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ミレニアムのフランクブルト書籍展-雑感
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護手籍展出張二十数年自の今年も、ブースに向かう初日

の朝にはいつもの同じ気持が戻ってきた。各ふーんへ向

かう通路にはたくさんの人が続々と列与を作って歩会、こ

の国籍ち分からない穏数多くの全員が向らかの形で出版

を職業としており、自分もその一人なのだと感じて昂揚

と安心を覚えたのはまだ書籍展に通い始めの臨だった。

インターネットの時代、� llt界綬大の書籍緩1:はあっても、� 

EI を~IJ くような大事件ばかりが起こる訳でもない。

も驚くことはないという食欲な芦も関こえるが、人と本

が集まればやはりドラマとなる。

よると期間中総入場高一数� 302千人、出患者

数:107ヶ圏、� 6S-E子社}

各ホールそつなぐ動く歩滋付きの鵠磁が出来、ー

にはいると外の天候も気に掛からなくなってからもう何

年もたつ。大手出版社のデザイン与をにらし通路ぞまたぐ

大きなブースも、科学技術関係の政元を集めた� 4号館� 2

~ ;土、華美とは箆えない。〆、

i菊江堂のブースは左建fすき共� 2メートノレというスペ

いる。今回のように� 5人で行

も椅子が忍らない有様となる 0 

8尿器の出版物を探す人は少ないし、話の可能性のある

版元は見当がつき、いわば会壌を歩き問る合慌の各人の

ベンチという詩的だからこれで� j--分、普段は誰も座って

いなしミ。このホーノむの日本からの

版元では彦三学舎程、培風館、学会出!販売主ンタ� 

ーと 自;本鵠係の多く� 8ホールの悶別

セクシ滋ンiこ集まっている。

世界の科学出絞社の集まりとして� International stm 

association は経営者の交歓、� IT最先端情報技術の実

後写権毘{本との交渉、総集や販売担当設の教育、

の交流など多彩な話勤安続ける

体である。日本からも自然科学書協会そ背景iこ医学舎続

の会路社長を継いでオーム社の佐藤社長が現夜服務とし

しておられる。このはおの総会が議終展の開始

日直前の火器選践に必ず開かれる。今年の総会で新会長と

して、� AmericanChemical Societyの祝r.Bov叩� 8chω 

ult芭が選出された。初めての学会系出版社から

である。本人は、?駿別なき仕事j についたと挨拶した

が、非営手'J出版の安定と商業出版社、更に火手の最近の

傾向を何らか反映しているかのようである。

同業者が多く集まればI噂が流れ、期間中に合併や麓~文

のレリースがあるものだが、今年の話題はある社の動向

に集中していた。これは書籍展の終了した還の金耀日10

月27日大手� 2社による異例な共同提案による分銭前提の

となった。� 20億ドル以上の売上げの教育出版

その{資額以上で売れるのも驚きだが、出版事業lこ

資源を集中して発展を|語ると君、われていたが、

なる利益のためとして、一転自らを売りに出しその言的

を遂げるというのは、変貌が会社の姿というアメリカに

あってもただ圧倒される。
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警籍展にはこれだけ出版社が集まるのだから、出版界

;こ需達する業者が集まってくるのは当然である。印刷業、

運送業、民理詰業務者、綴売業者等様々で、ある。各版元

の翻訳機の担当者は l日中部分単位のアポイントを 1ヶ

丹以上も前から繰りよげて会期の全日程をブースに縛ら

れて過ごすという。社長など幹部クラスは夜がf亡しく会

場には最初の 2臼間だけという人が多いようだ。ブース

を持たない人も当然いる。筆者も一人で交渉と買入に歩

き回った十数年後、出版部の同僚に毘滋して買い、ブー

ス ようになった。

英盟系の語業服学系出版社の数は今では減ってしまっ

た。古典的な売1二げ滅による して吸収合併とい

う形はもう終 7した。アメリカの系列になったかと思う

と今回のように昌際的な大コンクーロマワットの一部とな

る例もある。買収された会社の役員が倒人で会社を興す 

otlもあるが、 るには時儲がかかる。特色あると，患

われていた新興の版元が大手との叛売の提携段階から合

併という場合もあった。 医学系だけで、ー持は10社以上

あったうち、現在名前が絞っているのは数える程、しか

も皆大きな組織の一部門としてである α ここでも非営利

ふいえる何社かが健闘しているの

アメリカでは勿論、ヨーロッパの日大グループの傘下

に入りどうやら imprintとして名を残す版元と、スピ

ンオフした雰絡な新興のそれとに収数していくようであ

る。対してここにきて前述のように非営利出版社の安定

的な存在が露出しでさたようである。

ドイツと尽 l立、独自言語の出版が盛んでか小版元

の数が多く り次ぎによる流通が発展し、

活つ りは商業出版への傾斜、製薬業界が主義

んといった点、おまけにアマソザンの出踏までその共通点

い。東西ドイツの合併は、東践に分断されていた出

版社の合併を提し、電子時代への対応は莫大な投資受要

求して、 Onμne出版の最先端を走る f-t表的な医学科 

も、大手殻?との後ろ盾を得る毒事となった。ここ

はアメリカの一般大手出販の一角も買収して世界的プレ

ーヤーの一社となり、日本でも一部事業の提携をしてい

る。同じくドイツを代表するjJlJの出版グル…プもある。

有名科学誌を含む英E誌の名門社を買収で人示し、類似社

を通じてアメリカ iこも橋頭室を築いている。

アメワカやヨ…口ッパ系の大手版元のいく

霊長業を経誉の主体としてt世界的模様で取り閉らうとして

いる。アメ 1)iうを始めとする学会系非鶏業出版社は互い

には協力しながらもコンテンツは尊重しあい粛々と地歩

を掴めている。 i司族企業とローカルな常認で守られた日

本の出版界 iこ世界への出番はくるのだろうか、低成長な

がらもそれなりのサイズの独自のマ…ケットを維持でき

るのか、或いは成長率逆転のまま苦闘が続く中に外資が

触手を伸ばすこととなるのか。

どうあれ人は食べず、にはおられず、

の時間が~キい取れれば、コーヒー、ど Jレ軽食与を提供す

るコーナーを訪れる。食事を擬供する場所もこぎれいに

なり数も増えたが、やはり綴めのソーセージと手のひら

大のパンが怒籍震には一議似つかわしい。梅気のきいた

囲いパンそビー Jvで犠に流し込むのも慣れれば味がある。

夜はパーティーで交歓となる。日本総髄毒事館が初日の夜

ホテルで開く しみにしている人は多い。その他、

毎年大き く会社、向周年を機会に招待状会くれ

る社もあり、最近増えたブースでワインの立飲み会を巡

、気分となる。市内の気の手ぜいたレストラン

では内総の会、親しい会社題土での会、代理活を呼んマ

の会が院かれ満f，1言でもある。そ Cくなら

版貿易の鈴木社長が音頭与を取り洋警協会の仲間がザクセ

ンハウゼンの欽と揺りの大食堂に繰り込んだのも今とな

っては壌かしいばかりである。

続雨江蛍高橋工玉男

.アカデミア・ミュージック{槻
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i理事会報告i
10jJ30臼(月)� 

1.2000年度上半期� (4-吉見)の収支に関する事務関 

ニ。fし� 

ム以下の~員会報告を了承した。

として� 4社、 として� 3社に入

会を働きかけている。現会員の欝係企業への入会

呼びかけを将度要請したい。また現会員の協会に

対する要望を知るためにアンケートなどの実施を

考えている。更に文化厚生委員会の協力者長得て廃

西地霊会鳳との交流の場を設け、会員域強につな

げfこい。� 

.2000年版ダイレクトリー〈印刷体〉の売rrきが例

年iこ比べて芳しくない。協会ウェブサイト

向けニュース、掲示板を試験的に畿せているので

、ただきたいo ASAなどの海外� Agency tこ

リンクを張るなど更にコンテンツを充実させ、会

員に役立つウェブサイトとしたい。

(ダイレクトワ

・会報のデザイン一新を計麗している。準備が閣に

合えば2001年� l丹主きから実施したい。� 

3.鱗フランス霞議� 0975年入会〉の� s月初日付退会届

け安受理、家認した。� 

4. 2001年の� TIBF(東京儒際ブックフェア〉イタリア

年委関会発足とパどリオンの概要、並びに今後の活

動方針について鈴木理事長 の報告

を了示した。 以上� 

お知らせ 「一一一

事務艇を移転しました


会員名:有限会社総書爵 


新住所:〒560-0082


大阪府畿中市新千里E夜間T1イ…2


ライフサイエンスセンターどjレ12幣
 

TEL;Oか6831-2828{f¥:)
 

FAX:06-6831-2847 


|海外ニュースi 
R震をDますます巨大化

REED ELSEV1ERはHARCOURTGENERALを

費収した。費収金績は451隠れレプラス� HARCOURTの

負債12億ドルの引き受けである。アナリストは合計59億

ドノレの翼4文金額を妥当だと箆ている。この貿収交渉が完

アした時点で、� REEDは� HARCOURTの教育部門� 

CNETglob品1，AssessmenSystems，Inc.，Drake Be乱m 

Mori心当社� THOMSONCORP. Iこ20億� 5千万ドル

却する予定。� 1999年日月� -2000年10舟の� HARCOURT

の売上高は約23億ドルで、� THOMSONによると間社が

闘い取る部門の収入は約� 7億� 5千万ドルになるだろうと

のこと。� 

REED tまHARCOURTの部黙のうち� K-12Educa-

tion & Testing吉苦肉、� Science，T告sting& 主主号dical

グループ� cw.B. Saunders，Mosby，Academic Press 

を保持する。� K-12グループの…部である� 

Tra品部門も� REEDが保持するが、同社としては…殺

害を扱う気は無いので、将来的には売却の可能性がある。� 

REEDによると、� ELSEVIERSCINCE Pせに� Sci申nc告

とMedicalのこ部門を新設し、� HARCOURTの� STM

ビジネスそそこに吸収させる意向とのこと。合体した新

部門は� Mr. D日rkH品且nk，CEO (ELSEV1ER 8C1-

ENCE)が統率する。� 

REED'ま既にアメワカ国内に何社かの学術書出版社

を所有してはいるが、今思の� HARCOURT School 

Group買収により、アメリカの学校向け専門欝出誌に

進出した最初の英喜喜一オランダ資本出版社となった。こ

のSchoolUnitの1999年売上高は?億8，700万ドルで、� 

Testing Groupの奴入は� l億5，900万ドノレで、あった。ア

メワカでの教育審出版どジネスは、� Mr. Anthony 

L珪cki，CEO CHARCOURT芯DUCATION) が統率

するが、� REEDの全ての圏際的教育出版部内を統率す

る人材がE誌に任命されることになっている。� 

REED は今後� 2年間で約7千万ドルの経費割減安際

擦にしており、マサチューセッツチ'1'1ニュートンにある� 

HARCOURT本社を閉鎖することで2，500万ドルを節

減する予定。� 

PW DAIしYFOR BOOKS主LLERS/October27. 2000 
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出版文化史遺謹一西から東から一(50)

洋書の歴史雑記帳� CvJ

4砂天正遥欧使節の持ち帰った洋書C2) 

使節団が室津で諸大名に披露した贈り物に、書籍も含

まれていた。イタリアのイエズス会土ダニエル・バルト

リ編『耶蘇会史Jcr大日本史料J)には、「アブラハム・

オルテリュスの地図、並びに海岸、島艇を記した海図を

有したり、また地理書の中には支那に於いて複製、着色

せられたる大型のイタリヤ図あり、縁を黄金にて飾り、

各都市を各その位置に美麗に董き、殊にローマを最も見

事に著したるものなり、そのほかに、ヨーロッパの音楽

書、(巾略)アルミラリー天球、全天球儀、全地球儀…」

などと記されている。さらに付け加えると、「活字を集

めて用ふる印刷機」を所持していたことも述べられてい

るが、この活版印刷機によって、いわゆるキリシタン版

が数多く製作されることになる。

贈られた書籍の中で書名が判明しているのは、上記バ

ルトリの文章にもあるオルテリウスの世界地図である。

フロイス『九州三侯遣欧使節行記JC岡本良知訳〕やデ・

サンデ編述『天正遣欧使節記JC泉井久之助他訳〕によ

ると、パドワ(イタリア)の修道院で� 4冊の書物が贈ら

れ、その第� I冊がオルテリウスの「世界の舞台JI 

COrtelius Theatrum orbis terrarum. 1570)であり、

残り� 3冊には世界の有名な町々の図が入っている、と記

述されている。後者はブラウン=ホーへンベルク『世界

都市地図帳JCGeorg Braun & Franz Hogenberg 

“Civitats orbis terrarum" 1573-1618)と見られてお

り、三好唯義先生は、この都市地図帳は最終的に� 6冊刊

行されたが、使節が贈られたのはそのときの既刊分� 3冊

であったと記している� cr図説世界古地図コレクションJD。

大航海時代(15世紀-17世紀)の探検成果を受けて、� 

16世紀中期以降に多くの地図が製作され、キリシタンの

来航に伴って日本にも流入した。これらの地図の影響で、

日本で世界地理への関心が高まり、地図をモチーフにし

た扉風絵など、いわゆる南蛮地図が次々に製作されたが、

それについては次回に述べることにしよう。

地図以外では、次のようなものがあった。スペイン通

過のおり、グゥアダルーペ修道院長より「聖母の奇蹟を

記す美しい写本」が贈られた。書名は不明であるが岡本

吉利支丹と洋書� (5) 

鈴木陽ニ

良夫口先生は「極めて美しい写本にして彩色ある羊皮表装

の書」であったろうと推定し(フロイス『九州三侯』の

訳注入この本が日本に舶載されたことを重要視してい

る。スペインではまた、モンセラート修道院長から「修

道院の白米や霊験について編述された書」が贈られた。

ローマを訪問した折りには、たまたま教皇グレゴリオ13

世が死去して教皇シス卜� 5世が襲名する出米事に遭い、

新教皇からは「ローマの古事並びに歴史に関する害J2 

種類が贈られ、また新教皇がラテラノの聖ジョヴァンニ

教会へ行幸したときの様子を記した本「サン・ジョワン

ニ・ラテラ/受領の儀式などを説明した書」が贈られて

いる。そのほか、「鳥獣の猟に関する書JIポルトガル国

王ドン・ジョアン二世伝」、 I~爾撒典書J I日中祈祷書」

「海|盟J I音楽書」などが見られる。

遺欧使節がヨーロッパ各地を訪問したおりに、使節団

に関する書籍が数多く編纂・刊行された。� 1585年� l年間

だけでも48種類も出版され、さらにその後1593年までに� 

90種類も発行されたという。地域別に見ても、訪問地の

ポルトガル、スペイン、イタリアはもちろん、ドイツ、

ガリシア、フランス、ベルギ一、ポーランド、スイス、

チェコスロヴァキアなど、ほとんどヨーロッパ全域に及

んでいる(松田毅一『西洋との出会しリ|上)。そして、

使節団はその出版物の幾っかを日本に持ち帰っているが、

その中でもっとも充実し資料的価値の高い書は、グアル

チュリ� CGuidoGualtieri)が編述し1586年にローマで

干Ijf'Jした “Relationi d巴lla Venvta degli 

Am bascia tori Giaponesi" で、これは太田正雄(木

下杢太郎)の訳で昭和� 8年に『臼本遺欧使者記JIとして

刊行された。また、「天正使節羅馬法王接見記JCActa 

consistorii publice exhibito A. S. D. N. Gr巴gono 

Papa XIlI)は、教皇グレゴリオ13世の使節団謁見の際

ガスパル・ゴンザルヴェス(ボルトカール人イエズス会士)

が行った演説と、九州� 3大名の書簡、アントニオ・ポッ

カパズ、リー台下の答辞が掲載されており、� 1585年の謁見

直後ローマで刊行され、使節団訪欧に閲する貴重な文献

のひとつになっている。〔参照文献 岡本良知『桃山時

代のキリスト教文化JIJ (元丸善・本の図書館長) 
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新・パソコン外論考(其� 10)

宇田川一彦� Udagawa Kazuhiko 

+1 get along without you very well./あなたがいなくて

もうまくやれるわよ。

子日、君子成人之美、不成人之悪、小人反是、� 

The Master said，'The G巴nt1emanhe1ps oth巴rs 

to realize what is good in th巴m;he does not he1p 

to realize what is bad in them. Th巴� smallman 

does the opposite.' 

(論語/顔淵・ Confucius;The Analects/Book XI) 

【超拙意訳;先生が言われた。「君子は、他人の善き事

を実現達成するために手助けをします。他人の悪しき事

には手をかすことはしません。ところが、小人はこの正

反対の事をやりますね」】 【自注;筆者大好き】

女パソコン英語余談� 

Cruso巴(クルーソー)、新登場の� CPU名です。

年末商戦を脱んで、新手の� CPU(=中央処理装置 

Centra1 Processing Unit)を搭叔したノート� PC(パ

ーソナルコンビュータ-Persona1 Comput巴r)が、� N 

EC、富士通、目立なと・から陸続と登場しました。 この

新� CPUは、アメリカの� venture企業� Transm巴ta(通

常は訳さずママのトランスメタ社、あえて訳せば、「超

置換」社〕が、「超効率」に的を絞って本年� 1月に開発し

たものです。この� CPUが、圧倒的シェアを誇る件の� 

Inte1ベンティアム系のものでないのが嬉しいのです。

ごの� Pentiumは、同社の� 5番目の代にあたる� CPUと

いうことで、� Pentaの5の意味からの合成語です。現在

の流通しております� CPUは、この手の合成新語がほと

んどです。由来は「車」のネーミング以下というのが実

情で……。まあ、日本車にも赤面するような小公子、青

い烏、王冠、行軍、超能力とかのネーミンクやが……。

閑話休題。 Pentium、 Ce1e1on~ A th1on~ Duron、K6

などのネーミングと違って、� iCrusoeJという名前は、

白来が推論できます。かの� Danie1Defoe (1660~1731、

イギリスの小説家)の作品� iRobinsonCrusoe (1719)J 

でしょう。経済的合理主義の精神で漂着した無人島での

生活を描いた冒険小説。この� Crusoeという� CPUのウ

リは超省電力=したがって超低発熱、故に� PC雑誌の記

事だと� 8時間持ったとか、� 6時間はイケルとかの結果広

告(報告)を喧伝しています。これは、現行ノート� PC

の泣き所である� PC操作時間の短さ、勿論� battery駆動� 

による操作、持って� 3時間、通常は� 2時間弱(筆者の経

験では1時間持てば可と思っていましたが)という短所

を捕うものです。まあ、漂着生活に堪えられるほど長時

間ということではありませんが、1/4日も� batteryが持

つという事は、今日のノート� PC世界では画期的なこと

なのでしょう。この� CPUの超省電力=超低発熱の発想

は、超高速� CPU故の宿命、高発熱を逆手にとった考え

です。� CPUそのものは� Inte1系の� CPU互換という発想

ではなく、� CPUの命令を、� Crusoeの命令に「逐次翻訳」

していくソフトウェア� Code Morphing Software 

(=CMS)と組合わせていくことで、スピード犠牲(高

速犠牲)故に低発熱、省電力を実現したことす。

かつて60年代に米国で人気を博した� TV番組“Pala-

din"の主人公(軍人上がりの探偵兼用心棒)の名刺に

刷つである� iHaveGun Will TraveU (=ガン保有即

刻参上)という様に、ノート� PC所有、� Int巴rnet関係商

売のカタカナ職業人の� iHaveCrusoe Will TraveU 

刷つである名刺を、ケッと折り曲げる日がくるかな?

女Internet関係のパソコン英語*****(6) 

前回紹介しました英国人の畏友から、� e-mai1が入り

ました。そのアドレスは、� xxxxx@havenhay.demon. 

co.ukでした� (xxxは友人名)。

今回は、この最後にあります国名コード(いわゆるド

メイン名� domain=専門範囲〕を見てみたいと思います。

勿論、【jp】=日本、最後に何もないのは� =u.s. a.米国

です。これは、� Net発祥の国の最大の特権で国名は不要

となっています(したがって、このアドレス欲しさに我

が友人の約� 2名が米国の� providerと契約しています)。

ただ、【us】=米国というコードあります。要注意。

また、米国領の� Guamは【gu】です。英国は、既述

のように【uk】と【gb】があります。あとの� gbは、� 

Great Britain。中国は、【cn】=China、と� Hong 

Kongの【hk】。うん、【tw】=Taiwanがあります。

【at】=Austria、【au】=Australia、【ca】=Canada。

【de】=Germany、【dk】=Denmark、【fl】=Fin1and。

【1e】=Ire1and、【i1】=Isra巴l、【m】=India。

【it】=Ita1y、【kr】=Korea、【nz】=N ew Zea1and。

【no】=Norway、【n1】=Netherland、【p1】=Po1and。

【ru】=RussianFederation、【se】=Sw巴den。

【sg】=Singapore、でエッ?が【ch】=Switzer1and 

でした。� TheSwiss Conf巴deration(スイス連邦)の

フランス語読みでしょうか?乞御教授)以下次号。
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パソコンで英文を作って発信する

島潟丘

最近は少子イとの影響で兇鐙たちぞ対象としていた塾な

くないらしい。そこで先見性のあ� 

lま年護者を対象lこパソコン教窓会嬰いたところ、どこも

しているそうである。 ゆとりがあ

るばかりでなく、 どを身につけ

ており、パソコン与を生まれて初めていとった人でも、� 2，� 

3ヶ月もパソコン教室に滋えば、ホームベ…ジを開ける

までになってしまうそうだ。このことは定年で退職した

多くの人たちに生き甲斐を与え、同時に日本全体そ活性

化することになるかもしれない。

パソコンが便利がよいのは、第一に、受{言ばかりでな

く、自ら発信することができるということだろうo

のほうは、ャメールアドレスさえ知らせておけば、

のどこからでも瞬時にメッセ…ジを受信することができ

る。また、発{言のほうも、約手の� rメールアドレスさ

え分かれば、いつでもこちらの函閣に表示したものを送

{言することがでおる。

パソコン与を使っていてもうーっ便利に患うのは記録伎

があることだ。ファイル機能でパソコン器械そのものに

ることができる点である。またブロッピ…に記録

すればどこへでも持ち運びが出来る。替は手饗きやタイ

プライターだったから、何度ら番考箆すことは管が折れ� 

fこ� は修正、加筆が自由自 る。弘の同僚の一G

人は、ドイツ語で論文そ仕上げたら、ドイツの大学にい

る専門の教授のところに送揺し、いわゆるネーティブチ

ェックをしてもらって、より完全な論文に仕上げて提出

しているが、その発信や受誌が塁p療にできるというのは

実にすばらしいことのように思う O

ソコン適稽ができるようになる前はファック

スで連絡していた。ある時、特簡の読み途えをしたため、

ロス在住の友達のうちに真夜中に着いてしまった。その

友人はファックス通信は安眼鏡害になるので、時際安考

えてiきってほしい旨のことを言われたことがある。

ともかく、英文をノfソコ くのは日本余体に誌が

っているようだ。これまt:はとかく欧米の人たちが書い

たものを受信し、それを羽穣・解釈することが多かった

が、これからは、� E本人はもっとパソコンの便利さぞ活

用して、身近なことぞ英語で思いつくまま書く機会を多

くし、受{議・発信の均衡を50対501こしたいものである。

今はほとんど災認を享れてしまったという人ちパソコ

ンでキーボードをたたいているうちに、機筏的にあった

英語力が浮かび上がってくることもある。� ClDE(Cα17レ� 

bridge Internαtwnαl Dictionαry of Englis紛の定�  

2千認を調べたところ、カタカナ諮としてわれわれ

の自営認として使われている語は約800語でその40%を

占めていることが明らかになった。もちろ

れはあるが、英諮の元の意味とほぼ両じ意味で用いられ

る場合がほとんどである。これらの日本穏化し

近似カナ表記を用いて元の英語の発音に変化させると英

語として適用するのではないかと考える人は少なくない

だろう� しかしそれを実行に移している人はまだ、少ないC

のではないだろうか。� 

81 Cschool identity) ということが言われて

いる〈例� :View 21 (9月号〕ベネッゼコーポレ…ショ

ン〉。新学習指導要領では、� f単位数や科目の設定安学校

るため、新課程カワキ品ラムには学校とし

てのスタンス、特色が色滋く反映tされるJ(33頁〕。とあ

り、各学校の創意工夫が奨励されるようになったの� 

11見は学会、研究会のシーズンである。筆者は� Eng 

lish through Englishの授業を伝統的に行っている筑

波大学付属中学校の授業研究会に行って実際の英語の授

したが、まさに翻意工夫に満ちた謹言葉であり、

生徒一人一人が生き主主滋と学習に楽しく参加しており、

時代の先端ぞ行っていると感じた。中学 i年のクラスで

テキストの内容はニ江ーヨークの時聞と天気の様子を日

本から携得で聴くという設慌であった。コミュニケーシ

ョン透視ということが主義にお題目で、はなく、教案lこは、� 

Communica討すeActivityとして、� GuessingGam告

のあとに、� Makinga Call to the U. s.とあり、ef.を

も安桜妨容されたこともあり、それ以降はパソコン に往んでい11人は笑際にミネソタナ3本げて志額した生徒� 

るようにした。インターネットを聞いてキー

ボードを打つとメッセージを打ち終わるまでかなりの時

間がかかり、記簿会社からの捷渇護の請求額も多くなる

ので、文面はまず、一太郎10かワ…ド2000で仕上げ、そ

れぞ編集機誌のコピーと鮎り付けで行うと経済的である。� 

-6 

るアメリカ人の知り合いに� What'sぬ母� datetoday?， 

What time is it 7，How'sもheweather?と携帯で聴

くのである。そしてその答えをクラス全体で聞き取るの

である。そこの中� iの生徒はやdしい英語えまらさ闘に話

し、またネーティブが臼然に話す英語そ気楽に翻さき取る



力がすで、に備わっているのである。この子供たちが大人

になる墳は現荘よりももっとグローパルな交流が行われ

茶諾を今の大人よりもずっと流暢に操ると思った。

われわれ大人も今の中学生に負けずにコミュニケーシ

ヨノノj官ソけようとすればどうすればよいだろうか。ぞ

れは� rメーんで交流することであろう。誰でも、長い

これまで出会った外国人は少なからずいるが、線

速になるとついクリスマスカードの交換ぐらいになって

しまう。患い切って時間を設け、日本に観光に米ないか

どうかメ…ノレを出してみてはどうだろうか。日本iこ来fこ

ホームステ…脅してもらい、家族ともども日

本の各地を旅行しようという提案そしてみてち顎白L、
まず、パソコンで外田の友途に日本に招待する文を書

いてみることにしよう O 日本のアトラクシぉンというと

古代からの文化の伝統と閥奈の変化の美しさを上げる人

が多いだ、ろう。豊かな文化の缶統lこ感まれているにあた� 

る英語は、

Japan is b泌総edwith cultural t1'aditions. Kyoto 

shrines.品ldN ara are rich in old tem ples an品工

のように機けばよいだろう。また日本は山が多くまた海� 

に固まれ楽しい景色が楽しめるという

のようでよいだろうか。富士山のことも追加しよう。� 

Our country isぶ1su1'ounded by th号。ωan.And 

it has a 10t of high mou沿線ins.Mt. Fuji h丘sb邑印�  

considered to be one of the most beautiful moun-

tains inもheworld. 

また、日本には滋泉が数多くある。温泉のことも� PR

してみたい。ただし、温泉のもつ滋味を表すには、� hot 

spnngよりは叩註のほうがよいようだ。英総辞典を晃

ても� hot の説明は味気ない。それに対して、� 

spaは?湯治」の意味そもち、比較的詳しい説明が載っ

ている� (NODE(New Oxford Dictionary 

lish)より〉。� 

hot spring: a spring of natu1'ally hot water， 

typically h号邑t吉d subterranean volcanic 

〔天然の熱滋がわき出ている泉、ふつう

は地下の火山議勤に熱せられているもの)� 

sp乱� amm告1'alspring consid合redto h乱vehealth 

事� givingprope1'ties 入金健康にする特性号をもっ

ているとされる鉱泉)� 

spaには� OALD6版� (2000)で、さらに次のような

しい説明が掲載された。� 

a 百九rherewater with mine1'als in it，七haもis 

consid♀1'ed to be good fo1' you1' health，com総時

間� turallyout ofせ1eground... (地下から闘然、に湧

き上がってくる鉱水で、健康にょいと考えられる〉。� 

(ξspecially AmE) a pl品cew here peopl号� T号i乱X 

and improveもheirhealth with，fo1' exampl a 告，� 

$官rimmingpool.(隣えばプー jレで泳いだり、リラ� γ

クスして健康後向上させたりする場所)

また、例文には、� asup記rhealth spa whiむhin 

c1udes saumし主urkish bath and fitness rooms 

〈特上の健康回復のための温泉でサウナ、トルコ式パス、

フィットネスなどがある〉と説明がある。なお、アメリ

カで、は円形で数人が同時に海水着を審て入る大きい滋船

で噴水で体安マッサージする滋泉のことを� jacuzziと言

う� (<Candido Jacuzzi (c. 1903-86) Italian-born 

Am号n持政�  inventor)。

日本には温泉は2000箇所以上もあると言われている。� 

議泉の雰菌気は� sp品を使う方が� hotspringよりもよく� 

It¥るが、やはり、日本独特の樋泉の雰議気があり、

Japanes告� spaとするのがよいであろう。

There ar号� morethan 2000 Jap丘nes桂一sty1e spas in 

Japan. When you come overぬ� Japan，1 woむM 

like to take you to som号� ofthem. It's really re同� 

laxin富邑ndenjoyable. 

また、日本は閉季それぞれに味わいがあるので、その

ことをまとめて招手に伝えようとすれば次のようになる

のからしれなし、。まず、� f閥季」なら英語では� foursea-

sonsになり、� sfsっく。英語では

るときには「存在文jという構文があり、それ

は、� therebe-になる。この構文を用いて、以下のよう

な2文を作ることができる。� 

There ar告� h乱sfou1' seasons i立乳n，Th号y説re 

spring，summ吉r，fall and winter. 

にゆとりがあり、パソコンを使って見たいという

上の文と以下;こ絞く文を入力していただきたい。

例えば、 ような文はどうだろうか。

In plants and trees w om th思1畠k合立pf1' 1' 

wmt巴1"s In April もr色esare in 

full bloom in the K丘nto Area Parks ar諮� filled‘� 

with peopl母� enJoyingth忠明rarmthof the s告ason

(茨城キヲスト教大学教授〉 
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BOWKERSAUR 

おowker-8aur社は出版物データベースの作成機関として知うれており、

閣内でも多くの機関が印刷体または� CDで同社製品を利罵しています。

とれうのデータベースは時代のニーズ!こ合わせ、� Web化されています� ο� 

•••••••••••••• 
一ミザ
一g

思
決
一

一
�
 

H

一一一

一
�
 

J
C
一

一
�
 

rL
一
沢
一
�
 

J
一
�
 

n
一

一
歯
車
一
気
吋
…

一

色

白

恥

可

…

一

円

災

保

ぶ

j一¥一。…

一
ιjO
一
�
 

j
一

判

然

一

一

一
�
 

H
U

一
町
一
一

|詰込がん I 
Ulr.ichsweb緩� com

世界的に務名主主定期利行物データベース� 
rUlric.l1'sIntemational Periodicals 

DirectoryJのWeb版。� 
Version2.01こアップグレードし、
発行綴療による検索後サポート。� 

Booksinprint.com 
最も包括的な書籍データベース� fBooks 
inPrintJの� Web妓。

奴録内容:全世界で出版される書籍濡報� 
240万件{絶版情報� 80万件、どデオ・
オーディオを含む〉、
出版社のコンタクト構報� 69，000件。

年題購読錨搭:236，600再
(l問時アクセス)より/更新頻度:臆袴

年鑓購読錦織:� 152.400丹
{干潟縛アクセス〉より/獲絞鎮箆:毎週

ゆ
M
M組

問

闘

綴

-uh昭

・

�

 

1
紫湖

一
�
 M

∞
鰍
�
 CD.冊子揮を� 50%翻

目躍盟� 

ArchiveCDを供給� 

UfAI 
以下フ製晶より複数購読する場合・� 

10%の割引
しJlrichsweb.com/Booksinprint.com/ 

Booksinprint.c口m withreviews/ 

Lisanet.co.ukIBHlnet IASSIAnet/ 

Literarym臼� rketplace.口口� m 

eelラ申し込み・お問い合わtさ|法、お気終にどうぞ?。

東京E雪量韓所� 
tokyo-sal閃� @usaco.co.jp 

http://www.usaco.co.jp/ 

関路来毎援議所� 

osal倒閣sales@usaco.co.JP 

Tel.033505-3256Fax.0120-395-888 T日106-63930303Fax.066393-0617時� 佃 叩� 

岡本福Ai"<:J聖路

ヂ 106-0044醐者間l 

2000年� 11月 遜巻第� 402号 日 紘

毒事� 103-0027 東京都中央� IR臼本橋� 1-21-4 笠宮� (03)3271 …� 6901FAX. (03)3271一部� 20 

E-mail:jaip@m訂� uzen.ne.jp

去p謡1I所� 2

s 

務ミズ会社11藤本総合印露� 

http:uzen.ne.jp
http:http://www.usaco.co.jp
http:usaco.co.jp

