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今年は日蘭修好� 400年を臼;念した� fオランダパビヲオ

ンJ r子ども読欝年J--lj-ン・ジョルディの日jをメイン

テーマに� 4克訪日から訪日まで、凝主主どッグサイトで箆

催容れました。

ブックブェア� lこはおカ欝からの参加といわれてお

りますが、欧米の出絞社の参加は少なく、アジア地域の

出版社の為のフェアという形が定着してきたようです。

しかし問時開催の� f自然科学警フぷアム「人文・社会科

ブェアJ、「マンガ・コミックフェアム� f霞子出版マ

ノレチメディアフェアJ 日本のよち，坂社などが多数参加

し、新刊の紹介、特イ滋ヌドの提供を行い、ぞれらそ悶当て

にした来場者も約4万8千人〔主催者側発表)と年々増

加して大変にぎわっていたようです。� rょうです」なん

き方ですが実際のところ、毎日認から終わ

りまで殆ど ーケ、ンコーナ� -J

ことは良く料らないのです。ごめんなさい。

その� f洋警パーゲンコーナーJもこのフェアに欠かす

ことの出米ない依しになりました。今年は13の響居・館

業者が参加し、謝恩価格として大幅な割引綴絡を設定し

て提供しました。会場巡営の指当者が、他社の商品だけ

でなくさ社の商品も援っていたことでも、その安本が判

ると，習います。

初日、会場と鍔時iこ多くの方がいらっしゃいました。

その中に今年も茶大学の教授の顔がありました。そ

生の行動パターンは決'*っており、まずワゴンの下から

空の段ボーノレ箱を引き出し、ぞれを会場の鶏にお券、

自� 

2-3時間かけて会場をくまなく歩券、選んだ本をその

箱に詰めて� 3-4箱になると会計をするという形で、レ

ジ係は一時パニック状態になります。普段!話頭でこうい

う闘い方をして下さると嬉しいのですが、それは無関で

すね。

しかしこういったレピーターの方々もふくめ、多くの

人に支えられて、合計� i万� 2千穂弱、約� l千万円の売り

上げぞ計上いたしました。

そして、エピソード号をひとつ。たくさん貿って下容る

の中には、もっと見たいので、買った本を預かつてお

いて欲しいと頼む方がおられます。去年もそのケースで、� 

10数掃をAさんという方からお預かりしたのですが、

終日まで引き取りに来られず、おお前だけしか関いてい

なかったので連絡もできず、やむなく� l年間保管してお

りました。そして毎朝のミーティングでその� ζ とそ運営

関当者に伝えていたところ、三日目にAと名前の入った
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パック後持った人を見つけてくれた担当者がおり、お預

かりしていた本は無事Aさんにお渡しできました。本人

もすっかりあきらめておられたので大変感謝されました。

なお、「オランダパビリオンjのct!こ、オランダ関連

コーナーを設け、連営を丸幾さん、にお

引き受け緩いました。展示の書籍は、

さんのご協力で:t討議社から無料で提供しセ瑛~， 

iこ日誠学会へ湾総いたしました。(洋服

|理事会報告| 

4月17日(月)

同部年度決算報告・総務委員会案を承諾した。� 1. 

として定特総会に提案する。� 

2. 総会議挙そ一部修正して了承した。� 

3. 波神エアカーゴ鱗〈賛助会員)およびタッシェン・

ジャパン鱗〈正会員〉の� 5月� 1日付入会を承認した0 

4胃 (栂トッパンの選会的し出を受理した。 (3月31日付)� 

5. 協会パンフレットモ東京国際ブックフェアで配付す

る旨の広報渉外惑を民会報告を了示した。

「一新会員を紹介し5け� 

i 員社名:絞手取ヱアカ…ゴ株式会社� 

i 東京都千代摺諮鍛冶町1-8-3 

1 神田れどル� 2F 

Tel: 03-5296ゃ� 1577 Fax: 03-5296-1587 

代表者 :代表取締役社長臨井光氏

主要事業:利用航~溜送、

入会日� :2000年� 5月� 1B 


会員資格;


会員社名:タッシェン・ジャパン株式会社

ふ11…23

アトリエアークどJレ� 

Tel: 03四� 5778-3000 Fax: 03-5778-3822 

代表者 代表取締役ロパ…ト・セルフ氏

主要事業:美術書卸売業

入会日� :2000年� 8月l日

会員資機:正会員

|海外ニュース j 

Bertelsmann器本上睦

ロイターによると、� Bert芯lsman設と角)11養手J;5!ま、共

同出資のオンライン書屈を日本に設立する綾終的な話合

い後終えたとのことである。

このジョイント・ベンチャーは、

る。� Bertelsmannは日本とドイツの関係に

多大な興味受持っているのであろう。� Bertelsmaお殺は� 

3%を翼い取っているところで、この

はEヨヱド企業の株価が不安定なため護れているが、� s 
jヲ求iこ予定されている角J!Iの株主総会で求総される晃込

みである。� 

Research Lァ'tStitutefor Publicationsの翻殺によると、

日本の饗籍雑誌業界の売上は1998年の一年間で約� 230億

1--')レにものぼるとのことである O 

BOL.comを通して、� B日rtelsmannはイギリ

ス、ドイツ、フランス、オランダ、スペイン、スイスな

どでオンライン誓!苫を営んでもいる。長近、議滋、シング

ボーノレ、マレーシアiこサイトを持つ� asia.bol.comを鵠

設したが、現夜綬裁はイエドワス題外に移され錨格はボン

ドに変更して販売されている。� BOL.comは近くイタザ

れ、スカンジナビア半島全域をカヴァーする

警J;5も計甑されている。

そのうえ日本では、� Bertelsmannが共同出資してい

る大規模なオンライン欝籍販売会社がある。もちろんそ

れは� B&N.comで、� BertelsmannとBarnes& Nobl告

はこのアメザカで� 2議院の規模のオンライン書誌の株を

それぞれ40%ずっ所有している。残り� 20%は一般公額分

である。� PWDaily for怒ooksellers/May10，2000 

-2-



お詫びと訂正

このま芝刊行しました2000年版ダイレクトワ に変更および誤りがありました。 ダイレクトリーを以下のよ

うにど訂正ください。

〔正〕真� 

2 配列は会員名(日本語表記)の五十音順です。 配列は会員名〈欧文楽記〉のアルファベット娠です。

株式会社13 フランス

取扱分野 人文:社会、心理、 社会:歴史、社会

宗教、芸術 人文:文学、言議、管学

その他:フランス諮 フランス籍、英籍、その他の言言語

メディア データベース� コンビュータソフト

隊式会社13 ゲー� 

E-m畠il gothebk@bl国々cn.ne.jp 目。統治bk@blu桂.ocn.ne.j手

21 カンダ� ブック トレーデング株式会社� 

Eωmail g告ok丘nda@ma.kecom.ne.jp 日曹0主anda@ma.総om.ne.j 

株式会社32 マイブックサービス

欧文住所郵便番号 101-0004 101申告064 

株式会社43 

03-3292…8415TEL 03ω3896ぃ� 6332 

FAX 03-3233-3合35 03-5839-0292 

ssdimport@pep.ne.jpIトm品il fboo人stock@mail.books-sanseido・co.j評� 

44 ム
一
品
士
又

式株 校

出

) 

〔追加〕

東京営業所 東京都新宿区愛住町� 19-16〒16令 部05 

ハヤシビル� 5F 

03-3352-1881TEL 

4臼 トムソン� eコーポレーション株式会社� 

和文社名 トムソン ラーニン夕、J 

欧文社名 THOMSON LEARNING 

E-m乱il 削除

代表者 中村祐輔�  松岡 優子 Yuko Matsuo主謹，� General Manager 

しす担当)(ξo油yumiUw謹M上保

松村途生 Tatsuo Matsumura (専門警担当〉 

水よ裕紀 Yuki Mizuk謹mi

取扱出張社� 〔追加〕

Course Technology，Milady，Singular Publishing Gro註p，

。nwordPress 

〔削除〕

Peerto-pe皐rCom際協ications叩� 

ど迷感おかげしましたこと、深くお詫び取し上:11* 〔ダイレクトリ� 

q
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新・パソコン外論考(其� 5) 

宇田川一彦� Udagawa Kazuhiko 

+A Kiss to build a dream on./キスを! 夢を見

続けるために・..

葉公開孔子於子路、子路不封、子日、汝実不日、其矯

人也、蓄を憤忘食、集以忘憂、不知老之将至云爾、� 

The Gov巴rnorof She asked Tzu-Lu about Con-

fucius. Tzu-Lu did not Imow how to answ巴r.The 

Master said，“Why did you not simply say 

som thing to this effect: he is the sort of man 

who forgets to eat when he tries to solve a prob 

lem that has been driving him to distraction，who 

is so full of joy that he forgets his worries and 

who does not notice the ons巴tof old ag巴s?"

(論語/述市・Confucius; The Anal巴cts/BookV II) 

【超拙意訳;葉公(葉県の長官)が「孔子の人物像」を

先生の弟子である子路に尋ねました。ところが、子路は

簡単に先生の人柄を答えることができずに無言であった。

この件を先生に言ったら「なぜ言ってくれないんだよ。

先生の人柄は、興奮すると食事も忘れてしまう。自分で

好きなものを楽しんでいるときは、憂いを忘れている。

また、『忍び寄る老い』も気にせずオプティミスティッ

クに生きていることを、なぜ言ってくれなかったんだよ」

【外注，このエピソードの時、孔子は 63~64歳で、流浪

の身であった。左伝によれば、� B.C. 479年、葉公(姓

は沈、名は諸梁)は、当時大国の楚で起った「白公の叛

乱」をその人望で収拾したので有名】

大Internet関係のパソコン英語*****(1)� 

n5歳ハッカー(*A)を御用J(朝日 4/20)との見出

しが自に飛び込んできました。本年� 2月、アメリカで起

ったインターネットサービス� CIntern巴tServic巴)のホ

ームページ� (HomePage (* B))への許容量を越えた

アクセスで回線をパンクさせたカナ夕、の少年(マフィア

ボーイ)が、逮捕されたというニュースであります。世

界大手のネットメディア会社ヤフー� (Yahoo! (* C))、

オンライン書J古アマゾン・ドット・コム� (amazon 

com)等々の� W8hサイト(日it8)が被害手受けたのです。

この記事報道に閲して、パソコン超無関心派の方々は、

「何だい? ヤフーってつ ほら例のガリバーの…」と

思われたかも知れません。これは、出典を推察する意味

では当たっています(その他は後述)。

他方、コンピューターに触れている方は、好むと好ま

ざるとに関わらず、「英語(単語)J = Iアルファベット」

と「カタカナ」の洗礼を受けざるを得ないので、記事を

目にして「へぇ、� Dot-Comワールドも意外にもろいな

あ」と思われたかも知れません。

現在の� ITCInforma tion Technology =情報技術〕

革新的進歩を目にしますと、パソコンを20年近く触れて

きた筆者は、かつてのごとく� keyboard=鍵盤、 compu-

ter=電算機とか、� mouse=鼠といっても始まりません

ので「日本語化」を捨てています。そして、英単語とカ

タカナの百花擦乱の中に埋まっております。そこで、コ

ンビュータ一世界と英語(英単語が大半)の【原義・解

釈】等々を考察してみます。で、冒頭の記事に戻ります。

【ハッカ-Hacker (* A)】とは、権威ある(筆者が権

威を与えたのですが)Iデジタル事典J(日経 BP)でも

「不正アクセスを行うものの総称」とあります。もちろ

ん【原義】の創造的フ。ログラマーの定義も記載しであり

ます。が、外国のメディアでは、【Cracker】=不正ア

クセスを行うものと、尊称である【Hacker】は、厳密

に区別して報道しております。 ~Cracking Down on 

Inappropriate MaiU (New York Times，Sunday， 

April，9，'00)【Hacker;補注】“Cracker" と尊称で

ある“Hacker"は、似て非なるもの。乞区別使用。

【HomePage (* B)】というのは、本来は� [WWW 

Server*]にある [HTML*J文書の「表紙」部分、� 

top pageのことです。(*EIJは、次回に説明予定)

ところが、日本では残念ながら、表紙もその他リンク

されているページも含めて「ホームページ」と言ってお

ります。これも、正確に言えば、【WebPag巴】です。

【Yahoo!(* C)】は、� Intern巴t検索� (s巴arch)用 叩 �  

gineの草分け的なものです。� Stanford大学の� D.Filo 

とJ.Yangの作。� [yetanother hierachical officious 

oracleJ またも一丁、階層的非公式の神の託宣、今風

にいえば天声がありました、という意味です。� Jona 

than Swift (夕、プリン生まれの英国の作家) の� 

“Gulliver's Travels" (1727) の中で、� Houyhnhnms

に仕える人間の姿をし、すべての悪徳を備えた生物=� 

Y日hooのことでもあり主す。蛇足株が� l億円

を越えたと騒がれた� Yahoo、発行済株の内51%を保有

し評価高の例の� Sパンク。この手の� Virtual株には、

私見ですが、「虚像に手を出すな!J(次号へ、乞御期待) 
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5 

出版文化史遺謹-iAiから東から…(44)

明治初期の目録に見る洋書C15J 

4・明治16年洋書邑録に晃る輸入の状況(7)

ように丸善がヘボン

第3裁を刊行したのは嬰治19年なので、

れているのは、表示はないが、明治

2殺ということになろう。ヘボンの辞畿の出銭

おける丸善の大きな ひとつだっ

たので、ついでに第3版について述べておきたい。

この静香を刊行することになった

らかではないが、丸善から版権の賢い取り号長期し

おり、ヘボンiこ2千ドルを支払ったという。

として医揃ヘボンと主主いあ

ったし、またこ

布していたことそ受けての潟策でもあったろう。

さで、この第� 3肢の改吉増補は著しく、晃出

号、2294薮〈和英2・10030)、英和20772続〈和英� 

14266)に比べて格段に増加し、和英の部で35，618、

和が15，697であった。改訂に当たっては、� J.Tギニエ

ワック、� W.N.ホイットニーと共に明治の語学者・翻

訳家として術臨した高橋五郎が手伝ったが、彼はごEとし

物諮類など"o語を担当したという。

も綴密な頭脳をもっていると

ヘボン -ドイツ語・フランス諮

に熟達し としての活動は註ざましく� 

Fプルターク英緩訟.Hファウストjやカーライル、モン

テーニ品、ベ…コンなど、突に多重三なものであった。ま

た、ホイットニニーは明治21年にやはり丸善から

成 漢字索引Jというヘボン辞書を漢字で検索でき

料を上梓している。

ヘボンといえばヘボン式ローマ字で著名で、あるO ロー

マ字はキリシタン渡米の析に日本で翻訳・印刷された、

いわゆるキリシタン版で使われたのが最初であった。ヘ

ボンは独自のローマ宇会考案して初薮、第� 2坂と改良を

重ねたが、第� 3!設は明治18年に発足したローマ字会(ヘ

ボンは顧問を務めた〉の検討を経た標準式の綴り字法に

よったもので、今おわれわれが使揺しているヘボン式ロ

ーマ字とほぼ吊じものである。ちなみに日本式綴り字法

によるロー されfこ。

鈴木鶴ニ

丸善はこの第� 3飯を3，000部制作して� 2pjで売り出し

たが、英語学生の必懇話事務として広く流布し、野治43年

の第� 9)友までj較を塗ねた。また明治20年;こは鑓爵援も丸

善から発有された。ま りではなく、その後

明治顛を通して く影響し、底本とし� 

て大いに参照された。ヘボンの平日英辞警の影響を初めて

脱したのは三省堂が明治42年に刊行した井上ト吉編「新

訳和英辞典』であったみいう� (参照文献:望月洋子O

『ヘボンの生涯と日本語J1/f近代文学研究叢書』第12巻・

第39巻/早川i勇『初期英和辞典の編纂法jlJ 

"English and J丘p畠浪記S合 ぜ英和対訳

額妬使板jと� という辞議が韓治

16年j洋書自録に収録されているが、こ も外盟語辞

重要なものであった。

武揚と共に官軍と戦い、降伏後開拓慌出仕を拝命した荒

(郁之助)が制作を企闘した。 した関

係で「開拓使版」と称された。

開拓使に所属する「開拓使仮学校J、後の札幌農学校

(北海道大学の前身〉は暁治 5年に東京のよ線上等の境内

されたが、校長であった荒井は開拓矯進のための

として教育の充実を痛感し、そのためにと� 

して明治� 5年iこ刊行して、 d 

らに、顛末試験の優等生iこ っfことL、う。

この辞書は文部省の豆、j旬で、既成の辞惑を増補する形

で、実際に編纂したのは開拓使の久保包薮であった。下

敷き(ほとんど翻案院になったのは、「隊隊隊警察Jと称

がれた『大iE増補和訳英辞林JI(明治 4年版〉であっ

た。編纂に当たって開拓使のお雇い技師トマス・アンチ

セルによる鉱山関係用語などを追加し、ぞれ� 

F諸元素名称及其饗称表謬Jとし

れた。この点が大きな特設となったもので、誤

る専門潟語辞典の先駆けになった。

出し隷総長万で、発苦記号は日本で初めてウ品ブスター

った「援稼辞書jを継承し、間様iこウ且ブス

ター式のものであった。〔参照文献・惣郷正明「悶

る明治の辞議J/早川勇『初期英和辞典の編纂法J) 
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1999年(平成11年)� 1月，.....，12月の洋書輪入統計(後編〉� 

9.その他の洋書関遂商品(幼児府の絵地図・

マイクロフィルム、� CD-ROM)

(表 9-1)

品目

幼克F日の絵本及び脅商ヌド

楽 譜�  

86%1 1，1921 140% i 

67%1 9ぶ� 103%:
ダー� 

2871 138%i 1，85%1 

3，5571 128%. 

57%1 2，9001 24% i 

85%1 6，4561 40% 

生担旦出竺乞� 
29，8241 100% 

A
ω 34，7741105% I 

(鰐税上の注記は次のi麗り)

出幼児用の絵ぶ及び習画本� 

幼完用の絵本とは、絵が互主体で、文章が副次的な幼児

用の本をいう。

(2) 

したもの及び手筈きのものに諮るものとし、製本

してあるかないか又は拷絵を手ぎするか有しないかを間

わない。� 

(3) 地図、海領その他これらに類する思

したもの、壁掛け舟のもの、地形関及び地球儀、

の他これらに類するものぞ含むものとし、印

刷したものに限る。

出葉書及び綴人のあいさつ、伝言又は通知そ印刷した

カード

‘部耕したもの及び持絵を有するものに緩る。カ

荒木亮一

ード.挿絵を有するか有しないか又は対筒若しくはト

ヲミング付きであるかないかを問わない。� 

(5) 	 カレンダー

カレンダーブロックを含むものとし、印刷したものに

隈る。

部その他の印刷物� 

EPAjlIJした絵画及び写真を含む。〈広告、自業用カタロ

グ、絵画、デザ、イン及び写真その他これらに類する物

コメント:幼児用絵本が19鈴年は前年1997年比で75%と

落ち込んだが、小学校から英語教育が始まれば、将米的

には地加するのではないか。� 1999年は前年比で9%鳩で

あるが、前々年比ではまだ18%低かった。これらの品目

は、葉察、カレンダ一、誌台、向業用カタログ、写

絵画、デザ?イン、その他の部穀物を含めると、書籍

と新関・雑誌の合計の74%に匹敵するマーケットである。

喜一2)第。類にまぎまれる� fその他のものj

(7) 蕗便切手、収入印紙その他これに類する物品

仕向患において適用し又は発行するもので使用してな

いものに限る。これらぞ紙に印窮した物品、紙幣、銀

行券及び、小切一手緩議びに株券、イ議券その他これら

する有価証券� 

(8) デカルコマニア/設計図及び諮案� 

デカルコマニア〈グラスイヒすることが出きるものと、

その他に分類される。〉

設計額及び図案(建築潟、工学用、工業用、商業用、

地形測量沼その他これらに類する用途に供するもので

き原E部こ限る。並びに手審議文芸警並びにこれらを

カーボン機2乏し又は惑光紙に勾奥複写したらの〉
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コメン卜:扱うのは特殊な業種に娘られると思うが、印

刷物の品昆に含まれており、� 20機関のマーケットになっ

ているので参考までにとりあげた。

10・11. 参考資料(輸出適関統計〉� 

〈単位 百万円)

コメント・� 1999停の書籍、新聞・雑誌の輸出は、数値的� 

iこは前年比で91%となっているが、為替の変動を考慮に

入れると前年比で約(十)4%である。 しかし、

にみると、警籍〈務察、単品シート は輸出ユニ

ット数が1998年と� 1999年では、� 11，439から11，230と1.8%

の落ち込みを示している。とのことは何を伝えているの

か。前回、「今の日本iこミiどめられているテクノロジ一、

う土� 

附い8，742/103% 闘に日本の大型害賠が設立dれて遂に今は逆転を迎える

書籍|その他のもの
及び;
それに幼児用絵本

おける新しい知識の輸出提遂の必

トのもの}
婆性を示唆しているような気がするoJと た

が、情報伝達のための言語の関題が高いハードルなのか
辞典および雪辞典

も知れない。

!類するワR
!もの

(1) 

ハ
�
 
《
�
 

ハ
�
 

η
47
 

誼:地図・海雪 されたもの。 は統計変iこ区

分されていない。

〔準金百万円)

計

前年比 筋量� 

19901 31，7301107%1107%1 5，4141115%1115%1 36，8711108%1108% 

19911 29，2961 92%1 99%1 5，鵬199%1114%1 34，381 93%1101% 

19921 28，056 96% 2是%ム1631102%1115%133，21号 き7% 97% 

82%85%103，%1 281l19491 96%1 ，478%83% 54，119931 23 

R
d
 

nu 
l
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U
 

H
V

AXυ 
UJV

お%� 69% 

%
の

険
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鍛
山
一
政
叩

お
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お

%

%

%

の

《
�
 

《

%

%

%

!

?

?

i

l

i

1

i

A

H

υ

η

υ

 

a
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4
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ud
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n
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A
H
U
 
L

19941 20，512 75% 
n
h
u
 

4
f
i 込

4
4%1995118，111 88% 90% 67% 

12.輸入と輸出対照表� 

コメント:輸出は今や対輪入が約� 1: 3である。ここ� 10

年は年々対輸入上じで下降一途を辿っている。震史与を遡っ

てみた。会報、喜善和60年� 3月号� VOL.18NO.3に掲載

されている、輸出遅爵統計表より� 1984年(昭和59年〉に

ついてのく分析〕から� 1849は輸入:輸出が76:24、部

ち3: 1であった。それが� 859に僅少ではあるが逆転し

て49:511こなっている。一一中略一ーにの逆転ば一見

小さな出来事のようであるが、実は日本歴史上設大な意

球を持つ。そもそも書かれたものに関する掠り、日本は

墜史始まって以来ありとあらゆる時代に輸入の一方通行

であった。…一中露喜一…一勿論明治時代においても、

渓猪とか、内村鑑三とか、英文で出版した先駆者逮が何

人も居たが、やはりこれらは間外と言うべきでおろう。

一一中略ーこれが戦後において、日本語の出版物と共

にBoo孟Son Japan in Englishものの

加し、日本でのヲプリント物が設界中iこ輸出され、Elで

日本のファッシぉン雑誌が東陶アジアに進出し、外

《
�
 uv 

69%1 

19号7117，606 94% に至った。一一路〈裕良襲明民報告)J

その翠年、� 1985年に の393億� 

億、雑誌60億〉の輸出を速成した。今は、われわれ知識

の輪出入に携わる者にとって、いろいろと考えさせられ

る時内である。 〈終り〉
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NHK/潔書で議ι世界の岳町の指宏樹ゲ

。定笹本手本� 2，500再{税定的

。ペーパー接・� 664票・� 1996 

+ISBNふ8203-1694-6。2000年� 5丹入袴予控

.敢送語障: 

2000 年8丹38 備 ~11 月 30 詩的訟で (NHK ラジコナ第2設還

@放送時様: 

21:30-22:00 闘の� 11:0011:30)岨� 

2. TheVisitor 

3. The Mating ofMarjorie 

4. A Swell-LookingGir1 

5. Horse Thief 

6. Country FullofSwedes 

1れ� TheEndofChr知tie Tucker 

8. Kneelまothe RisingSun 

(G悲orgia版に拭放送作品会てが杖銭されています。)� 

Erskine Caldwell (1903-1987) 解説:大詰暁生 中央大学教授)� 

fタバコ� -0…ドJ r神の小さな土地』の作者として知られているが、珠玉の鐘繍を多く

アメワカの30年代から戦後し;まらくまで絶大の人気を持つ作家だった。� w昇る太揚J
などいかにもアメリカらしい民物や社会の緊張などを語いて樺らず、そのユニーク

しむ人は多い。

設本総代理鹿 ユナイテッド・パブリッシャ}ズ・サ…ピス校

二F101品。詰62 支援春喜子fta差王手事a後i写会2-9務究社どIv 霊童謡� (03)32空14541(代後}

ー一ー一揖ー量一幽…輔一暢ー構J 

396号 日本洋書協会

警務103…0027 千代田会館5階部考案 鐙 (03)3271μm岱01 ~6920 

事長式会役1)郎総浮い基準家奪長会頭]蕗
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