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ブランド・ブームの背景

とのとこ

フーランド

ブランドへの関心が高まっている。

る7Iにが多く出版され、 れ

;s論文の数も増えている。いま、なぜブランドなのかに

ついて触れてみたい。

。定義留婦とM&ム競争

長い不況により、どの企業も業譲の怒イとに悩んでいる。

価格惑と下げても思ったほ し、新製品を出して

らコスト倒れのケースが多い。しかしその中で静かに売

れ統けている商品がある。苦からある務品である。いわ

ゆる定番商品である。宣伝ぞしなくみも、ぞれ程{底下げ

しなくとも、そこそこ売れ続けてくれる定番機品は、ま

さに余業にとって救いの神であり、改めて定番R盗品の強

さとブランドの大切さが身に染みてわかったことである。

もう一つはアメリカでのことである。ここ� 10年乃至15

年、アメザカにおいてM&入(合併・買収)が急速に増

え、その際の繋収金額のもとになるのがブランド・エク� 

J 	 イチイ〈ブ、ランド資産)と呼ばれるものである。これは

そのブランドの資産価値を金額で表したものである。ち

なみに、今年イギザスのインタ…ブランド社の発表した

第一伎はコカコーラ社で、その金額は725緩ドノレであっ

じのように欧米のM&Aはブランドを貰うことで

ある。� 5本のようにごと地とか不動産が自当てではなし、

従って欧米の経営者はブランドの価値を上げることが、

きわめて重姿な経営課題なのである。

関

ブランド・ブームの背景....・� ・.1・2 委議会報告....・H	 H

夜緩

日本とアメリフきでの事情の遠いはあれ、ブランドが注

屈されてきたことは、マーウティングの考え方や仕方に

も大きな変化を及ぼしている。

.リレーシ翠ンシッブ・マーケディングの議視

で、マーケティングの

とシェアの拡大であった。しか

で‘いえば、

も、シェアが涌くなっても利益が上がるとは限らないの

が今日の市場である。それよりも、売上げやシェアより

も安定した収益がえられるものが大切になっている。そ

のためには、しっかりした安定顧客ぞ持つことである。

そうした考えから、近年急速に議摂されるようになった

のが、リレ…ションシップ・マーケティングである。

リレーションシッフマーケティングは「マケテイン

夕食の究極の目標は、企業と顧客の良好な鶴係を維持向上

することであるjという考え方であり、それまでの大震

よる売上げの拡大を第一とするマーケ

ティングとは一線を歯するものである。� 1人� 1人のお客

を大切にし、関定客をま設やそうとする考え方である。

そうした考え方をもとに、多くの産業が新しい製のマ

ーケティング号をはじめている。その典梨的な例が、旅客

機におけるマイレージ・サービスで通うり、小売流通業に

おける� FSP(フリ…クヱント・シ盟ツノf…ズ・プログ

ラムー米!吉頻度の多いお客への特制緩滋サーどス)など

の顧客陸い込み策である。
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.ブランド{家信頼の吉正し ある。その意味では爵品は無数にあるが、ブランドと呼

こうした企業と消費者の強い結びつきをもったものが

ブランドである。ブランドは消護者の主義い簡にわたって

の愛用の結巣、イ言頼が生まれ、愛着が生まれ、少々のこ

とではその高品を離れることはない。いわゆるローヤル，

ユーザーといわれるものである。強い筒品は、このロー

ヤル・ユーザーをしっかり擦っている。

ブランドとは本来こうした信頼の高品のことであるが、

世のψ一般では別な使われ方らしている。例えば企業人

くは、名前のついた商品をブランドと呼んでいる。

わが社にはいま20ブランドあるとか、今度出たブランド

;ま……などという。法律的にはこれでよいかもしれない

が、ブランドであるかどうかは消費者が決めることであ

る。

泊費者がブランドという 必ずよい商品であり、

世間で評価されている商品であり、一流の商品のことで

べるものは一繰りしかな ~\o 企業と

はきわめて大きく、この点、はまさに企業は深く反省しな

ければなるまい。

このところのブランド*ブームでどの企業もブランド

をつくろうとしている。しかしブランドそつくるために

は、� 10年や15年はかかる。その閥、こどもを苦手てると同

じように、大変な努力が必要である。そう簡単にブラン

ドが生まれるものではなし、

日本はモノっくりは上手であるが、ブランドづくりは

下手である。それは急いで、;f!J話を上げようとするからで

ある。いま も苦しい時期を通過しているが、� 21

世紀に通用する新しいブランドをじっくりと育てて欲し

い。そうすることがグローパルな時代に向けて、日本が

生き延びるよ震だと惑う。

〔鰯岡本マーケティングシステムズ 代表取締役〕

ワイリー・ジャノミン

ウイリー・ジャパンは1807年創立の北米章受古の科学

技術議出窓社ジョン・ワイ� 1)ー� & サンズ社

連絡挙務所として1960年代に活動を翻始しました。現

在は支社としてマーケティングとプロモーションを授

開しております。

ジ沼ン・ワイリーは米関;本社ほか、英盟、 ドイ

ツ、シンガポ…ノレ、カナダ、オーストラワアで出版活

動をしています。� STM、テキスト及びトレード分野

にわたり、エレクトロニック・プロダクツ� 200点、警

籍点数11，000、ジャーナノレ400点、年関新引11，500余り

を扱い、� STM出版では従界のトップ“3" Iこ位遣し、� 

1996年lこはドイツのVCH社を吸収し、化学分野の出

版社としては世界勺"となりました。

こうした国際的な発援を背策;こしてワイリー・ジャ

パンは、現在組織的にはシンガポールのワイリーのうF

リトリーに隠し、出版物は英ffiIのワイリーより日本の

マーケット� iこ供給しております。又、展示会、プロモ

ーション、ブロシ� A ア タイムリ…iこ

東京都千代間区九段北1-3-3 クラビノレ6F 

T記1:03-3556-9762 Fax恥� 03-3556-9763

出版物号会長身様にど紹介するように努力いたしておりま

最近では、� 1999年;こ正式に始動しました約300の

ワイリー・ジャーナル後 るワイリー・ジャー

ナルのインターネット・サーどス� WileyInt思rSci-

側� ce与をはじめとして最先端技術を駆使したプロダク

ツぞご案内いたしております。

吏iこ、� 1997年よりワイワー・ジャパンで

を開始し、� 2001年には日本化学会をはじめとする日本

の化学関連学協会の協力による英文総合論文誌� 

“THE CHEMICAL HECORD"を出版する写まにな

りましfこo

今後共、メンバーの誉居及び出級社等の皆様のご協

力を環きつつ、共にffiI際的最新科学情報を21世紀に九

けでより積極的に日本から波探に発謡、世界から日本

にとり入れてゆけるよう、より

びプロモーション活動に努力いたしてまいりたいと思

います。

長 谷 整

一-2 



|棋会報告|く文イ間生委員会〉 

JAIP第37回麻雀大会

去る� 8}Hl日(金〉、食休み前の週末、タラ

京駅八霊堂洲 ~t日前〕で 37[!芸大会が開かれました。暑さを

吹き飛ばすには“冷房の利いた部屋でどールを飲みな

がら蘇室長を楽しむのが…番"と患うのは私だけではな

いはず。皆さん額の汗を拭きつつ定亥IJの� 68寺15分には揃

いました。今大会は新しく協会のメンパ…になられたー

さ之社の阻野さんと樵おさん、阪神エアカーゴの中村さん

と、新顔の参加も得、また久し振りにパイを握ったとい

う古司dん、和国さん〈共に丸善〉や奥田さん(UPS)

など総勢20名、� 5.1;容の三匝戦でした。半荘(ハンチャン)

の苦手U~良時院が45分の戦いとなれば日頃顔貌染み問志の皆

さんも爽剣そのもの。「明日は� Tomorrow、今日は積も

ろう、エイッリとパイ後援り議さんばかりの気迫はよE

にこのゲームの醗欝味でしょうか。� 9時半壊ょうやく

宙戦も終り、三連勝中の内閲さん〔策亜ブック)

って鶴校長(東議ブック)が晃努事優勝� I対戦相事に恵

まれ、今日はん本当に露五パイが良かった。何より会社の

良い宣伝になりました。Jと喜色満面で諮るスピ…チに

機んな拍手が逸られました。開いてみると東車ブックさ

んでは社に議動主主を議き、 トレーニングを積み重ねてい

るとのこと、麻銭安通して社員の意思疎通を霞る一つの

方法には感心致しました。また最後までに優勝戦線に溜

まって善戦した戎井さん〈丸善)、雨宮さん〈タトル蕗

会y択さん(原書jおも印象的でした。

幹事役の属輔さん(ヱイどス〉、村山さんくゲーテ書

ありがとうごぢいました。次也大会を(来年二月)

を楽しみにしています。

優 勝 鶴 ブック)� 69点

第一 雨 宮(タトノレ閉会)� 59点

第 位 金木

く広報� . I:多タト委員会〉

一「国際子ども国書館j見学会一報告� 

8月24日〈木)午後� l時から、器g:sL菌会謹書館の支部関

として2000年� 1月� 1Bに設立され、� 5月号日からサ

ーだ、スを開始した上野の「闘際子ども

行いました。参加者は総勢11社23名で、した。

子ども留議館の金繰協力諜・大塚品乙係長の懇切丁寧

な説明は、国際子ども図警号館創設の意思・方針から始ま

り今後の計画など、大変分かりやすく有意義なものばか

りでした。また私共の業務の参考になるお話しも随所に

ありました。説明の後、大塚窓んと織本尚志氏

の案内で、現在E公開容れている全施設を見学の後、質疑

応答を経て、午後� l時45分、現地散会となりました。

猛暑の中、業務時間格iこも拘らず、各社から大勢の方々

していただ券、また余極をご支援くださりありが

とうございました。

委員長清水弘文

くダイレクトリー委員会〉

ウェブサイト開設

多くの会員の皆様には絞;こ ただいていると思い

ますが、この稼懸案の ムペ…ジが立ち

上がりました。� [http://www.jaip.gr.jp]

時あたかも“1T"なる略語が嘘伝され、国号をあげて

情報選議技術箪命に突入しようとしています。この時流

に取り残されな を、 らをえが協

会も手にしたことになりますが、次の課題はコンテンツ

を如何に拡充できるかです。そしてそれ等が霞接、間接

に皆様のメリットとなり、また親睦・交流の役に立つ� ζ

とにならなければなりません。

ブーピ 川原(UPS) 点、54)件…�  そのい必っとして、会員専用ページ〔会員の方はこちら

大 波 資 稔名〈三友社) へ〕を設けました。ここにはデータの後録、修正、議除

和田(大洋交易) を行うメニ品ーと共に、速報を要する各種のお知らせや

ノてう予ンス 戎井〈丸善) ニ品ースのページも用意しました。現在試みに幾

レディス賞 尾崎(エイビス〕 つかの内外ニ品ースぞ掲載していますのでご覧くだぢい。

当丹 吉間 このページについて、皆様の忌僚のないに送見、ご提言

日 件1 LlJ (丸善〉 をお待ちしております。

〈友隣社よ原鉄潟記〉� 委員長山川隆司
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簡易申告制度について

輸入道闘の街素化と効率化を関るために、 より検討が進められて米ました擦問の制度が2001年� 3月から導入さ

れることになりました。去る� 9月6日 による説明会が行われましたので、 でに以下その概嬰与をお

知らせします。

.簡易申告制度のイメージ

予め税喜息長の承認を受けてい れた種類の貨物について号 鱗税申告を分離し、続税俗

告の前に貨物を引き取ることができる0

.簡易申告鰯度のメワット 

(1) 号i取申告雲寺の申告項吾が製滅される。


{お 号i取$告や納税申告が基本的にぺ…パ…レス化される。
 

(3) 引取申告時の納税のための審資・検査が慈本的に省略される結果、 る時間が短縮される。� 

(4) 納税申告を後日まとめて行うことができる。

との制度後利用しようとする場合は、 「特例輸入者」の承認を得、貨物を指定するなどの手続きが必

となります。詳細については最寄り たは通関業務省と委託されているフォワーダ…にお問い合わせくださ

い。(ご符裂により説明資料をお送りします。� ください。)� 

03-3599-6421 9月18日より下記に庁舎を移転していま� 

045-212-6165 2-56 1~8F 

大経税関 係-6576-3391 テレコムセンター〔新交通ゆりかもめ〕

052-963-6058 レポート 〔臨海副都心線〕

{各簡易申告管理官]

務局)

日本出版貿易株式会社英国法人� 
JP-BOOKS (UK) LIMITED設立

パヲ文化設第 1 号・第 2~'r.5 1こ号 i き続き、 ロンドンの三越舟に新語矯臼 し

ました。

日本のあらゆる雑誌・書籍の新刊を他種類に取り らのニーズに迅速に対応、ミヒ� 紙

製品、 ソフト、伝統工芸品等の ~ð しく英関における日本文化の普rtえという 

っておりま

: 14すoRegent Street，LONDON SW 1 Y 4 PH，U. K 

TEL : 020-7839-4839 FAX: 020…7925-0346 
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出銭文化史議選一蕗から東から…(48)

洋書の歴史雑記帳(I1IJ吉利支丹と洋書 (3) 

φ伴天連たちが総裁した洋書 

1556 (弘治 2年)、イン ベルキオール・ヌ

ネシュ・パレトがガスパ…ノレ・ヴィレラ、メンデス・ど

ントなど S名のイエズス会士号を伴って嬢後に米航してい

るが、そのとき 100側近い議籍をもってきたという o 実

に多彩な内容で、聖書室(原典、註釈書、用語辞典)、教

父、宇中学、約学、典礼、霊的警察籍など広範囲にわたり、

その中にはプラトン、アリストテレス、製アウグスチヌ

ス、製トマスの著作を含んでいた〈井手勝美 rドリシタi

ン時代に於ける日本人のキワスト教受容J)。

海老沢街道先生も WB本の襲警jでこの{引こ論及して

おり、それによると、 1554年末のゴアで呂本にもってい

くために準備された陸警の昌録 ("Copiadoヨuelevo立 

Mestre B号lchior pera J丘pam 1554" Doc註m邑nta 

Indiぬ III)には、 rc記新約)聖護 biblias3，新約護望書

うPe8tamenぬ 8nOV08 6、筆書詩句索引 concordanti師、

雅歌、詩篇、ノマウロ ど

日課jや詩篇歌Jな ザストされ、 ~tこ 

fイミタティオ・クリスティ〈トマス・ア・ケンピス 

Fキワストの倣び取も含まれていたという O

ヌネシュは 5カ月ほど盤後にとどまって帰国したが、

ヴィレラ(Gasp釘 Vilela1525-72)は1570 亀 1

まで約15停の長い年月、日本人の教化に会務力を設さ、込

んだ。ザピエ jレの意志会継いで京都での布教に尽力し、

その苦難の笈教活動は、 40歳で早くも白髪になり 70議ぐ

らいに見えたというほど苛酷なものであったぜ耶蘇会

土日本通語鳥。彼lま足初義輝に布教の許可を得て、

での宣教の礎与を築いた。後フロイスが{言長から朱印状を

与えられ、 1575(天正 3年〕に開条坊内〈現在の姥柳町)

にオルガンティーノの設計で聖堂を慾築し、 f南蛮寺j

と呼ばれるようになった。狩野元秀の筆になる扇絵「な

んぱんたふのj翠jを見ると、城の天守閣に似た三三層の壌

をもっ和践の華麗な建物で¥都に評判を呼んで克物人が

訪れ、多くの{言者がつどった。この地は奇しくも信長が

最後を迎えた本能苦手に近く、今では「南蛮寺跡jの石碑

に在りし日の伴天連のミ予を夢想するばかりである。

{言長が吉利支丹を庇護したことは広く知られているが、 

鈴木陽二

彼は安土山 くとともに、山麓を関む

懇琶湖の入立を塊め立てて町づくりを行った。そしてそ

こにこと地を与えられた護教師オルガンチーノは、 1581

〈天正 9年〉に島原浮島の有潟とほぼ隠じころ日本で初

めての「セミナザオ J(神学校〕後開校した。語長から

特に許され竣と同じ瓦を葺いた建物はどんな様子だった

か今では不明であるが、

ものであったろう o Wグレゴヲオ 13世一代記』収載の安

土セミナリオの霞は、鐘;塔受配した石作り臆3階建ての

完全な蕊洋建築であるが、果たしてこのような様式であ

ったのか「弼底そのまま窪ずることは不可能である jと

いう見解もある〈内藤高『復元安土城山。かつて楽市

楽療でにぎわい伴天速が行き交った安土の町を、今では

想像するよすがもえまく、安土山の麓大詰(デウスより転

読〉に保存されているセミナリオ史跡公磁のみが、薄れ

行くキザシタンの歴史を物語ってくれる。

笈教師料彦選土たちが渡日の折多くの書籍を舶載し、

宣教活動を行いながら思い時期から

みたことは、フロイスの『日本史jや、『イエズス〔耳目

蘇〉会."七日本通議~ ~イエズス会臼本年報』などで知る

ことができる。ヴィレラも南蛮守で『サントスの榔作業』

(“日08sanctorumつや督解書など、数穏の教警の翻

訳を手掛けているし、また 1563(永禄 6年〉までに記前

度践で4福音響の全訳が行われたという例もある(海老

沢有道 m本の襲警j)。こういった事例は数多く拾い出

すことができるが、紙数の関係で割愛する。

宣教師が輸入した書籍の全貌を解明することは難しい

が、 1614(慶長19年)に高LU右近、戸ヨ藤知安を含むキワ

シタン信者や境教蹄がマニラとマカオに追放された折、

ら持ち去ったと思われる書籍が、マカオのイエズ

ス会日本管[g代盟部とコレジョ所蔵の叡欝目録として残

されており、それには追録リストを併せて575点

が掲載されているという。すべてが持ちょおされたみとい

う訳ではないだろうが、この数字からの印象でも、日本

;こ舶載された原警は想像を越える畿でるったと，雷、われる。

〔参照文献〈文中以外):海老沢有道 F切支丹典籍叢考j

/n潟蛮寺興廃記J) -本の悶誉館長)

実
ジ



怠潟丘

「大学の先生は休みが多くていいですねJなどとうら

やましがられる時がある。なるほど、朝早く、通勤しな

くてもよいし、都心などの「遜勤勉獄jに出合わなくて

もよいということなどもないわけではない。しかし、休

みは学生たちが休むわけで、大学教義にはかえって休み

中のほうが不規制な日課になり、いそがしくなることが

多い。弘の鋼人的な経験でも、 7月から 8月にかけてに

くの学会や研究会などがあった。大塚英語教育研究

会、英語発音表記学会、英語教員のための夏芸評議段、ア

イザス関凶支部大会、 3日間の集中講義、 Jニレック罷友

会セミナー、食器英語教育学会、

つくば英語教育セミナ一、それに 6日間にわたる集中講

り、筑波大学東京学校教育部、茨城キリスト

保釜高校、大阪支社小学館ピル、東京国際大学、東

京学芸大学、つくば情報通霞研究支護センタ…、

学などに赴いた。

こオtG うち、 いでふれてみたい。

カリキュラムに という講義科詰が設け

られているが、あるミ専門科目について、教えるべき

が定年退殺し、その補充がない場合、あるい

に専任教設がいない時、他大学の教員に応援そ依頼し、

してもらうことになる。

はそれぞれの本務校で専念するのが建前であ

るが、休暇中など安科用して集中講義iこ出張するのは、

私的なこととし は黙認しているのが現状だ。

もし、これが禁止ということになると、 どの高

もつ授業だけでなく、 のものが事

なる。

笑際に大学僕を開設するためには、自前の専tEスタッ

フで不十分なことが少なくない。その場合、

めの授業担当者として依頼し、

き上提出してもるうことになる。

された警類は文部省のほう の

であるが、その審査は厳しい差益畿で行われるらしい。レ

フリー付きの論集に掲載謀れた論文数、著書が伺点ある

か(共著の場合は殺到IJ単著)、主要業緩が5点以上あり、

そ に関連性が高いかどうか、また、学

ども評価の対象となるらしい。

となると独創性とか学問への貢献度が問

われるから、容易には警けず、 i停に 1っか 2っ仕上が

ればよいほうである。大学説担当及び論文様導適格者か

どう ぐらいは

れるから、若し りに精を出す。

競争社会であるアメリカでは、今でも Publishor P母r-

ishという状況が続いているようだ。しかも務イ任後の数

年間は仮採用であるから、専任になるための論文数が必

なる。また、期限付きのほかに、受講者の評価も審

されるから、学生への応対にも衿経を使う o

日本の滋合は、教授おに対Tる敬意と信頼という文化的

土壌があるので、学生からの授業者評価というよりはむ

しろ教授者自身の自己評価に依存することになる。

ともかく、私は毎夏 5日間の集中講義に出かけている。

はすべて、修士以上の学佼そ持つべきだという追い

って、中学・

に多く参加する。 は、受講者に研究の綾織味

を味合わせ、 って、話し

合いによって考え会深めていくことではないかと j患う G

・高校の先生から生徒の笑慾後鈍うことがあるが、

いて言えば、英諮嫌いになる生徒の数は全体の

半分以上を占めるとのことである。その委闘を見つけそ

れに対処する具体策を生み出さなければ、

来もまた日本の将米も希望を持てるものにはなり得ない

ことになる。

けこなるの っているので

はないかと J臣、われる。その解決法は、

覚えてきたプロセスから導き出せるのではないだろうか。

母語を身につけるとき、単に覚えるために覚えようとし

たのではなく、何かの必要があってことばを駆使できる

ようになったのである。つまり、現実のニーズと

していたのである。

中国で育ち、今著名な大学の教授をしている親しい友

人から子どものときの体験談を語いたことを紹介したい。

中富の子どもも奨繋のものを好まず、翼賛のものに対し

てかなり残酷な態度を取るという。 アクセント

が少しでもおかしいと志をぷっつけられたそうで、石を

ぷっつけられないように本人は中国諮の音調を死にもの

狂いで覚えようとしたそうで、ある。日本国内のことばの

教育は文学をや心に行われてきた。そのせいで、発音は

どうでも文字が誤りなく読みまた議くことが出米ればそ

してきた。また、教員採鴻についても、大学で

必饗な教職単位を取得していれば、あとは何となく 
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になれた。 る。綴り学の/[-':規� 

附牲に対処するには、発音記号の活用と近似カナ表記の

併用が不可欠のように恩われる。

しかし、今は事情が変わったの教員の採沼枠が少子化

の影響もあってかなり狭くなったこと、ま

採舟の面接試験には、英語を母語とするいわゆる� ALT 

(Assist品目tL品nguageTeacherっと
と合詞面接でfTわれることになり、発音や表現力が劣

っていると教員採潟試験に不利になるようになった。

私の集中講義では、このよう

った。受講生は� 58間連続30時限以上の

英語のシャワーを浴びたことになる。受講者のパフォー

マンスを遊軍人れたので、退服するものもおらず、受講

生とのインタラクションを過し、緊張と弛緩が滋じり有

ごした。熱心な受講生に混じって大学の専任教

もいたり、すでに盟立大学で修士号を取ったものもい

L、 れていたと慾う。集中講義の最

後にコメントを余員lこ書いてもらったが、

な感想、を紹介したい(康文からの抜粋〉。

。理論(頭の知識〉と身体(弓を使った技術)と心が…

体になってこそ、英語を話せ、伝えられることができる

のだとあらためて患いました。夢にまででてきた先生の

熱心なそして耳に残っている管を使りに� f継続はカなりj

でくり返していきたいと思います。� 

uYour policy is very clear.Y ou said y88 or no 

c1e品rly.And告veryon号� triedto be close to your 

1. 80 didl.mode

くするための手がかりがたくさんあっ

たと闘います。日ヌド誌にある:ilI:l ってきて、ある

英単語を発音する、例えば、� linguistiむの� gmはぐいっ

ととか七1m告とふternationalのtの途いなどです。� 

restedin English phonetics. 1程ryint告owI'm v。災� 
want もひ� con七inueto study it and practice English 

pronunci乱tionvery h乱rd.And 80me day 1きm 

to be a super native speaker of English. 

むAft邑r1 took your seminar，1 h乱vecom告もof記号l 

th乱tKIPA (Kana-IPA) you've invented caηbe ap-

pliedもonot only speaking but設180listeni設g。Your seminar w乳sa little strict for m告，� but it 

en乱blば� me to pronounce English sounds more 

cle乱r1y.You m色ntioneda 10t of important things 

with som合� funnyjesture，and it will rem乱inin my 

7 

mind for a long tim記� tocome. 

ってくださってありがたかったです。

これからも練習し続けていきたいです。

ままで理解したことが今の私にとっては一番の

収穫で、した。これを機会になるべく発資記号通りに話せ

るように練習を続けたいと患います。

。カタカナと英語の発音は「別物」とずっと考えていま

したが、「近{限カナ表記」そ教えていただき、

が読みとれないときに使うと英諮の発音がすぐ

さるようになることも良い勉強になりました。� 

uYour lecture gives me a lot ofぎreatinform乱-

tion ♀nd k会owledge，which h乱vemade me more 

confident. Italso ma白� m信� feelthat 1 must be 

more告nthusi品sticthan befor告� toteach English to 

younger stなdents. 

Oこれからも先生の本やプリントを使ってつズムとイン� 

トネーション、強弱な し続けていきたいです。

以上のような感想を述べでくれる学生たちがいると、

受講者が感動する教育はやはり出米る限り、続けていき

たいと患う。今の標準的な大学のカヲキュラムは� 1適� l

コマ方式である。集中方式がよいのか、� i援1 式がよい

のか検討する必要があろう。私の欝学先の大学や大学院

は巡2か遜315式が主流であったQ 開設科目一覧表には講

のほかに数学で難易度が示おれ、� MWFとか� 

TRとか示されていた。� Rが� Thursd乱yのことだと知っ

たのはしばらくしてからだった(ただし、この表示はア

メリカ英語に限られるだろう〉。 日本の大学で滋� 2か滋� 

3 式を採用するのが困難である以上、それに代わるも

のとして集中講義が見直方れでもよいのではないだろう

か。講義が� 1週開に� l阻だと覚えたつもりでも

ないうちにかなり忘れてしまう綴向がある。私の本務校

で掛111教授が災行されているプロトコール方式(古iHillの

講義の嬰約を学生iこ発表させるやり方〉は忘れることを

食い止め、環解を深化させる効果があるので今後も実行

してみたいと恩っている。

科目内容によっては集中方式が効果があるので

はないかと考えられる。受講おに欠席なし

するというのも魅力的だ。このことで思い起こすのは� 2

週間の英語合宿である。機会が通うればこのことについて

てみたいと思う。

(茨城キザスト教大学教授)
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