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6人 の大本 のエスペ ランチス トが、私の著書 『ザメンホフ通 り』の日本語訳の共同翻訳
チームに加わって くれました。 このユニークな翻訳手法を成功裏に導いて くれたのは、東
京の小林司さんで した。5年 後、ロッテルダムでの、世界エスペ ラン ト大会期間中に『ボー
ナエスペーロ 理想 と現実』 とい う本が発表されました。私が、 ほぼ 1年 間ブラジルに滞
在 して書き上 げたものです。大本分科会後、私は大本キャラバ ンのチーフである吾郷孝志
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の客人 として滞在する ことを了承 しました。
2009年 初 めか ら、私 はまるで、亀岡の大本本部、管理部門の奉仕者 になったかの よう
で した。 コンピュー ターが置 かれた、 エスペ ラン ト普及会のデスクが、̲私 にもあてがわれ
ました。そ して、エスペ ラン トによる豊 富なデー タがある資料室、図書室を自由に使わせ
ていただ きました。私 は、他の奉仕者 と同 じように、決 まった労働時 間を働 き、決 まった
時間に食事休憩 しました。そ こで、私 は、 日本人の持 っている労働意欲、 そ して、他人ヘ
の優 しさ、尊敬があふれ る日常 の生活様式を学 びました。実際、それは、 日本人の一般的

mian libron(他 動詞 tradukiの 一
n)
traduk+ekspenmentO=翻 訳実験、試み、翻訳手法
他動詞 iniciati(発 起す る、創始す る、導 く)と 他動詞 gvidiの 前 に 目的語
Tiun unikan tradukekspenmentOnが 文 の先頭 として出ている
sukceseう ま く この文 は、 目的 +2つ の他動詞 +主 語 (la esperantistO
el Tokio Cukasa KobttaSi)

kvin jarttn前 置詞 jeの 省略 の ―
n dum〜 の間
lanCi船 を進水 させ る、着手す る、著作 を発表す る
verに 著作す る、書 く
dum preskau un苅 ara estado en Brazilo ほぼ 1年 間 に及 ぶ ブラジル滞在
の間 fakkunsido分 科会 renkOnti倉 ユkun〜 と出会 う
estro長 、会長、責任者 demandi尋 ねる、質問する Ou〜 か どうか Cu
は後 ろの主語 +動 詞 をまとめて、名詞節 をつ くり、他動詞 demandiの 目的
語 になってい る
estus preta準 備 がで きて い るか estusは 頼 み事 をす る場合 の丁寧 な言 い
方 respondiの ような不定詞が主語 の場合 は、estis facileの ように副詞で
受 ける senhezite躊 躇する ことな く akcepti受 け入れ る
esploro tt cele調 査 目的で gasti客 となる ekde〜 以来
kvazau〜 まるで〜のように sidigi座 らせ る、あてがわれ る
disponigi自 由 に 使 わせ る ark市 o公 文 書 類、 記 録 文 書 類、 資 料 室
biblioteko図 書館、図書室 kun abunda matena10豊 富 な資料 を持 った
kiel alitt onCiSt呵 他 の事務員、奉仕者 と同じよ うに
manttOpauz6食 事休憩 laborpasio労 働意欲
Plenan de ttentileco ktt respektO al alia persono他 人 へ の優 しさ、敬意
にあふれ る fakte実 際 konduto=sintenadoぶ るまい
Sttni al mi,ke〜 =mi pensi,ke〜 私 は〜 と思 う
倉in intensigi=intensigi ainそ れを強めて い る 倉in=日 常生活における他
人 へ の優 しさ、敬意
t
konsiderante考 慮 して、配慮 して、考 えて sin自 身を
modelo de la ideala mondo 理想世界のモ デル =み ろ くの世の型

なふ るまいで したが、大本 は理想世界 へ のモデル (型 )と 考 えていて、 よ りその傾 向が強̲
い ように、私 には思え ました。
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