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i理事会報告� 1 

2 Jj25/3 (金〉 

1繍糊ハブネットの正会員入会令糸認した。� 

2.鱒キャリア・デベロブメント・インタ…ナショナルの

し出を受理した。� 

3.以下の委員会報告在了承した。

・1在日寺総会準綴を開始した。� 2000年震予算・


会案を次悶想像祭会iこ提案する
G

・協会紹介パンフレット鍛作準備中である。次盟理事

ラ贈りを擬出l'る。〈広報渉外委員会〉� 

• TIBF2000洋書パ…ゲンセール参加募集中、家主こ、

「オランダ年j燦示品集審手配rtである。

る。ホームページfsIま

したので次倒閣事会にて綾露する。ま

をfすいたい。(ダイレクトワ� 

4建日本複写権センタ…と米選� ccc~ニの交渉が顎始 ð れ 

fこG 

j委斡報告I<事業損金〉

東京国際ブックフェア

今年も� 4月初日より23日まで策京国際ブックフェアが

東京どッグサイトで開催記されます。例年通り

ゲンコーナー会運営いたします。このコーナ

る会員を� 2月25日に募りましたところ、今年� 

Vol.34 NO.3 (透巻394号)2000年� 3Fl

は13社からの参加申込みがありました。� 3月� 7日;こ

各社にお集まりいただき百合せを好いましたが、

りも多く� 50数合のワゴンで販売を行うことになります。

今年のブックフェアは三つのテーマを揚げています。

戸子ども読霊祭年J、「オランタパどリオンム� fサンジョ� Jレ

ディの� BJとなっていEます治宝、この内オランダノマビザオ

ンについてはオランダ側から

して欲しいとの要請がありました。洋警と共に和

も取扱いますので、日本雲草案審出版協会と自主主取次協会

の協力を得て、丸善(栂にこのコーナー る

ことになりました。

東京国際ブックフェアの招待入壌を

は協会事務所に ください。

追記:2000年令「子ども読番年j とすることが昨年� s見
の衆・参ヱド会議で議決議れ、今年一年

が援認されます。この事業に賛同し、当協会は� f子ども

推進会議に正会員として参聞していま

の皆様のご理解とご協力をお願いします。

2000年は、子ども読書年
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|海外ニュースi 
Web site:出版社説〉利用状況

おOOKZONEが出裂のプロ546人;こ対して行った調査

によると、全体の?告%もの出版社がウェブ・サイトを持

ち、そのうち36%が3年以上前にサイトそ開設していた

ことがやiった。また、全米の出版社のうち56%がオンラ

インを利浴して出張物を販売もしくは流通しているとの

こと。

この調査は� 8，5部人の出版人に依頼し、そのうち� 546

人が自答を寄せている。〈回答率=6.4%)反i答者のほ

とんどは小綴撲出版社で、� 300社以上� (77%)

が200万ドル以下と答えており、売上1，000万以上だっ

たのは� 27社� (6.0%)に過ぎなかった。

問答出版社の76%がサイトを宣伝のためとし、� 73%が

直接販売を行っている。キャンベーン� (41%)、オンラ

イン宣伝� (23%)、戦略上の協定� (22%)などのために

サイトが滋営tされている。しかしながら、半数以上� 

(60%)がサイトからのi民主裏金額に不満をもっており、

く� (43%)がサイト訪問者数が月に500人以下だ

と答えている。

ウェブ・サイトの有効利用としては、よ語版物の宣伝� 

(52%入磁綴販売� (45%)、そして間際的な認知度を上

げる� (31%)などが回答として寄せられた。

ハイライトは� BookZone(www.bookzone.com)で晃

ることができる。議去を報告は250ドル、オンラインで注

文可能。� 

PUBしISHERSW主EKしY/JANυARY3，2000 

策京都滋震赤坂� 2-14-5

プラザミカド� lF 

Tel : 03-3588-1777 Fax: 03-3588-9250 

代表者 :代表取締役社長 山本祥子氏

主要事業:海外新聞・雑誌翰入絞売、クーザエサービス

入会日� :2000年� 3丹� 1日

:正会員

よろしくお願いします。� 

|饗員会報告|く文化粧委員会〉

内田さん三連覇!

第36闘麻雀大会� 2月258(金〉

二十五日〈念入� 36回大会が「東久J(八叢洲

北口前〉で聞かれました。量発いてみるとこ は中山

さん〈丸善〉をはじめ協会の多く 日頃腕

を研いでいる場所であるとの事、� も東亜ブックさん

6名、丸穫さん� 5名と多く って、総勢24名の

しい戦いでした。こ メインイベント(?)は何

っても内国さん〈室長級ブック)の大会始まって以来

の三連覇がなるか又は誰がそれを関止するかであって、

皆さん我こそはと戦いに臨みました。しかしながら終わ

ってみれば初菌戦の高得点を事懇く守りきって内部さん� 

! 前回大会の表彰式で る

いぞ� !Jとヤジ在飛ばしたAさんもション

ボヲと頭を垂れるしかないと言った様子G その強さに

「業界から追放しょうかjとか� f次聞からは見るだけに

してほしいj忽どと非難(?)する資家ででる始末。口、

ろんな もあるようですが、次留も是非参加させて

下さいJと細い自を一!額制くしてのスピーチに傍らの鶴

も部下の活躍に設疫細め笑顔もこぼれんばかりでし

た。又初参加の途竹さん〈ユサコ)の準緩勝は相当な実

力があっての ζ ととお見受けいたしました。

麻主義人口の減少を嘆いていた弘も、今回のよう

くの人遠の活気と熱気を感じる諜りまだ、まだ

しむ麻雀も決して捨てたものではないとの議後強く致

しました。今後もより多くの人たちの参加会得て沼を重

ねることを譲って報告と致します。幹事役の尾癒さん

(エイピス〉、村山さん(ゲーテ警務)手ぎり難うございま

した。 〈友礎技上原鉄努記〉

成績は以下のとおり

務内問〈東議ブック〕 部点� 

優勝 遠竹(ユサコ〉 68点、

位

ブー 鶴〈竜)(東亜ブック)� -58点

技術 荻原〈丸善)� 0点

鶴〈三〉 ブック) 。点、� 

O点

大波 テ)/上原〈友隣社)

小波言葉持出(ゲーテ)
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19的年〈平成日� 1月""'12月の洋書輪入統計〈前編〉

発行するもの� 109 87 7な82%1 0.18% 
O. 輸入捺錨が20万軒以下(1社/月〉の小額貨物は

その他� i 免除のため含まれなL、。
封勝その齢定期予~i効 18，947 17，942 94.70%1 36紛%

の定摂

小 計 (氾悶3 玲� 郎蹴鉛611905，Iお)刊行物

18 

18

4am

児，切械，�  

必幻応i児脱� 珂蹴590.5 01邸山，� 

09ω71附13)(1川制計 仰仰川� 21 臼叩� 

02ω2994.6鉛 似� 必i 36.66%. <分析>: 1999年は、為替レ…トが前年比平均値で10%潟矧%矧I鉛� 郎� 

合 計� {ωlυ}十{ω3訟� 54沸，ぬ鵡同悦� 33091Gω 脱%刻110∞0阿0.0∞ 強の円高の影響が大きかったと思われる。輸入通関絶対

合 37%幻慨州|肌∞ 額では約10%減少という結果になった。しかし、書籍

毘

同

そ

類

も

持
問
、
ひ
に
る

ヨ

モ

及

れ

す

の

単一シートのもの

辞典及び事典

その他のもの〔書籍)

幼児用絵本

づ¥gt (1) 

楽譜

域密/海富

小計�  (2) 

新龍
一週に� 4題以上

(5) その他のちの〈週刊紙などが含まれる。〉

122 ロl鶴岡� 0.25% 〈備考:雑誌は、原産国から航空便または船便

345 341 98.84% れるものについては、最終号

したと認められる時点において適慢の屋

上告がされるため、初号入荷量寺より約� 1年遅れで

計上されるものが多い。位、し、航空貨物“Air 

Cargo/SAL"等で到養するものはその都度通

を経て計上される。〉

注� 3:関税の毒患準については例年の遜り。

イ.輸入原舗は、� CIFまたは� C&Fである。� 

大蔵省関税局から発表された� 11999塁手〈平成11)1丹� 

~12月の日本貿易統計j より 

E[J織した書籍、新鶴、絵画その他の

文書、タイプ文書、設計圏及び図案〉

析を試みたのでご報告したい。これらの資料が、新しい

方向へ発展する思索のベースとして

いである。� 

月の洋書関係輸入通関統計淡~12月1年1999 1. 

(表1)

品目|分類|

会報委員驚木喜怒一�  

(3) その他のもの

(備考 この分類に一般の書籍、即ち

教科書、文学書など、全てが含まれる。

郵便局経由のもの、� AirMail又は� SeaMail 

は、現品入荷月の翌月15日までに通関の届出が

されるため、約� 1ヶ月遅れで計上されている。)

波� 2:新聞、雑誌についての説明

新聞、雑誌その他の定期刊行物(挿絵を有するか存し

ないか、� X!ま広告を含んでいるかいないかを関わない。〉� 

(4) ー避に� 4回以上発行するもの(日刊の新聞など

が含まれる。〉� 

注: 	a ま主での合計には、小計(2)昨乍年E 即ち楽譜、地関・海閲

が含まれていないので、注意されたい。

波� 1:欝籍についての説明

印刷した欝籍、小冊子、リーフレットその他これらに

類する印刷物(滋ーシートのものであるかないかを関

わない。〉

(1) 厳ーシートのもの(折り畳んであるかないかを

関わない〉、その他のもの。� 

(2 ) 辞典および事典〈シリーズの形式で発有するも

のを含む。)

「その他のものJ)に焦点を当ててみると、数量で

ほぼ機遂い� (2.7%減少)であることがわかり、円高に

よる変数そ考勝、に入れ験算すれば、金額でもほぼ横這い� 

(0.02%減少〉と設えるのではないかと思う(為替レー

トの項参照)。獲に、う|ミドル以外の主要間通貨に対して

は更に丹高が進んだので、金額的にはきた襲増加したので

はないだろうか。� 

してみると、数

、状態と言える

(0.3%減少λ	 方法で験算し� 
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てみると、上昇した� (8.7%増加)と考えられる。

マーケットについての稚拙な机上[景気判断」

によると、やはり難しい状況が続きそうである。祭気変

動の影響がすぐに洋議マーケットにやって来ることは少

ないとは設え、期待のき経質的景気間復は何時になるので

あろうか。思iこ、経淡企画庁の発表した岡氏所得統計速

報による1O~12月の GDPiま、物領変動の影響を除いた

前期に比べて1.4%、年率換参事で5.5%それぞれ

減ったと言う。一方で経食庁は、久しぶりの食業設備投

資プラス転向をうけて、「景気判断j を上方修正する構

えだとのことである。…毅的には、景気は閥復するか、

のアンケートの給泉は“No"の比率が上がった、と開

いている。〈りは続く。� 

2.最近均等調の推移

〈備苦言:1989年の総輸入額が緩近10年のなかで最も

均綴に近いので、昨年と将様、指数を1989年安以て� 

1992 26，597 98% 98 19，360 134% 137 45，957 11l% 111 

1993 24，109 S号� 15，928 82% 113 総，037 87% 97 

i羽生� 23，924 88 i広告23101% 114 39，947 100% 97 

1995 24，520 1029 90 17，418 109% 124 41，938 105% 102 

1996129，399 120 19.1似4114% 141108 49.243 117% 119 

<分析>:書籍、雑誌ともに、この10年と言う期間内の

輸入通関額の絶対値は、指数において概ね上留っている

が、洋警の議要は横這い状態であると思う。似し、これ

は輸入通関額からみた料衝であり、次回には「数量」も

ベースのひとつとして、ここ数年を検証することにしよ

う。マーケットが変動的になってきたことや、最近の安

定数;磁指数や、洋著書・洋雑誌の換算レ…トなど、その理

由は複雑で通うるが、いろいろな方向から考察してみたい。

122 16.966 120% 120 50，240 122% 122 

100 14，399 85% 102 41，523 83% 101 

132 

119 

129門1判瑚� 
135 .54，3ω101% 

米� 111，426

英� 1 7，020 

〈単泣百万円)� 

7% 

2% 

1% 

注・仏、スイスは各々� 8位、日位、シンガボールが5位、� 

2佼と伸び、中闘が� 7位を保持、香港がS

イタリアが10設と落ちる

く分析>:前回iこ号l 、主要因として上記のちケ国

を挙げたが、議籍、雑誌の輸入通関額の合計で、フラン

ス、スイスは主要の地位を明け波していたが、� 1999年は

それぞれ� 8位、� 11位であった。閣に、オランダ、ドイツ、

シンガポール、妻子港、中国、スイス、憲章盟、イタリアと

それぞれ3位から10位をおめた。

構成比では、アメリカは37%、ドイツは� 7%そ維持、

オランダが� 7%から1ポイント加えて� 8%へ上昇したが、

イギリスは27%から� 3ポイント減の24%へ下がった。

なお、トップ刊の、� 1999年の書籍〈幼児用絵本を含む〉

と雑誌の輸入通関額の合計i土、� 94.4% -Z:あった。(その

他の層別輸入通関統計は後編に掲載される。〉� 

4. マイク口フィルムの輸入通関統計

注� :f写爽尽のプレート及びフィルム(露光し、かっ、

現像したちのに限るものとし、挟泌i用フィルムを徐

く。)jが、:tフセット周のもの、マイクロフィルム、

その他のもの、に類射されている。

〈表� 4) 19995手までの輸入通関額の捻移 〈単位� 
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<分析>:減少傾向を辿っている。情報量増加に対応す

る務理と検索の便利さから� CD-ROMにその座を嬰け

渡したのも致し方ないであろう。� 

5. "CDおOMH の輸入通関統計

注:レーザー議出しシステム用のディスクで、

挟像以外の記録の再生用のもの、及びその他のもの

〈音声または映像を含む舟容で構成されている教育

用のものはこの範騰に入る。〉� 

5) 199号年までの輸入通関額の扱移〈鱗位 百万悶〕

設:(1) ，立、レーザ一読み出しシステム用のディスタで、

寄持及び画像以上の記録降生用のもの。� 

(2) は、その他のもの(督声のみの得生沼のものを

除く。〕

<分析>:新しい情報、教育、 としての利用撲が

高く、警籍、雑誌の輸入量の合計に89.1%まで迫った。

ジャーナルの電子情報化などで、大学盟議館によるオン

ラインによる情報の共間利用にも役立つようになってい

るのだろうο 関に、霞誉総における経費節減政策がここ

しているのかも知れない。

今回i立、統計の内容を税関iこ確認しつつ、できるかぎ

り正確な情報を提供できるよう考えた。更にお役に立つ

るため、;誌1障ない また、疑問点がある

場合、詳絡をご希望の向さきは、 く

せいただきたい。 〈後編iこ続く)

洋販(日本洋書販売配給株式会社)

当社は昭和28年11月、ニューズウィー夕、タイムな

どの洋雑誌そ主体とする洋議却の率業そ開始し、以来� 

47年の擦に、ブックス・::tン・ジャパン、ペーパーパ

ック、トレード・ブック、 図鏡、絵本、静察、

英語教材、学術雑誌、学術書、電子辞書、� CD…ROM、

ステーシ授ナリーと取り扱い商品を拡大するとともに、

札幌、仙台、横浜、名古屋、大阪、広鶴、福関、沖縄

の会盟主要都市に販売のネットワークを広げ、洋警の

事普及に努めて参りました。日本のどこでも、和議と同

じように洋繋が手軽に入手出米るような仕組みを作り

たいというのが、創業以米の私たちの夢であり、騒い

で、す。

時代とともに、売れ第も変わり、販売ルートも多様

イとしてきましたが、常iこ社還の「書籍は我々の生命で

ある」と「東西文化の融合jを私遠の使命として念頭

に援さ、「清潔な仕事場jで「人の和j をほかりなが� 

東京都新宿区大久保3-14-9

?記1: 03-3208…0181 Fax: 03…3208-5308 

Web site ‘www.yoha氏� CO.JP

ら、結事に励んでおります。� 

t設界は好むと好まざるとにかかわらず、グローパル

イヒが進展し、今後議々ボーダーレスの社会へと近づ、い

ていくでしょう O それは一方的なアメリカ化、欧米化

であってはならず、日本からもどんどん情報そ発信し、

発言をし、「東西文化受融合j していく努力を穣み重

ねる事が大切だと患います。そのためには、日本人が

外国の事与をもっと良く知り、� l党5撃の人々と友達になり、

通訳与を通さずに寵接対絡をしていけるようにな

必要で、洋書の巣たT役察IJは孫々大惑いものと信じて

いま

厳しい時代ですが、業界の皆様と協力しあいながら、

洋警の普及と市場の拡大に努力をしていきたいと患い

ます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

渡辺五議
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乾坤一欝と
ケンコンイッテキ

漢字の見麗し

島 隠 丘

昨年の11月24日付けの産経新聞に日 している

台湾からのビジネスマンの絡が「相談室j れて

いた。その台湾人の名前は儀坤(まこん〉というのだが、

ご本人が臼己紹介をするとき、土中のま「乾土申一樹lJの

坤です、と言つでも、理解してくれる日ぷ人はこの数年

誰もいなかったそうだ。それに反して、カ

タカナ謡で「パツイチム� fニ£ンコーJ(蜜勧交際〉の他

;こも、「ドタキャン i、「チョベリノせなどをおぼえたそ

うだ。土壌場で� cancelすること後ドタキャン、� very 

b品dをベワパと言寄ったりするはおちしろおかしくこと

はの遊びをするのはよいが、� 5本語の背からあった豊か

さな表現が失われかけるのは心配である。

き表すのに、 ひらがな、カタカナ、

それにローマ字と4嶺あるが、それぞれ言語機能別にIZ

別しているわけで、アルファベット銘文字だけで表す笑

識と嚢的iこ異なっている。日本語が英語に絞べて複雑な

ので、ローマ字化してしまえ、とか、むし

にしてしまえ、と主張した日本人もいたが、日

状で識学擦はほとんど100%であることと、機能別にな

っており、概念抱援が瞬時にできる特点、がある。確かに

漢字で概念化すると記憶に定着しゃサいのではと惑己る

人は私以外iこも多いことと，患う。一方、英議の場合は文

いので、� iつの督当を表すのに文家の組み

合わせが綴維である。例えば、「イ� Jにあたる音

すのに12還りの綴り字がある。� 

be，he，me，… 

，μte恐，extrem，mpete∞
machine，magazine，marine，… 


beat，n告at，treat，'" 


の活用 日本が最も早く取り入れまたそ

最も幅広く いるのだが、日本には臆覚よりも視

じる傾向が伝統的に強く、 さえ違えばそ

れでよいjという心的状態があるようだ。

しかし、われわれの社会生活のかなり

達である。悶際舞台で活躍するある日本人から聞いたの

であるが、� economicplanningの の 発 音 が 出 来 な

くて、いつでも不快感を抱かれたそうだ。� pl拾が出三誌な

いのはその発音が教えられなかったからで¥5本の缶統

も取り入れたに過ぎない。

り入れ、カタカナ、ひらがなそ発明

したのは臼本文化の誇りとしてよいことであるが、

には英語特有の設業上の約束が通うることそ感じ取らねば

ならないようだ。 アルファベット文学を見て声を

出 とき、とかくわれわれは左か に読

んでしまし¥それが正常だム思って疑わないo にと英

留と世界地隠に位董づけてみると、短患とも、ユーラシ

ア大陸極東極活タ文化である。ニエーラシア大陸の文化

そそれぞれ受け継ぎそれぞれの発島で熟成したという考

えると部岳さが出てくるようだ。� 

pl-の繭しに震るが、まず� lの構え につ

げる)をしてから、� pの音を出せばi替がき然

し英語らしく発穏できる。私が最初に� iとrの区別

対に必要だと患ったのはイギワスのローマン主義時代の

詩人税TilliamW ordsworthのDaffodils(氷結〉とい

う る。� 

1 wandered lonely as品� cloud
 

That flo乱tson high o'er v乱lesand hills， 


Wh号設� all at once 1 saw a crowd 


ofgolden daffodils“ 


1f子自のc10ud(雲)と 3行自の� crowd(群生〉とは韻

を踏んでも同音ではいけなし、oc1刊は奥きが軟口議に接

触する� [k] と務先が歯茎に付く〔誌とが同時あるいは

green，f ，et，母� 

，・perceive，deceive，conceive

keep，••• [lJが注]のさ?の動さより一歩先になるとよい。 

1昨年NHKの番組で、� 111椀で、

その他、� beli母ve，amoeba，Caesar，key，p君。ple，quay 

もある。さらに、鍔ーの綴り� 5:還りも発音の仕方が

るCthrough，though，tough，plough，thorough) 

らある。英語の学溜者i泣かせであるが、それを解決

するのは、前号にも触れたように、発音記号とそれをサ

ポートするカナ表記ではないかと� 思っている。d

「日 らだれでも出せる英語苦j

と詠んだが、こ どの動きをコントロール出来る

というのが前提になっている。� 

4 「英語発音・表記学会」を茨城今リスト教大

年次大会のほか、月� 
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講座を続けているがく於:小学館プロダクション〉、そ

ちらの会に出席してくれている乾際民(東京家政大学)

が漢字も英語の発議習得に役立つ� ζ とを私の還暦論文集

(問機蛍発行〉に寄稿してくれた。その…郊を以上に紹

介したい。� 

8乳11 small candle welcom告� milkはそれぞれ、

「梅雨Jr相撲Jr ょを犠むJr剣道Jr 身浮く、自浮く、

妙く� Jと表す。� 

going morning talking aboutそれぞ、れ、「強ヲIJ

「もう緩んJr盗金奪う」と� 

one wom註忽をそれぞ、れ、「右腕J r魚万」、� young
yenを「嫌んJ r-腎炎」、� rare ray ride writ告をそ

れぞれ、千売れやJr r 薬糸jとす愁い、憂い� 霊祭井戸Jr
ibo 

water get i七� cutoffはそれぞれ、� f薬J r下痢ッ� J 

「滋労父jと表す。また、� 1get off. Her告itis. T品ke 

it鵠� sy. What are you going to?はそれぞれ、

「揚げ豆腐J r部屋入りず、ヘア入り図J r手切り意地J

f薬湯がなJと� 

center counter huntingはそれぞ、れ、「背なJ r麓
うなJ r犯人J r愛民jと表す。

h者が脱落することから、が� hercar in 

his car 1saw him. Come her、吉� Hemade her 

marry胃はそれぞれ、� f盟会Jr稲塚Jr 亀やj愛想忌むJr
「悲鳴黙り」のように表す。� 

a c立pof- 乱� kindof- 乳� sheetof- a lot of-

乱� lotof menはそれぞれ、 「赤いいんだJr明� 
/ 

日Jr新たJr改めん」のよう

乱n号gg take in com邑� m come 0ぉ� w乳tchout 

for ev号r rob a man Could 1-つ� as soon asは� 

それぞれ、「娼議J r低金J r仮眠、仮謡、� IZ民、湖面J

f家紋、苦陪Jr割っちゃうとJr掘ればJr駿馬マンJ 

f句題J r明日名付けJのよう� 

We do設'tcome here. Does she take it? have 

to ha8 to at homeはそれぞれ、「うどん噛めやj 

f出て行け� γJr波議Jr 河栄喜多jのように表す。蓮沼Jr
this year miss you 己e8how nic邑� shoもはそれ

ぞれ、 「密集Jr愛称Jr内総 γ」� 

Could you- Did you- Aren't you-はそれぞ

れ、� f苦汁、苦渋Jr侍従Jr稽中jのように表す。� 

1 want you. 1 hit you. 1 hat告you.はそれぞれ、� 

「愛椀rtJ r愛必t:f:1J r相塀オ1Jのように表す。� 

take it mak告it knit shirt call back はそれぞ

れ「定期ッJr名機ッJr臼射」 のよう� 

Mind the gap. Watch your step.はそれぞ、れ、

ヤッ!J r主計jっちゃ捨て� 1Jのように示す。� 

midnight dU8もpan dustbin softball 80ft 

touch big car big芸品te get back はそれぞれ、

「見ないとJr出すパンJ r-出すビンJr祖父母ぅ� Jr祖父

タッチJr美化J r笑芸~J r下馬ッ」のように表すことが

できる。また、 ~don' know'まr-殿、土嚢jのよう

に表す。� 

soft ce抗告r h告rred ring must 8how はそれぞれ、� 

「祖父背中(せな)J r晴れ鈴J r抹消J のように

must show- He crashed her costly car.はそれ 

ぞ、れ、「会いましょう」 らした擦りカーJと� 

I'm a swimmer. 1 have- yo証.母writ 111' 

You'll say th拭� Howhave you been ?はそれぞ 

れ、「合関経魔Jr愛機Jr愛裏慾iわJr許せだJr這うぷ

よ敏」のように表す。� 

日本では発言者記長きの長年の伝統があり、それにさらに

カナ表記が加わり、その上漢字表記も時折り活用すれば、� 

発音への興味関心が高まるであろう。そして、カナと漢� 

IPA CInternation乱1PhoneもicAlphabet， 

陸際音標文字)にちなんで、� KIPAと言うのがよいであ

ろう。

人聞は動物と逢って文字を抽象化して考えることがで

きる。つまり、ことばを用いてことばを諮ることができ

るのである。漢字は一つ一つに意妹があり、

や「若干便利j はそれぞれ、� cupof t凶と� Jackand 

Bεttyに近い近似漢字表記でおるが、近似カナ表記より

も面白みがあるようだ。� 

ロンドンの :t>茶一杯

などのように、川柳の� 5-7-5で浅まざまなことを口調

よく詠くめる。英語の発音についても百種穏で十分その

特徴を掴むことができる。

(淡減キワスト教大学教授)
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2000of'3fJL言問

お容さま各位� 

:，t幸喜子号室� 

署名:でφ お1t~} 

映f象ビジネスの畿i誌について

拝啓時下ますますご清栄のこととお慶び、申しあげます。

平素は格部のご高配を賜り寧く御礼を申しあげま

きて、この度2000年3月31日をもちまして現業の映議事業からピジネス撤収をいたすこ

とになりましたO

これは、ソニー・グループの戦略的な事業の再繕成のなかで、グローパルメディアグル

ープの映橡・出駿どジネスから議選を致すことを決定したからであちます。

つきまして辻、このような事構をご緊察の上、判卒、議収の決定をど了解くださいます

ようお頼い申しあげます。

なお、今後のピデオ配給につきましては、剖途にご案内申しあげます。� 

1985年以来、� 15年の永きにわたりお引立を凄戴いたし、誠に有難く心より御礼をゆし上

げます。
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