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2000年度定時総会� 

2000年度定時総会は� 5月19日午後� 3時30分より箱根湯

.ホテル河鹿荘で関俄されたο

〔出席状況〕 出 席�  32社

委任状� 37社

言! 紛争士

正会員77社に対して過さ手数の出席を得たので、協会規

約第5条第30条に蒸づき総会は成立した。� 1告99年度中に� 

2社、賛助会員� 6社の入会、� IE会殿益社の退会が

あったことが事務局長より報告された。

鈴木纏事長の開会挨拶に続き、

活動全般の報告、会涼E思惑より� iEl7-lま複写権センタ…と

米陸� cccとの交渉綴過j、町村理事代理より

について報告、 り

活動報告と新年度の活動計画の発表があった。特にダイ

レクトリ -山11 らは開設間近の協会*'

ームページについて、パワーポイントを使った説明があ

った0

【1999年度決算報告]

西川総務委員長の内容説明の後、

(アカデミァ・ミ五一ジック〉より監資

報告があり、採決の結果1999年度決算は可決・承認

された。� 

[2000年度予算報告】

西J11総務委員長の内容説明の後、採決の結果2000年度

予算案は可決・殺認された。

以…1:ーですべての議事を終了し、� r阿木館事の開会の挨拶

を経て2000年度定時総会を器系詳した。

なお、 3年ぶりに旅行会を併催し、� 29社42名が

参加した。� 
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i護員会報告 jく文化車生委員会〉

第95回72会ゴルフコンペ

天城につかっゴルフ娯楽部� 

2000・4・15(土)

前日からの予報通り、生憎の雨。� 72会のコンべでは本

当に何年か振りの雨の中でのプレーとなり涼したが、風

も無く、暑くも寒くも無く、又、雨も小降りになったり、� 

止んだりとまずまずのコンディシ百ンでした。斎藤さん� 

(UPS)が理事をされている天域につかっ

のホテルiこ昨年同様、前包より1aまり餅けでゆっくり混

ったり、夕食、カラオケを去をしま

5位金原優〈医学苦言説)� 88 10 78 

ベストグロス斎藤純生(UPの お

ドラコン 鶴竜次(東亜ブック) )1 (UPS) 

斎藤純生(UPS) 和問茂� 

ニアピン鶴三郎(東亜ブック)

細川政敏(UPS)

(HN記)

フォーティラブ結成25周年を漉えて� 

1999年震は� 3J:l4日 ス(みかん狩り

ったようです。雨で告は琵えま分んでしたが、未だ桜が もありました。)&議泉 ?レで 、たG
3
p
'

残り、緑鮮やかな樹木に強まれた丘綾コ…スの松見・富

:t晃コースをカートに乗って、総勢6綴24名の参加で娠� 

やかなコンペになりました。

優勝は「久々にいいゴルフが出米で良かったれと丸

善の宮川さん。� 2伎は「パットが良かったoJ初参加の

斉藤一明さん(タトル商会)050/53とスコアが一段と安

定して来た楠本さんが見事3

天候の心配もあっ ラウンド。

プレー後のパーティ した。表彰

式、入賞の方々のスピーチ、そして、 きん� (UPS)

の� f縁がいい、 い、水がいい、和気あいあいの

ゴルフが楽しめたJとのスピ チが此の日参加の皆さん

も同じ気持ちだったようで、 談笑のうちにお

関きとなりました。

成績表� G HC NET 

優勝宮JII 修� 91 21 70 

2位斉藤一明(タト� 98 24 74 

3位楠本:2、〈タト� 103 28 75 

4{立松稽拓出 91 14 77 

Invitation to JAIPに以下の誤植がありました。

謹んでお詫びし訂正します。 【広報渉外委員会]

鰯至誠堂議活

〔正〕議場~成設替腐 

の5忠告の合結で務与をi務じましたが、おかげさまで延べ� 

120名の皆様に参おしていただきました。� 1年認を還し

てテニスをすることによっていろんな方と出会い、� f本を

動かすことがこんなに楽しいものだと必らためて感じま

した。� 2000年度は� 1悶悶としτ4月s肢に津久井湖での

花見合宿、とにかく桜が満開で暖かい臼差しの中より一

層テニス安楽しむことができ~f，こかと，思います。

今年は冒頭にもありますようにフォーティーラブ結成� 

25周年ということで秋合約� (9-10月)に盛大にパーテ

ィーなど企画しております。今後は� 7月-8月に夏合宿、

秋合宿、� 12月-3月に湯河原磁泉合宿を予定しておりま

す。テニスをやってみたい方、テニスに興味のある方

〈初心者の方でも楽しめるよう親切了寧に教えていただ

ける方がたくおんいますのでご、安心安)また、久しぶり

に体を動かしてみたい方、是非フォーティーラブのテニ

されてはいかがでしょうか。もちろんテニ

スの後はおいしい食家とお滋?が待ってますので。多数

のご‘参加心よりお待ちしております。

フォーティ…ラブ幹事鶴竜次{東歪ブ γク〕� 

JAIP DIRECTORY 2000 に以下の誤植がありま

した。議んでお詫びし訂正します。

【ダイレクトリー委員会]

日lromas品� Koutaki

純irotad昌� lくout昌� ki 
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株式会社雄松堂書底� 

6Ji9B日経新聞主催の“アジアの米米";こ関する

シンポジウムが後箆ホテルで、開かれ参加いたしました

が、マレーシアのマハティール首相が、� 20投紀後半

欧米先進諸問の緩済的な強い影響そうけて日本を含む

アジア諸国が成長し、アジアの米米をアジア人自

る様になったことを十分務めた上で「私達の文化

の独自性を失ってはならないし、欧米化が唯一の成長

の原動力になってはならない。受信から発告の時代へ」

と持論を震認されました。

私は幸い1950年代の終わりにつfメワカに半年ほ

るチャンスを得ました。そこで日米の研究機器や

盟書館の質量語面の違い、ままのようなものを感じて縁

匿し、釘分の青森疫学術警の輸入というどジネスに賭

けることにしたのは1960年の� 2月で、す。社名は父が

戦前神保町の古警!苫として昭和� 7停に創業し、戦争で

中断していた を使うことにしました O 

“YUSHODO"は外国人からみるとラテン語のようで

力強く感ずるそうです。今私の下で役践として絞営の

中心的役割をtほってくれている人逮は当時私の下で未

来安賭けてくれた仲間のようなものです。

スタートの段階で私遠の“教資産業"ル必ず成長す

る、亡びないということを前援にしました。社会全体

が大きくなること、強くなることを指識した時代に、

なろう」を社のそット

東京都新潟誌三栄町鈎� 

Te1: 03…3357 -1411 Fax: 03-3351-5855 

ーにしたのは、今からみれば生意気な強がりだったと

患っています。私EI身はこの40年3言、密告さに多様な

とおつき合いし友告と持つことに心掛けて米ました。雄

松堂がこの間企婚し事業として展開したことの議長くは、

種々な分野の人遠からの情報やアドバイス、協力のお

かげと患っています。

前に述べたように受身で受信揺の仲介業担ビジネス

は新しい時代に役会残れないような気がしますが、雄

松堂は21位記戦略を“グロ…パノレ化、発信化の挺進"

を緩'誌の原点とするつもりです。私自身も縫療の許す

限りお客様は勿論、一人でも多くの人に会いお話を競

いて、� 21世絞に企業の存在価値を社員全員が実感出米

るように明るく生きていこうと思っています。最後に、

去る� 2月� l沼会社務IJ立40周年の記念に関係各泣に発信

した私共の英文のメ� γセージは次の滋りです。� 

In commemoration of our 40th year as a Lim時

計:ed Company and as a book importer at 

Yotsuy乱.� 

In our specialist areas，we have always aim邑d 

to be not only th号� b告は� firm in Japan but also 

th記� foremosもleaderin the world. 

February 1st‘� 2000 Yushodo Group of Companies 

事普段;務夫� 

JAIP DIRECTORY 2000に以下の誤織がありました。議んぜお詫び、 しま [ダイレクトリー委員会]

〔誤〕� 

LES BRLLES LETTERS 

EDITIONS CHAIRES DART 

GIミOUPEHATIERINTERNATIONAL 

L'ECOLE DES LOISIRIS 

INTER FORUM (Albin恥1ichal...) 

E-mail (新設〕

〔正}

しESBEしLESしEすTRES 

EDIすIONSCHAIERS D'ART 

GROUPE HAτIER INTERNATIONAし

し'ECOLEDES LOISIRS 

〉内部隊� 

brhosoya@凶� plar.ocn.ne.j 
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願、)1子日、…、六十而耳

新・パソコン 〔其� 6)

字問JII一彦� Udag語官官詣� Kazuhiko 

.1
 was doing all right./何の心配もなく、うまくいっ

ていたのに・..� 

The Master said，"At sixty my 側� r was at 

tuned." 

(論語/為政・ Confucius，The Analects/Book1I) 

【詔掠意訳;先生はいわれた。� f私の13叙訟は、儀場に

六十歳になって、自説と繋る鋭そ競いても、む

やみに皮発してやろうとは感じなくなったよ。いわば、� 

F立に111翼(なら〉うjというやつで、いろんな説にもそ

れなりに存在理由があるのだ、ということ

【外枝;この『耳にIf頂うJというのは、たいへん難解な

英訳も� attunedとしましたが、� adjustでも

いいかなと盟、いましたが…】� 

*Internet関係のパソコン英語*****(2) 
Internet (単純に theN討というのが…般的〕

がらみ、音楽著作権不正コピーがらみで飛び交っている

のパソコン英単語があります。� 

[MP3]と昨夏頃からしたナップスタ よ� 

のNAP8TAR (MP3専用ファイル交換ソブト〕朔縁。

さらに、音楽著作権のみならず� f著作権Jそのものも

「なしJ1こしてしまう、正にパンドラの股が剥いたよう

なDaimaiinソフト� GNUTELLA、Gがサイレントの

しないで{グヌ一テラ}の出現ですのこ

日は後稿で機会があればとりあげます。

この【MP3】� [MPEG-l Audio Layerill 

MPEG (階層は Iからillま('!ありま は、

よびこれで作成された音声ファイノレのこ� 

と Net関係でみれば、この� MP3緩絡は、

いまま タを高二餐を劣往させないでEE絡

し、 ようになりました。ここか

セコ、� 音楽著作権と絡むわけです。

で、� [MPEG]、Movin宮� PictureExperts Group 

専門家開発作業グループの意味です。

最近、友人・知人(企業勤務も含む)からいただく名

刺には、� -ファクシミリの後iこ、小さな字で【Eω 

maiI] Mailニ電子メール、決して

Electric M品il議気メー� jしではありません]や� [Web 

81ω]のアドレスを詳したものが多くなりました。

伊jえば、次のような� E-m乱ilのアドレスがありま

【suzukiky@nifty.ne.jp】→

【8uzukiky】は、� u8ername (使用者名)といいます。

【@】は、� at/at atゅ� markといいます。情報交

は、ご存知の通り商品等の

「単価Jを表すもの

【nifty.ne.jp]I土、� domainnam告〈領域名)=そのま

ま、ドメインネームとして使用。:1:1こ簡や経織などの銭

域名によってグループに分けられています〈ただし、� 

Win-NTなどの� 08で、の� Net鑓係沼諮としてはちょっ

と違う意味あいがありますが設2えしません)0Netの発

祥国アメリカでは、この部分の扱いが少し違います。

伊jえば、� [america.net] ~ lev巴1domain=第

…水準領域]といいます。悶名は不要です(ただ、� us

という国名コードもありま

で、【nifty.ne.jp】場合、� toplevel dom乳inは、当

然� jp=japanの部分のみで、その窓側にある【ne.】の

部分が� second level domain になります。 この� 

nifもy.忠告の開は� [nifty社ネットワ…クサービス〈プロ

パイダー)]の領域名となりま

そこで、日本の� secondlevel dor混乱m しあげて

おきます。友人知人先禁後議取引先企業人の方々から葺

った� E-mailの識別名の判読の一助に…。

【adADministration=ネットワ…クの管盟組織]


【neNEtwork=ネットワークサービス]


【edEDucation=教育機関、ただし商校以下の]


【acACademic=教育および学術機関、大学など】


【goGOvernment=政府機関】
 

[gr GRoup=各種['1]体、ただ しの〕
 

[co COmpany=語業法人官会社I
 
[or ORg♀niz試� 10 非蕗業法人]
廷� z

アメヲカの場合の主なもoplevel doma誌には、
 

[com COMmercial=商沼会社】


むovGOVerment=政府機関1
 
[edu EDUcation=教育機関】


【neもNETworkヱスネットワーク】


【orgnon-profit ORGanization=非常利組織】


などがありま

紙数が尽きました。前自約束いたしました� [WWW]

とかは次隠で…。(次号へ、乞御期待)�  

-4-
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出臨文化史主主謹一軍から東からー(45)

明治初期の日誌に見る洋書� (16J

@明治16年洋書図録に見る輸入の状況� (8) 

EI録の内容瞥見守を続ける。官hibata，� 

bι & Koyasu，T. -J主総� English and Japan告seDic“ 

tionary." -子安峻 W:lì官補訂正英和字桑~)

は明治15:停に横浜の日就社から刊行された。以下，早川|

先生のご著書によって紹介してみたい。この辞警の初版

は明治� 6年に刊行され，緩初の本機的な英和辞典と称さ

れた� F防音挿翠i英和学主義jであった。このころはまだ

木級制りが主流をおめでいた中で活絞印織で行うことを

決札明治3年に横浜の弁天町に「日就社」という会社

を創立して本木議造が造った鉛活字告と購入し，上海から

印織機と英文活字を入手したうえ，西洋入後翠って印刷

工を養成したという。段初の活版印鵜辞泰守はないが，

活!版印刷の長所を生かして当時としては奨鍔の� 5千部と

いう大震の部数を発行し，そのうち� 2千部は政府が翼い

んとげるなど，優れた辞書として普及した。ちなみに，

初のま手装活版本(訳語は木議〉は文久� 2年に幕府の

書調所JでfiJfrした� F英和対訳袖珍辞書jであった。

この� F際音締図J!まオウグルビーの辞議懇を参践して

された。ウィリアム・オウグルピ…はズ、コットラン

ドの出自であり，またこ 出版したのはグラスゴ

ウ所在の� 

jルレど…の辞誉;は立ジヨンソンの流れ号そを汲むイングランド系

とは還って，チェンパーズやブリタニカなど百科

事典が育った風土のなかで生まれたもので，多分に百科

といえる。例えば科学技術の専門用

こと，英米辞欝としては初めて挿絵を本格的

に収議したことなどが，特徴の一端といえる。

オウグルど…を参照した隠係で，柴田・

ことに百科事典的な性格安もち，専門府議や凶洋

の毒事物に関する諮裁に力点がおかれ， また約500の挿絵

が本文中に，あるいは付録として収縁冬れている。もっ

とも，挿絵に潤しではウふブスターなども使舟したよう

である。ともぬれ，� ζ うして明治己主手のお〕版で55，000諮

〈当特設大L 明治15年の改訂第� 2版ではさらに� l

追加した〈挿絵は100迫力的，明治初績の代表的な英和辞

まれたのであった。� 

-ヱドの関番館 鈴木陽ニ

子安竣休明治� 7王手にこの辞書出版の資材を使泊して� 

F読売新聞』を発行して初代社長に就殺した。〔参照文献;

|勇 f初期英和辞典の綴纂法J1/惣郷正明編『白

る明治の辞書~) 

“Lobscheid，W. -English and Chinese Diction-

ary，Punti and Mandarin Pronunciation" (4 vois.) 

(ロプシャイト F英肇字典J)は英和務審ではないが，明

治初期の英和辞磐線纂にきわめて大きな影響を与えた。� 

1866年から1869年にかけて香港でEjJ剥され，

少なかった明治初場に英学者に広く使用ぢれた。その後

も修訂版が継続され，明治12俸には津田愉(津回線子の

父)など� 3名による共訳でにわ村敬介〈正直〉校正『英泰

和訳字典Jが，明治13年には臼

太郎がロプシャイトに準拠して編纂した「独仏増補英霊祭

を刊行し，明治17年にはチ1・上哲次郎が訂正増補し

たロプスチ…ド原著増炎翠字典Jが刊行され，明

治31年lこはそれに正誤表を付けた再販が発行された。

日本の英和辞懇で特にこの辞書に大きな影響を受けた

のは，� W附苦持関 であった。 はよ述

の還りオウクツレビーの苦手警によって収録語奨を決定して

いるが，見出し語の日本語意味表示は『築業字典jを大

itJに参照した。特に熟語の訳iこ多用したようである。

日本における学術関係の訳語，その中でも感想関係の

訳語の多くを西燃が造語したことは知られているが，こ

の「英霊安字典jが近代以降の日本の漢語的な用語・

の確立に大いに影響そ与えたといわれ，その面でもきわ

めて重要な辞書であったと見ることがで=きる。〔参照文

献:早J !I努 F初期英和辞典の編纂法~/永島大典『横手1] ・

英和辞繋発達史J1J

近代日本の海外文化摂取の中で特に大冬な役割安担っ

た出版物の総入について，丸幾の明治9年と明治16年の

洋警目舗によって思いつくままに解説そ試みた。これ以

降も明治前半期の洋書自録がいくつか残存しており，そ

れを分析するのち洋書輸入史検誌の上で参考になると盟、

うが， ここでひとま くことにしたい。

-5 



日本の中

鳥濁丘

IBritish Hills !まイギワス のものでとて

らいいところですよ。 ますよバ

と� OUPの方か 自身も

EI 

分のものにしようという も踏まらないと思っていた

ので¥この話を伺っ うという気

持ちになった。

大学の授業ではとかく なる。日本の文化的

背景が関係するのだろうが、

に置こうとして、指名されないと してはいけたEいと

決め込んでいることが多い。さら iこもっ

ている持ち味を表に出し、クラス と「分かち

合う」という気持ちがまるで薄いのである。「知ったか

ぶりをしてj とか、� fかっこつけやがってj と設われる

のが怖いらしい。学生は「能力も不等であるべきだJと

いう理不尽なことまで考えがちである。

って大学に入学し、よい仲間と一緒のクラスにいるのに、

与えられた環境を自分のために活指していな

なくないのは残念なことでみる。

学生3こ対して、このような不平・不満をいうだけでな

く、信とか解決の道を見つけてやるのが教締の役穏であ

るから、授業外;こ学生に接することをすすめているo 

ALT (英語援業補助者〉のうちで、教室外でよく

たちに接し、話しかけるものは授業も効果的に行われて

いるように思う。少数の学生でも、直接接し、

風に英語で話し合うという� EnglishTable Talk (ETT) 

という時簡を設けてみたが、毎週� 1罰ずつ続けているう

ちに参加者が増え、ついに� TheBritish Hills、

へ行こうということになった。学生25名と私を合め教員� 

3名(うち� 1名がアメワカ人教授)がチャーターした地

誌のパスで� 3時聞かけて� 1泊2日の予定で出かけた。

伎のなかにもイギリス人� 2名、中国人� 1名おり、

ということになった。

福島県の新内iUJから1111こ:10分ほど‘入るのだが、建物は

すべて英国風で案内の人はスコットランド嵐のキルトを

っている。アメリカ人やオーストラザア人が1，� 

2名いたが、ほかはすべてイギリス人であるo 到着する

と� afternoonteaが待っていた。イギザス嵐のパンで

あるおonε を二つに謡ってバターをつけて食べるので

あるが、ティーを入れる茶碗もほかの窮度品もイギワス� 

のものであるo Iイギワスよりもイギワス的Jと議われ

るほど徹底してイギリスの雰関気を出している。

簡単なオリエンテーションを受けた後はまったく

者の自由である O 専属の講師による授業与を� 2，3受講さ

せることとし、あとは自由時簡を多くとった。プーJレで� 

泳ぐこともできるし、テニス、卓球、バドミントンなど

のスポーツ施設もあり、さらに英国風のパブもある。ま

た、ハイキングもできるようになっており、� 10分ばかり

歩けば湖を見ト"ろせるすばらしい眺めが楽しめるところ

に着く。海抜1000メートルのところだそうで、大気も澄

んでおり、すがすがしい気分になる。� 6月の第� 1避の遡

末で天候にたいへん恵まれた。� 

街泊施設もイギリス風であり、� Chaucerなどイギっ

スの文人の名前を宿泊の建物につけている。各部隠の鰐

も英国嵐で、特にパスが豪華で、イギワスの賞族に

なった気分そ味わわせてくれる。

ックスフォードの学寮などに応るような総長

いテーブルに向かい合って療る。ディナーの時はフォー

マル・ウェアが求められる。ウェイトレスはイギワス人

で、食事の註文はすべて英語で行われるc

レッスンに選んだのはプレゼンテーションの仕

という緩めて実用的なちのであった。議婦はその方面� 

5分患の準備をせよ、そのうちの� 2

は5つのキーワードを護き出せ、後の� 2分詞はそ

のやーワードの配ダIJを考えよ、あとの� 1分で口を動かし

て〈況はmbl心みよ、と指示した。学生はそのようにや

ったところ様めて上手にできた。指導によって学生もず

いぶん伸びるらのマあると感じた。

は河持した向僚の教授の黒人作家に勧められて

というレッスンを受講した。様々な野

らそれぞれのエキスそ抽出してそれを健康回復など

に用いる牒5たはエジプトやIね国が起源ですでに5000年の

るそうである。講師はまだ若い30代の女性だっ

たが、 りやすく楽療について詳しく説明をして� 

くれた。 (essential oil)を鼻で嘆ぎ分

けるこ去 ったが、興味深く教えてくれた。

抽出液は� rose，lavender，chamomile，sanderwood， 

p時抑rmint，g母ranium，rosem紅� ry，b♀rg車工no設もな� 

ど一度に覚えることはできなかったが、英語をi還して� 

s 



herb doctor になったような気分を味わった。

最後は私の担当したクラスであるが、まず総d、らいし

た後、最拐の文を与え、そのいい万を様々に工夫させた。� 

The British Hills was a good for me. 

がその文であるが、� iこ力を入れた場合と、� meに

力安入れた場合とでは欝~手にはまるで途ったメッセー

ジを伝えることになること任教えた。参加者の中には英

語に自分の感情を入れてスピ…� Tするのは初めての緩験

であるという学主主もいたが、一人� 5分ず、つのスどーチが

例外なく進歩していたことを知って教師の喜びを感じた。

その持、日本の英務教育が調際比較でよい成績をおさ

めない閣自が分かったよう した， 日本の英語の授

業で の対象物であると

いう暗黙の了解があるようだが、これでは実用

英語にはならないし、脳の滋きも活性化しない。教科議

は日本語iこ直して理解するものでないことは現行の巾学

くと鳴らかになる。私の関係している教科

書では、常に設が誰に対して2寄ったかを明らかにしてい

る。例えば主人公の一人、� EmilyBrownがホームス

テイ先の友遥久炎iこi哀れられて教室援で日己認介する際も

次のように語っている。

Hello. My name is Emily Brown. 

1 am from New York. 

1 like music very much. 

1 play the piano 

-Sunshine 1，p. 16 

日本語で自 らせると、� はだれだれ

です。よろしくお願いしますリで終わってしまうこと

が多い。英諮には日本語の� fよろしく� Jにあたる

ない。これは日本は依存的社会であるのに対し

は独立個性的な社会というせいもあるだろう。英語で自

る場合、上認のように、名前、出身地、自分� 

3つが段低限必要である O

日本人の英語表現力を高め、将来闇際的に活躍しても

らうようにという財界からの要議で今から30年ほ

同理学部長坪井忠治教授、京都

大学の岩村忍、教授、 の入江lIl総夫教授、� 

ICUの斎藤美津子教授ほかが中心になって財団法人� 

COLTD (Council of Langu品g母� Teaching 

mcnt) し，Jj[休みなどを使って� ITC CI試ぬsive 

Training Course)与を実施したことがあった。最初の年

は余国の40の大学が参加し、その翌年は誌の大学が参加

した。 がらオイノレショック� Coil が日本

を襲ったため、財政治なゆとりが無くなり、そ

な計闘は鱗授してしまったが、東京教育大学(筑波大学

の前身〉な は安い金額でj滞夜できる研修

所を利用してそ していた。強

化合宿中の守る させ授業以

外で させることと期間中B るこ

とであった。強化合宿を行うことになったの

工業大学教授で社会学の専持であった永井道雄教授は日

本人;こ英語のコミ品ニケーション力をつけるには母語話

させて、心線的障害� (psycholoぎたalbarrier) 

を排除することが第ーであるという提言を受けていたか

らである。� 

ITC した学生たちのうち、筑波大学の学生は

この英語合宿中 た英語力 るために� ITC

を� International Club としてクラブ活動と

して主主総し、現在に至っている。大学生の築総コミュニ

ケーシ謹ンカをつけようと協力してくれた40人ばかりの

大学教員はその後どうなったのだろうか。定年になって

しまった教員もいるだろうが、私よりもひとまわり

の人もまだ現役で働いている人もいる。よいことはやは� 

りよいのであって、� ETTのような活動の輸が広がると� 

楽しい態い出となるキャンパスライフが生まれるのだが。� 

大学iこは� E88という団体があるが、大学対誌おる紙記� 

の試合などがあるそうだ。しかし、そのような公式な耐

だけでなく、あたかち緩炉の周りに縫って英語を気楽に

う機会があってもよい。英語は学努するだけでな

く、仰か閥的活動をしているうちに英語力がついてくる

というのが本来の姿かもしれない。私自身の経験ではサ

ンフランシスコナ1'1立大学の名努教筏の� JohnDennおさ

んとは� 3日間にわたってのべ20時間ほど認し合ったこと

もあれば、� UCLA の言語学教授たちと� Peter 

Ladefoged教授宅のプールの腐りに座っ

のようなものを楽しんだこともあった。学生と

た英語強化合紛がこんな時にも役立つた。

パソコンの前に煉って過ごす時聞が…般に増えたよう

だが、やはり人関はことばを実際に使っ

るように運命づけられているのだろうか。

〈夜城キリスト� 
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Th@Cee!?Bran@LiEi lry 
このCD-IミOM(The Coch臨海Libr紅� y) ，えコクラン共同計醸のまたる

...... T}去を� 

アウトカムであり，ょにどデンスに基づく臨療� (evidence-bぉedm吋icine)の� EヰlCOCHRANE

ンフラストラクチャーとなるものである.
，，~~， LlBfミAfミγ

コクラン共同計麗は1992年にイ卒、リスでスタートした躍療技術評価の雪上

界的プロジニLクトであり，� 1，400件を越すレビューが完成または進行して

いる� 滋学のあらゆる分野のシステマティック剥レビュー，すなわち，ラe

ンダム1とた較試験� (R口7会世界中から収集し，震評価とメタアナリシス� 

3ヵ月ごとに東新して題けるというものである.また，現主，世界に15カ コクランセ

ンターがある.

それらの仕議事をまとめたものが� f明党� Cochr組巴� LibraryJである.� 3ヵ丹ごとに最新版が発行され，

最新の情報が賜けられる.このライブラリーには以下のデーターベースが含まれる.� 1)CDSIミ:

コクラン共閃計題による各トピックごとのレピュ…〈メタアナリシスのグラフなど)，� 2) 

CENTRAL:世界中のRCTのリスト� (MEDLINEなどの中のRCTを合U')，� 3)他の研究者ヤグルー

プによるレビューのリストどアブストラクト，などである.

このCD-RO討によってコクラン共陪計闘の全体像が把握でき，また最新のエピデンス〈科学的

根拠)に基づく底療が可能となる.

年-4回アップデート.
-年間購読価(税iJlJ) 

CD-ROM< Windowsのみ> Internet<Windows &Mac> 
￥36，000 (綴人) V 40，000 (総人〉 
￥48，000 (さ塁手ド} Y80，000 (間体 Si勾� lel路町)

￥94，000 (2-5 Network license) ￥96，000 (2N臥woぽklicense) 
(6-10Network!icense) ￥112，000 (3Net附味�  lic出� sel

でま言問い合わせください){その他の悩柊につきま 

Best Evidence 4 E，{I!I!I. 
Linking Medical Research to Practice 

ACP Journal Clめ� 1991・99の9年分と� Evid巴nce-Based
 

Medicine (1995ω99)の5年分そ収録ー

臨床上のいろいろな禽題点を解決するため
 

報や，議務の臨床処壁決定に必要なエピデンス(科学的

根拠}を提供する.

.:年問購読儲(税制 
*Windows &Mac Y 25，000 (綴人) ￥36，000 (図体)

￥68，000 (2-5 Network license) 
￥102，000 (ふ10Network lic即時)
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