ローマン・ ドブジンスキー著『大本物語』から学ぶ

「

矢野裕 巳

(15)

Cent K宙ndek Tag筍
Dum ei苅 festtt oni in前 tiS min paroli.Mitt Esperanttt parOladtt estiS
inttrpretattt en lajapanan.Sttnas,ke面 neniaxn en mia宙 vo parolis en la lingvo
internacia al tiom multnombra attskultantaro,sume kalkuleЫ

a je dekkelk可

語旬・解説〕
〔
oni(主 語)十 invitis(動 詞)+min(目 的語)十 paroli(補 語)目 的語 と
補語の間には意味的に主語 と動詞の関係が成 り立つ。→ 「私が話す」
Mtt Esperantt parOladtt estiS interpretattt en la japanan.(受 動態)→

mlktt da person筍 .Danke al la monattt festtt mi haViS Okazon vttatti al d"ers可

Oni interpretis lnttn Esperantttn parOladttn en la japana五

anguloj de Japanio ktt ekkOni anka近 倉
ian mOdernan aspekton,veturante

自動詞 SttnaSの 主語は、keが まとめる名詞節で文の最後まで

ekzemple per la superapida笠

la lingvo internacia=Esperanto

可no Sinkansen,mu dum malpli o1 4 hortt Venkas
distancon de 1000 kilome位
.De
Kioto al la pl筍 suda insuloと"ktt
uuSuu
Oni
veturas,trapasante
alterne
seninttn
筍 ne rtttaS malfruitti ph o1 30 sekund呵
宙aduktttn ktt tunelttn.

。(能 動態)

tenison kun la sportema oomotana fan■ lio de Jasuo Tabuei,insttuisto de la

tiom multnombraこ れ ほ ど多 くの
kalkulebla計 算 で きる je dekkelktt mitt da person呵 数万人 に も
Danke al monatt fest句 月次祭 のおか げで
mi havis okzon〜 i〜 す る機会 を持ちました angulo角 度、隅、街角
倉ian mOdernan aspekton日 本 の近代的な側面

angla lingvo ktt bOna esperantisto.La urbo famas pro la Markola AkaSi―

Ponto,

vetutt per〜 に乗 って旅行す る

Hu ligas la insulon HonSuu kun la insuleto A近

。
randa
ぅ

dum malpli o1 4 hor呵

Dum titt v可

唸筍kutime akompa五 s min oomotan筍

parOlanttt Esperanton,

sed kettjtte mi kurattiS eskapi tute sola al la urbo AkaSi,por semttnane ludi

ェ
〉Sima.Ci

estas la pl筍

penda ponto en la mondo,Oar ttia oeftrabo inter du giganttt pilier呵

longas 2

Hlometr筍 n.Japanai esperantist筍 nere parolas ptt Ludovko ZalesH―Zainenhof,
Hcl kontrbuinto alla konstruo de la pontego,sed oni ne sc五 s detal筍 n.
(山

Rakonttt e1 00mOtOW p13〜

)

150日

(そ の 15)

祭典に参拝すると、お話 しする機会が与えられました。私のエスペ ラン トは、日本語に
通訳されました。人生で、 これほど多 くの人の前で、エスペ ラン トで話をする経験は今 ま
であ りませんで した。合計、数万人に話 したことにな ります。月次祭のおかげで、私は、
日本のさまざまな地方にまで旅行する機会が与えられました。そして、現代の日本の側面
も知ることができました。例えば、超高速列車、新幹線に乗って旅行 したことです。4時
間以内に 1,000キ ロを走 り、30秒 以上の遅れは許されません。京都から最も遠い南の島、
九州まで、果てしない橋 とトンネルを交互 に超えなが ら旅行 しました。
そういった旅行には、たいてい大本のエスペ ラン トを話す人が私について来て くれまし
た。けれ ども、時に私は、勇気を奮い起 こし、たった 1人 で明石市ヘエスケープしました。
週末に、スポーッ好きな大本の日渕八州雄さんの家族 とテエスをするためで した。田渕さ
んは、英語の教師であり、りっぱなエスペ ランチス トです。その市は、本州 と淡路島を結ぶ、
明石海峡大橋で有名です。世界でもっとも大きな吊り橋です。二つの巨大な橋脚の間の主
なる橋桁は、 2キ ロの長さがあります。 日本のエスペ ランチス トたちは、自慢げに、大橋
の建設への貢献者 として、ル ドビーコ・ザレスキー・ザメンホフについて語 ります。でも、

4時 間以内の間 に

venki勝 つ、勝利す る、打ち勝つ→走 り抜 ける
ne rtttas malfruigi pli O1 30 sekund句 30秒 以上遅れ る資格がない→ 30秒
以上遅れ ることが許 されない
la pltt suda insulo一 番南 にある島
trapasante alterne交 互 に通過 しなんゞら

senanttn viadukutoin ktt tunettn終 わ りのない
とトンネルを

(無 数 の)陸 橋 (高 架橋 )

akompani同 行す る

kurattiS eskapi勇 気 を持ってエスケー プした tute sola l人 で

por semttnine ludi tenison週 末 にテニスをするために

famas pro〜 で有名 である markolo海 峡 pontO橋
゛
ligi A l(un B Aと Bを つ な く、結 ぶ pendiぶ らさがつて い る
la ptt granda penda pontoも っ とも大 きな吊 り橋 traboは り、 けた
Oe■ rabo中 心の、主な橋桁 piliero橋 脚、橋台アーチのせ り台

nere自 慢 げに

f

kontribuinto al la konstruo de la pontego大 橋建設へ の貢献者
oni ne sciis detalttn詳

細は知らなかった

その詳細については知 らないようです。
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