ローマン・ ドブジンスキー著 『大本物語』力Ь
ら学ぶ (19)

De WRakonttt e1 00mOtOW vettth de Roman DobrzynsШ

矢野裕 巳

一つ の言葉 (2)

UNU INTERLINGVO (2)

2人 の青年 は、 ヨーロ ッパ 13カ 国へ旅程 を続 けました。 さらに、彼 らは■

Ili ambaむ daurlgls sian itineron tra 13 1andoJ en Eむ ropo,krome ili vizitis

Egiptuion,USOnOn ktt Hongkongon ktt revcniS httmen pOSt l10‑taga vttattO・ Dum
tiu ttmpo ili prelegis 5牛 ■je eiam en Esperanto,sedlne eiam pOr esperantist吋 .La
prelegoi esiS pane interpretatai en 10 1ingvttn al sume 14 x111l personoi.Krome okazis
46 inteュ

γjutt

pOr radioi,tele宙 d筍 ktt gaze伎 巧.La junuktt preZenis en diverstt lok筍

kekttn elcment輻 n de lajaptta kulturo kuttvata de Oomoto,mel bat』 atto ttido k可
noo― arto.

蜀otaro Deguei ktt JoSi誼 Umeda sukcesis en sia vttattO danke al Esperanto.
■un fakton五 markis amaskomudkiltt en Japanio.Ja tio okazis en la jaro 1963.
Japanio jam elturnittiS el la postmilita krizo kai urtte sereis rilatttn kwn la cetera

hondo,interalie por helpi ekspansion de sia oksporto.Do la ckspedicio de la
oomotantt eStiS imarkita en Japanio kiel aこ daca ktt imitinda ago.Divers対

alnaskomun通 1可 h俺 申j岨 sambれ junulttn,Sed apane grava esis interestto nanke de
la pltt granda japEma tta10 As江 工Shbun,eldonata cn ok miliontt da ekzempler呵
Kadre de gla Asahi― Aventura Setto aperis libЮ

de踊 OtarO

Deguei Esperanto―

.

koku

Su司 uuki ttadukcbla kiel RondYtta倉 o en Espcrant珂 o.La libro furons dun kclka
tempo ktt nlulte propagandis la lingvon intemacian.

語旬・解説〕
〔
ambau形 容詞 では、「両方 の」、「双方 の」。例文 Mi atente ekzamenis
ambau nankttn de la papero。 私 は注意 して紙 の両面 を調べ た。代名
詞 では、「両方」「双方」「両者」「 どち らも」。例文 穐un宙 aCetos?

Mi aCetos ambau.ど ち らをお買 い求 めますか ?両 方 とも買 うよ。
daurigiさ らに続 ける itinero 道順、道筋、行標表 tra端 か ら端 ま
で kromeさ らに Egipttto=Egiptioエ ジ プ ト prelegi講 演 す る
Ciam en Esperanto常 にエスペ ラン トで ne Ciam por esperantist呵
必ず しもエ ス ペ ラ ンテ ィス ト対象 で はな く estis parte interpre輌
部 分 訳、 逐 次 訳 され た prezё ntis紹 介 した (他 動 詞 )の 目的語
は、en diverstt lok呵 (さ まざ まな場所 で )を 飛 び越 えて、kelkttn
elementtn de la japana kulturo(日 本 文化 の さ まざ まな要 素 を )
kultivi耕 す、栽培す る、培 う kiel〜 のような batalarto武 道
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帰国 しました。彼 らは、
ジプ ト、
米国、そして香港 を訪問。HO日 の旅行 を終 え、
ペ
い
エ
ン
54回
いつ も、 ス ラ トで
講演 を行 な ました。対象 は必ず しも、 エスペ
ランチ ス トではあ りませんで した。講演 は、 10の 言語 で部分訳 され、 トー タ
ルで 14,000人 の聴講 を得 ました。 またラジオ、テ レビ、そ して雑誌のイ ンタ
ビューを 46回 受 けました。 2人 は、大本 で培 った合気道や能のような日本伝
統文化 も、様 々な場所 で紹介 しました。
出 回京太郎 と梅 田善美 は、 エ スペ ラン トによって、 自分達 の旅行 を成功 さ
せ ました。日本のマス コ ミも、その事実 に注 目しました。時 は 1963年 で した。
日本 はすで に、戦後 の危機 を脱 し、早 急な諸外国 との関係 を模索 して い まし/
‐
た。特 に、
輸出の拡大 を促進す るために。そ して 2人 のオオモタ ノの探検 は、
大胆 かつ、見習 うべ き行動 として、日本 で認 められ ました。様 々なマス コ ミが、
2人 にイ ンビュー しま した。 また、800万 部 を発行 す る、当時 日本 で もっ と
も大 きな朝 日新聞社 が、興味 を示 した事 も重要な事で した。
朝 日ア ドベ ンチャーシ リーズの枠 のなかで、出 日京太郎著 『エスペ ラン ト
国周遊記』 が発行 され ました。 この書籍 は、 しば らく人気 を博 し、■ スペ ラ
ン トの宣伝 に大 いに貢献 しました。

sukcesis en sia vttatto自 分 た ち の 旅 行 を成 功 させ た danke al
EsperantOェ スペ ラン トのおか げで amaskOmunikil呵 マス Pミ

rimarkis 気 づ い た、 注 目 した (他 動 詞 )の 目的語 は 文 の 先 頭 の
Tiun faktonそ の事実 を Ja tioま さにそれ は okazis行 われた
elturnittiS=elturnis sin回 避 した、身 をそらした、脱 した oostmilita
krizo戦 後 の危機 urtte早 急 に serCis模 索 した ceteraそ の他 の
interalie特 に helpi ekspansion拡 大 を手助 けする eksporto輸 出
rimarkita論 評 された、所見 を述 べ られ た、認 め られ た audaca大
胆な imitinda見 習 うべ き agO行 動 diVers珂 さまざまな aparte
gravaと りわ け重要 な intOreSittO興 味 nanke de〜 の写」か ら la
pltt granda jaOana]uma10も っとも大きな日本の新聞 eldOnata出
版 され て い る ekzemplero部 数 kadre de〜 の枠 の なか で aperis
発行 された、出版 された furorisひ どく流行 つた、流行 した
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