これも、某宅� 

rxxxxx便jの宣伝が燦務付いているからで

しょうか。かつて元青春物得慈狭騒裏話給会社が� rcool 

guyJとして某莞優を仕立てたときは、文字通りの「か

っこいい・洗練されたj という ものっている意味

で使用していました。

何か、ホットニュースは? という彼からの賠い合わ

せには、� M8社の� Windows銘� 8econdEditioぉ� (Win 

98 8E)が一段落と患ったる、� MillenniumEdition 

(Win Me)の発売とか� 08がらみの話題を送りました。

彼からは、英留に戻り、早速林機マーク� iBOOKを購入。� 

08に添付された日本諮漢字フォントを入れているので、

十m乱ilも日本語で� OKとのこと。この� Mac08も8 

X、9.X だけでも日本では� 4version (肱〉ぐらいあり

ますので・・、いろいろと動くソフト動く周辺機器の問

題は、� M8もMacも抱えているのが現状。要は、� 08Iま

今ので十分ということ

そこで、� NetJargon (ネット の� E-mail

いくつか絞り

原躍として� e-mailは、 どしないノー

マノレなテキストベースでするべきと思っています。これ

ですと、当事者逮が使用している� 08、機穣、圧縮解凍

ツ…ル等々の違いに関係なく意志の疎通ができるからで

この方が、通f言コストも安いと思われるからです。

設が愛する日本罷は、� i援護とうど遜コストはメチャ

らマす〈どこの世界に、東京一脅森、長織でも可、

りも� Autumnin N告wYorkじゃなかった� Soul 

や 2泊38ホテル代込 ありま

すか。 もN義� Y.Iこl けるより

なんて・・〕。

で、 りtextベースのトmailでは、感情表

しない� doghouseな して

い3ます。� faceωmark(顔マーク〉 なものは、

rA J (ゃあ)r ;J (悲しい)r̂ 0 ̂J しい〉などA 

A 

A 

が、日本版では使われてきました。これが、� Intern告も板

では次のようになります。

以下の〔 】〈墨付パーレン)は除いて、

を「天J Iこして箆てください。ょくでききてい家

【:う]� happy [:べ】 sad

【:一*]� kis日【:*)】� drunk 

[;-)] winky [:，(】 crying

【:-1]� indifferent二二関係ないよ/興味ないよ� 

[:-X] are sealed=口チャック

[;-@]キャーッ  11 

[:-1] 立st=ムカツク� [8-0] shock! 

この他;こ、[$]マークを使ったりするものもありま

す。以下次号で。(をミ御難待〕� 

-4-



出版文化史遺進一商か台東から…湖)

洋書の歴史雑記帳 (IV)

.伴天連たちが舶載し 〈統計

前回に続i器、マ力オのイエズス会日本管区代理部所蔵

の関書目録について、もう少し詳しく紹介したい。この

目録は 1616年と 1633年のイエズス会年報に記載されてい

るものマ、ポルトガルのアジ品ダ鴎警鰭iこ写本の形で残

されているという。昭和問年には興本良知先生が「嫁港

耳E蘇会蔵番目録jという論文でその内容を発表している

し、また 1942(昭和17年)には東京帝国大学の教締、教

日大使秘警などを臆悲したどこEール・アンベルク

ロードが、『マカオの 1616年と 1632年の語録2種について

の研究Jでさらに詳細に解明している。代捜部所慈の阻

日本での布教のために収集されたものなので、

この百畿はイエズス会の宣教方針会採るうえでの慈礎資

料として、きわめてさ重要なものであるといえる。

まず、 1616年の代渡部所蔵の割審話録 iこは 42点 145冊

がリストされている。日総を分析する能力はないので踏

み込まないが、信録の後繋きには(岡本良知訳)、「日本

より送り来たりし文庫法… ..Jとこのコレクションの管

理担当者の名を表示しており、宣教部追放のおりに持ち

ったものであることを示している。話さらに続けて f三

年前に各穫の警を瀦したる大箱二{闘を日本へ送りたり。

(中聖書)日本にで失はれしは競る莫大なる数なり。

日本より米り うちよりその数穏をパ…ドレ・プ

ログインシヤールはその競室に謹く。J(注:プ幻ヴィン

シヤールは管区長〉などと説明受付している。この文面

からも、宣教部が日本に大量の書籍を持ち込んだことが

判明する。次の1633年向の諒録は、日本司教lこ在命されな

がら禁教下の日本に渡航できず、マカオに在任した D‘

ヴァレンテ所蔵の開審264点が収録されている。己本 iこ

赴く際に舶載をそ予定して収築したものと、日本から引券

上げたちのとが混在した議惑であったろうか。

徳川幕府のキザシタン大追放で、日本かち莫大な布教

資料がマカオに間収された。そして驚くべきことに、王

立ポルトガル澄史学士磁の命で、 1742年から所滋賀料の

謄写が始められた。その手写文幾は数年間本患に送り続

けられたが、 1762年のポルトガjレ政府によるイヱズス会

弾圧で中断された。そして、 1835年には火災によって所

吉利支丹と洋寄付〉

鈴木

議原資料のすべて に議してしまった。フロイス

F日本史」な この謄写事業で後世 iこ

残ったのだという(松田毅-w黄金のゴア盛衰記j)が、

代理費s目録もこのとき醤写記されたものであろうか。

.天iE透欧使節の持ち帰った洋議(1)

巡察師ヴァリニャーノの立案で九州 3大名が派遣した

遠欧使節は、約 8年の長い歳月を異劉で送り 15言。(天主 

18年)に j奇麗した。秀吉は1587(天正均年) Iこすでにキ

リシタン宣教師の摺外追放を命じてはいたが、使節たち

を引見することにし、使節一行は海路室主義にヨミり、上洛

の許可を待って 2カ月の滞在を余儀なくされた。

「なんといふ静かなものかなしい趣をもった滋であろ

うjと竹久夢二が愛人彦乃に書き送った室津は、山々が

なだれ務ちた裾地と海の狭間に、平うじて一筋の家波み

が続く静寂にすっぽりと包まれた漁師町である G 夢二が

「室之津懐古Jで描いた古い家などはもうほとんど残っ

ていないが、この港町の沈みさった情趣は、彼が詰れた

大iE6年ごろとさっと変わっていないのではないだろう

か。~;津は奈良時代から瀬戸内盆還の要衝として栄え、

と呼ばれた。ここは透唐使総の紛泊となり、流

罪になった法然上人も吉利支丹伴天連も、江戸持代には

ケンペルもシーボルトも滞在した。また、参勤交代の風

待ちの滋として語調大名が滞留し、今でも還には西調達華

の名を記した本線跡の五碑がいくつも兇られる。

太郎が f歴史のみが重いJと記した、その歴史の重みさ

え今では感じられない槌色した港町である。

さで、遠欽使節一行は、この室津が堺政所iこ任ぜられ

ていたキリシタン武将小西立伎の管理領だった澱係で、γ

重に逃せられ、またちょうど正汚を迎えて関白秀吉に伺

候するために寄港した大名たちに尊敬の態度で、応援tされ

た。フロイスは『日本史JIこ、そのとき大名は使節の揺

を開設、また滞欧中に贈られた珍しい品々を見せられて

り驚嘆したことを記している。その中にはアラピ

・万食:IJなどの武呉類、大砲江どが含まれ、こ

ういう特に珍奇なものは秀吉に謁誌のおり献上して大変

喜 ば れ た 。 ( 元 丸 善 ・ 本 の 摺 警 館 長 )  
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fメーク ミラクノレJ rメーク ドラマj
がある。重度の身障者ヘレンケラーを教えたサザパン先

生のことをさして用いられる。
は英語だろうか

m誌記� mlracぬという逮訴は、今のところ、英語として

島問丘 は存在しないようだ。

私たちが平凡な生活安送っている長い年月の間に …方、メークドラマ どうだろうか。人気ある衛

びもあれば悲しみもあるが、時折信じがたいことが却に 名人が言ったとなると、マスメディアによって、あっと

るものだ。 だから築設ひばりが「愛燦々」で歌った「人 いう間に全国に広がる。

生って嬉しいものですねムどいう歌認が開く人の胸そ 英語lこ関わりのある人なら、まず� makea dram乱

打ち続けるのかもしれない。 と不定冠詞がついていないことに不思議がるだろう。ま

産接経験ではなくても、人生舞台にはいろいろなドラ た、� makeとせ見maとつながるかどうかに疑問をもつ

マが待ち受けている。アンチ邑人の人;こは甚だ熔 であろう。� 

いが、セ・リーグ る中日ドラゴン OALD (Oxford AdむancedLearner's Dictio仰が

ジャイアンツの最終戦で会く信じがたいことが9闘裏に のうち、手元にある、第4肢と第51哀を見ると同じ例文が

起こったのでああ。時はさる� 9月24日日曜日のナイター。 載っているO

東京ドームにはジャイアンツに今夜こそ是非俊勝忽せた 日日� m乱kesa drama out of a simpl日� visitto the 

いというサボ…ターを含め、アルプススタンドは� 4万5 dentist. くだけのことをこと点ら大

千人もの観客が緩まっていた。巨人に優勝させまじとい げさに言うJ

う中日の意気込みと今夜こそ優勝しようとする怠人との 第i6絞� (2000)では、O)J文の宍わりに定義を次のよう

総力戦の感じだった。しかし、中日のほう にしている。� 

入れ、日人は8部議まで挙行進で敗戦濃厚ム惑っ to make a small problem or event 古関m more 

奇跡的なことが起こった。元木、高橋刷、 たヒット importanもorserious th且nit re品llyis. (小さい

が続き、その後、江藤の満塁ホームランとこ二附の勝ち越 問題や出タ|記事後実際よりはもっと震要であるかあるい

しホームランとと続いた。 は深刻で、あるように相手に思わせる。)

このようなことは「メークドラマjのように「メーク� LDCE (Longman Dictionary of Contemporary Eng崎

ミラクルjというのだろうか。早速、経警に当たって隷� lish)の定義は� seemworse (さらに惑いように恩わせ

べてみた。まず、� BBI(Morton Benso九� EvelynBぬー る〉とし、次のような例文を掲載している。

百五羽�  R浦野口i邸前大の頭文字…を取V た造ー成主お� We-wön'tl総主~e…atlratm王むなむuf-a…CT対Ìs: 也tれま一一一一 

Dictionary of English Word Combinαtions (John ことさら誇張しようとは惑いまぜん。〉� 

Benjamins，1997)によれば、次の� 3つ は� mlra CIDE (C.αmbridge International Dictionary of English) 

cleと結びつくことが明らかになるo にも� LDCEと阿じ例が掲載されており、その出典は1980

乱ccomplisha miracle る〉� 年代の� GeneralAccident Insuranceの広告であること

a miracle (奇跡を行う〉 が明らかにされている。� 

WOIk a miracle メークドラマj の表現は、も‘ (奇跡を記こす)の例jや定義から、� f

また、 it~to...の形ではぬれを舟い、 との英語ではネガ、ティブの意味合いを持っていることが� 

lもwilltake a miracle to save th母m.(絞らを救 f像機される。また、翌日のスポーツ新議に[鎖的ドラマj

うには務跡が必要だ。) を見出しにしているのがあったが、英語に直訳すると、

の例文がある。� dramatic dramaとなっ 口調が悪いの

はbyを用いて、 で、やはり、� adramatic gameということになろう� O 

W記� survivedby a miracle. (私たちは奇跡的に生 drama自体は� Hislife is a great drama.とか、� His

さ life is full or drama.のように用いられるが、� make a 

れているo dram品というと[小さな併でもはいことをことさら大

a mlr昌cle worker なした人〕 げさにするjという;意味に使われることが上記の沼例に� 

s 
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も受け入れやす

はないかと思う。それ団体は日本語そさらに豊かにする

のでよいのではあるが、思いつきで外国諮を使うと飛ん

でもない誤解をしてしまうことが少なくない。

フェミニストらその例かもしれない。本来の意味は

「火性解欽論者」のことであるが、日本籍では� f女性的

な、あるいは女性にやさしい男性」という滋味で用いら

れてきた。国際交流が盛んな今日、外来識にはさらに注

うことが必要で応ろう。

われわれの臼常生活が変化に乏しく時にはつまらなく

感じるときには、ミラクルでもあるとよいのにと思うこ

ともあるが、詩人の心のようなもの受持っていると1日2 

4時開をその倍を生きているような感じになるものであ

る。昔、英文学の講義でR.H.Blyth先生が、詩人は毘

じテ…フツレを見てもその中にさまざまな想像力ぞ活性化

するものぞ発見するものでみるという趣旨のこと

れたが、ミラクルは起きなくても、そのような豊まかな気

持ち老長持ちたいのだ。英訳で読んだ文豪ゲーテの「エッ

カ…マンとの対話Jで、“Th君� livingfeeling of the 

日ituationand the expr母ssionof it mak母� thepoet" 

というくだりがあったが、々や、新覇、雑誌、テレビ、

ラジオのほかに、インターネットを通して、気持ちをわ

くわくさせてくれるような情報が得やすくなった。これ

らを活用すると、� PCの前に!盛ってマウスを動かしてい

るだけでも平凡な人生号をより潤いのあるものになるかも

しれない。

野球の観戦よりも、直接経験のほうがはるかに感動も

大きいしJ忘れがたいものになることが多い。 もが川

としたボ…ノレを恰うとして刊に落ち、溺死しかかっ

たその予を偶然通りかかった藷年が引き上げ、また偶然

通りかかった老人が人工呼吸をしてくれて一命後取り留

めてくれた事件をテレどでやっていたが、その子の母親

にとっては神の助けによってミラクルが起こったと患っ

たであろう。関ったとき、たまたま詰じがたいことが起

きて、助けられたという経験をもっている人が案外多い

ようで請うる。

私の経験では、中学英語教科惑の教材蒐集の過穏で信

じがたいことが起こった。� h恐art-warmingstoryを探

しでも見つからず、イギリスで途方に暮れていたと券、

ランカスター大学で行われた第4居高等教育器際会議の

リセプシ� g ンで偶然出会ったペリンガム大学の成人教育

の専問家が私の線開途中;こ我が家にホームステイをして

くれと言われ、そのよ譲りお邪魔したことがある。偶然そ

のうちの奥さんがかつての学で教えたことがあり、たく

さんの教材を屋根裏に段ボール箱に入れて保管していた。

そのうちから“14Christmas Stories"という題の本を

いただいて帰国し、編集会議に提出したところ、当時、� 

Jack and Bettyの教科書以来、「教科害警の神様Jと言

われていた稲村松縫先生が、お一人だけ呂を輝かして、

「良い謡ですねjとおっしゃり、早速教科欝用iこ蓄さ復

されたα このストーワーは交通泰故をきっかけにしてい

る。結婚を約束していたフィアンセ後交遂事故で亡くし

たどータ…は親しい友人の忠告にもち喜わらず、一生独身

を警い小さな洋服応を営む。

クリスマスに近いある日かつての恋人と似た諮の飽を

した少女が屈に入ってきて貯金箱の有り金をさ託部持って

きたのでシ� aーウインドーのブラウスを結へのプレゼン

トに賢いたいと砲し出る。実際の値段には到瞭及iまない

が、有り金全部を姉のために払うという娘心に感動し、

きれいに包装して手渡す。それを受け取った姉は妹はそ

んなi高価なものを翼えるお金があるはずがないというこ

とで、そのブラウスを返しに来る。しかし、ピーターは、� 

“Sh記� paid the highest price anyone couJd ever 

p乳y. って、妹の気持ち したので十分で、ある

と言って、姉の援額の支払いの申し出を断る。姉はど…

ターの優しい心に引かれ、ディナーに招待し、最後にめ

でたく結婚するという筋である。この話はハーンの� 

Mujinaと同様、かなり長い間、関終堂の中学英語教科

議に使われたの

他の人には{言じがたいような質重な経験を持たれてい

も多いと思うが、詩人パイロンと鵠じように、� 

“Love w i1Jfind its way人あるいは諺にあるように� 

“Wh告reth日reis a wilJ， there is a way."をfBじ

きていさたいと思うこの頃である。ごく最近ノーベル覧

を受賞された筑波大学名誉教護の白111秀樹氏も長年お一

人で義実に研究されてきたことが笑鉛その学術的価僚が

認められたそうであるが、人生は先がわからないことが

かえって、人の行動のエネルギドー源になるのであろうか。

(茨城キワスト教大学教授〉 

7-



KELLEY'S 

TEXTBOOKOF 

INTERNAL 
MEDICINE篭:

ケリー内科学 第4版

-新世犯のスタンダード、内科学のあらゆる積域を網羅したfケリ一内科学j畿新第� 4版。
臨床判断の心強い指針となる情報が改訂綴でさらに光笑。病鋭、クリニック、大学、阪潟、図書館に必事務の議。� 

(TableofCoれtents) 
1.PrinciplesofMedical Practice12.Cardiology13.Gastroenterology14.Nephrology15司� Rh臨むm昌tologic，Allergic， 

and DermatologicD胸部部16.Oncologyand Hematology17. InfectiousDiseasesandAIDS18. Pulmonaryand 
Critic語IC器reMedicine1ゑ� End∞rinology，M告tabolism，andGen桂tics110.Neurology111.Geriatrics。3，000ppwith figs‘4th ed. 2000 ISBN 0側� 7817-1787必約�  9，250 

E.JIOtll霊翠IYMij-

ReviewofInternal Medicine，2nded. 

D. Sch10ssberg 

*ケリー内科学レピユー 第� 2膿.rケリ…内科学j第4綴に考察拠し、� 1，100以上の設問と解説� 4岩波滋した米国試対策関緩集0・304ppwith figs急� 2nded. 2000 ISBN 0-7817-1967-4 ~6 ，990 

Clinical DecisionManual 
K.A. Eagle 

*ケジー内科学・診断指針マニユアん
・EBMの手法に別弘主要疾患の診療方鈴を示唆。臨床決断のサポートに欠かせないマニュアル0・160ppwith figs. 2000 ISBN 0-7817-2222-5 ￥3，490 

RapidAccess Guideto Internal Medicine，2nded. 
P.L. F註1ξ

*ケリー内科学・アクセスガイド 第2嬬
・日々の診療での肉慾、疑問に対するヒントを集めた簡便なガイドブック。。368ppwith figs. 2nd ed. 2000 ISBN 0-7817-5357-4 予備￥5，240

キ表示{師絡i基本吉本100絡です。また、{部絡L草原僚の変更、 4色 L ippincotlWilliams& Wilkins，AWoltersKluwerCompany 
為替の変畿などにより変更するととがある);ます。� マし� ww医学親二時�  

2000年10月 通還さ第 401主昔 日本洋護協会 縦象者高橋紘

宅島103-0027 東京都中央際日本橋1-21…4 千代田会館5階部号室 まま(03)3271-6901FAX.(03)3271-6920 

URL:http://www.jaip.gr.jp E-mail:jaip@maruzen.ne.jp 

路軍l所� E 躍基本議長会時評鍛i株式会社� 

8 

、問問即叩時…�  

http:E-mail:jaip@maruzen.ne.jp
http:URL:http://www.jaip.gr.jp

