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Mouseover Dictionary ver.0.6.5 & iPod Touch

Firefox 3.5 対応の  Mouseover Dictionary バージョン  0.6.5
(2009/7/1 暫定リリース) を使用中の Firefox 3.5.6 にインストー

ル．辞書データは，尾崎電子辞書である．

久しぶりに電源を入れた  W-ZERO3. これには

PDIC で検索する尾崎イ和辞書と英辞郎を入れてい

るのだが，今度更に EBPocket をインストールし

て EPWING 規格の辞書を読めるようにした．[Sg
12.23.09]
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実はこの後，iPod Touch 8GB を手に入れた（某家電店のクリスマ

スセール価格で 17,945 円也）。英辞郎は入れたが，これに尾崎電

子辞書を入れるにはどうしたらいいのか，情報収集を始めたところ

である。[Sg 12.24.09]

iPod touch で PDIC 辞書

初めてのことゆえ大いに緊張したが，どうやら

無事 iPod touch に尾崎イ和辞典が入った．フ

ァイル転送に用いたのは i-FunBox．転送先は，

Raw ファイルシステム> Photos> EBPocket>
Dict> 尾崎 PDIC ファイルとした．ビューアー

は， PDIC 対応の  EBPocket Professional
(AppStore，1000 円) である．

電子辞書化に加えて，イラスト・ライブラリ

ー化が進むの図である．[Sg 12.28.2009]

iPod Touch を utak-utik する

iPod Touch 8GB の電子辞書化＆イラスト・ライブラリー化につい

ては暮れに iPod Touch で PDIC 辞書を書いたが，今回は電子書

籍リーダー SkyBook を購入 (AppStore, 230 円) ，電子図書館「青
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空文庫」から阪口安吾「堕落論」のファイルをダウンロードしてイ

ンストールした．darakuron.txt の転送先は，iPod の Raw ファ

イルシステム> Photos> SkyBook> Works> とした．森鴎外「安井

夫人」も追加した．

この「安井夫人」には以下の段落がある．

 一合入りの徳利を紙撚で縛って、行燈の火の上に吊るしておく。

そして燈火に向って、篠崎の塾から借りて来た本を読んでいるう

ちに、半夜人定まったころ、燈火で尻をあぶられた徳利の口から、

蓬々として蒸気が立ちのぼって来る。仲平は巻をおいて、徳利の

酒をうまそうに飲んで寝るのであった．

これぞ我が理想，憧れの酒の飲み方である．[Sg 1.9.2010]

iPod touch の電子辞書化

「スリープボタンを押しながらホーム

ボタンを押す」でのスクリーンショッ

トである．イアホンで音楽を聴くとい

う趣味のない私の iPod は青空文庫の

森鴎外を読んだり，インドネシア語や

英語の辞書を引いたりする道具になっている．[Sg 1.22.2010]

心の友 & スラバヤ通りの妹へ

iTune で音楽 CD から曲を読み込むというのを初めてやってみた．
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読み込んだのは，五輪真弓ベストコレク

ション Now & Forever の全曲（「心の

友」は当然入っている）と「水の中の

ASIA へ 松任谷由実」から「スラバヤ

通りの妹へ」．iPod へ同期も完了．これ

でこの iPod Touch も電子辞書・電子ブックリーダーから，かなり

音楽プレーヤー的になったというものだろう．

「心の友」については以下参照．

Kokoro-no-tomo（心の友）

Bagi orang Jepang yang datang ke Indonesia, hal apa yang
membuat mereka shok?（...）Tidak boleh dilupakan lagu
"Kokoro-no-tomo" yang selalu ada dalam karaoke. Hal ini
pun cukup mengejutkan orang Jepang yang datang ke
Indonesia. Orang Jepang baru mengenal lagu "Kokoro-no-
tomo" yang dinyanyikan oleh Mayumi Itsuwa untuk pertama
kali ketika datang di Indonesia. Tentu saja Mayumi Itsuwa
adalah penyanyi yang populer di kalangan generasi tahun
1980-an dan "Koibito yo" merupakan hit besar di Jepang.
Akan tetapi kenyataan bahwa "Kokoro-no-tomo" (artinya
teman hati) yang ada dalam album "Shiosai" Mayumi Itsuwa
khusus amat dikenal di berbagai pelosok Indonesia sungguh
mengagetkan orang Jepang.

上は，日本大使館が発行する日本紹介の雑誌 Aneka Jepang Edisi
283/284 所載の "Keroncong Yang Menyeberangi Lautan" の一

節である。
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インドネシアを訪れる日本人が驚くものにはいろいろあるが，忘

れてならないのが，五輪真弓の「心の友」の人気。インドネシア

でこの曲が広く知られているのは，日本人にとっては大きな驚き

の一つである，という内容である。そして，インドネシア人はイ

ンドネシア人で，ゲサンの「ブンガワン・ソロ」に対する日本人

の思い入れの深さに驚く，という後半に続く。

上のような文章を教室で読ませながら，そのインドネシア人にそ

んなに愛されている自国の曲を知らないで済ますわけにもゆくま

い。で，五輪真弓ベストコレクション Now & Forever (Sony
Records) というＣＤを買い求めた。

このアルバムには，７番目に大ヒット曲「恋人よ」があり，「心

の友」は１１番目に入っている。聴いてみると，インドネシアの

曲みたい。今度学生達に聴かせて感想を聞いてみよう。 [Sg
2.21.2000]

iTune を更新したら  iFunBox の更新も必要になった．新しい

iFunBox 0.98 で青空文庫の藤村「破戒」を iPod にインストール

した．[Sg 4.6.2010]

iPhone で中庭ノート

iPhone で中庭ノートを読んでいるとの話を小耳にはさんでいたが，

成る程これならちゃんと読める．画像は，私のは iPhone でなく，

iPod なので，無線 LAN アダプター (Logitec LAN-WN11/U2) と
いうのを買ってきて （設定にいささかてこずったが，なんとか成
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功），WIFI 接続

のテストをしてみ

たときのものであ

る．

 [Sg 4.24.2010]

iPod の Wi-Fi 接続

写真は Buffalo の AirStation WHR-G. ２年ほど前

に買って (ASUS の初代ネットブックを買った時

だ) そのままになっていたものを引っ張りだして，

チョバチョバで常時 PC２台がつながっている有線

ルーターに接続したら，ややこしいこといっさい抜きで（つまりル

ータースイッチを off にするだけで），すんなりインターネットに

接続出来た．

この接続テスト，先にやっていたら，「iPhone&iPod touch をかん

たん無線接続」 の Logitec LAN-WN11/U2 を買わずに済んだって

わけだ．[Sg 4.30.2010]
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ジャカルタでの Wi-Fi 接続

iPod Touch を今回持っていったので，これでいろいろな実験が出

来て面白かった．

1. ホテルでは１時間３万ルピア（約 300 円）の Wi-Fi 券を買って

テスト．ただこれ思うようにはいかなかった． 初は購入から２４

時間以内という時間制限を知らずに失敗．改めて Wi-Fi 券を買っ

てその制限時間内にやってみたが ternyata ダメ．もしかしてユー

ザーネーム＋パスワードの入力は一回限りという制限もあった？

ビジネス・センターの PC の方は半時間４万 2000 ルピア．ただこ

この PC，日本語は読めるが書けないみたいだったので一度も使わ

なかった．

2. モールのコーヒーショップで，ユーザーネーム＋パスワードを

教わって接続．つまりこれは，コーヒー代だけでインターネット接

続自体は何時間でも無料ということだから 「うちの息子はノート

パソコン持って行ってコーヒー1 杯で一日ねばっている」なんて話

も聞いた．

3. 今回のジャカルタでの無線接続でやったことは，ブログ（中庭

ノート --- 亭主が留守だから全然更新されていないが --- ＆ガドガ

ド）をチェックしたこと，メモで文章を作って gmail で送信とい

うのをやってみたこと．

１５年前のジャカルタとの違いと言ったら，bekas murid 諸君が

１５才歳をとったこと（これは私も同じなのだが），45 才が６０才

という違いは大きい．そして 大の違いがこのインターネット環境

の存在ということだろう．15 年前，出発前のジャカルタとのやり
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とりは，確かファックス (パソコンはモノクロ液晶の Macintosh
PowerBook 150) でやっていた．[Sg 5.13.2010]

iPod touch で PDIC 辞書（２）

iPod touch で PDIC 辞書 (12/28-2009) を書いた時，i-FunBox の
英語版を使っていたが，改めて日本語版をダウンロードしてみた．

以下に見える Raw ファイルシステム> Photos> EBPocket> Dict>
にある Myindo149 が尾崎 PDIC ファイルである．

なお，尾崎 PDIC 辞書については，Sanggar Bahasa Indonesia >
中庭  04- > Kamus digital [Sg 8.28.07]　を参照のこと． [Sg
5.28.2010]
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書見台の復活と iPad への尾崎辞書のインストール

カステラの桐箱とかワインや素麺の木

箱を材料にして，こういう書見台を大

小幾つも作っていたことがあった（小

さいのは文庫本用，大きいのは大判の

辞書用）．写真はその一つ（奈良・巽製

粉手延べそうめんのラベルあり，1993
年 1 月制作）， しまい込んでほこりだ

らけになっていたのをひっぱり出してみたら，ご覧の如くで iPad
用にちょうどよさそうな塩梅である．

本体は iPad with Wi-Fi 16GB, 2 週間前にアップルストアにオンラ

インで注文していたのが今日届いた．ケースはとりあえず純正のケ

ースを選んで池袋のビックカメラで購入．ポイントはつかないが記

録には留めるとの話しだった．

iPad への尾崎辞書のインストールについて：

iPod touch で尾崎辞書を使えるようにする方法で述べた  iPod
touch へのインストールと全く同じ手順でいいのだが，i-FunBox
は  iPad 対応の新しいバージョンを用いる必要がある． [Sg
6.24.2010]

GoodReader for iPad

GoodReader for iPad (App Store, ￥115) で  ACIED_2 (PDF
10MB) を参照出来るようにした．文字の表示は大小如何様にもな
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り大いに快適なのだが，目指す頁を開

くのには一苦労する．使い慣れてくれ

ばだんだん検索も上手になってくるだ

ろうとは思うが，目下のところは左端

に現れるページスライダーの表示・不

表示のコントロールの仕方も今ひとつ

呑 み 込 め な い 段 階 で あ る ． [Sg
6.28.2010]
→ページスライダーを含むメニューの

表示・不表示は画面の中央部分をタッ

プ (6/29)．

KKM と iPad

左は KKM ver1.3. 黒いの

は文鎮代わりの石. iPad に
は 新ファイル（366.80
頁）を入れた．

ご覧の通り，iPad の液晶

画面はほぼ A5 サイズである．Bookmark をつけたファイルに差

し替えたので，ページスライダー頼りの検索からも解放された．[Sg
7.1.2010]
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délman の検索

'delman' を検索しても埒があかない．delman
が無いはずないがと首をひねって気がついた．

アクセント記号をつけなかった．じゃ，アク

セント記号の入力はどうしたらいい？ 「キ

ーを長押しすればいい」．成る程．

PDF ファイルの検索というものはそうスパッとはいかないので，

sebaiknya 先ずはブックマークのＤに飛ぶ．しかる後に délman の
検索に移るのがいい． [Sg 7.4.2010]

iPad の画面幅一杯の画像表示

iPod touch に入れていたイラスト・ライ

ブラリーを iPad に入れてみて分かった

ことだが，元の画像は，自動的に iPad の
画面幅一杯に拡大されて表示される. 当
然の結果として，小さかった画像はシャ

ープさを失い，ぼける．iPod touch 用の

ゲームを iPad で立ち上げると，等倍表

示・２倍表示の選択が出来るが，画像に

ついてはそういう選択はないみたい．つ

まり，左のスクリーンキャプチャーが示

すような表示は「指作業的」（「手作業」だと manually なんて語

があるのだが．digitally は無理だろう） にしか出来なそうである．
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真ん中のイラストは親指と人差し指による「ピンチアウト・ピンチ

イン」で表示サイズを調節 （指を離すとダメ）．スクリーンキャプ

チャーは iPad 本体の上端にある電源ボタンを押しながら本体下端

近くにあるホームボタンを押す（この操作には両手を使わざるをえ

ない）．そんなわけで，この画像を撮るのは二人がかりである．[Sg
7.4.2010]

Kindle for PC

Kindle for
PC をデス

クトップに

インストー

ルしてみた．

読んでいる

のは，シャ

ーロック・

ホームズの

「まだらの

紐」．本を読

んでいると，

どうしても

線をひきた

くなるのだが，これ，ternyata それが可能だった．黄色の蛍光マ

ーカーを使ったみたいなところがそれ (Highlight) で，右にそのリ

ンクを表示させることが出来る．これは紙の本を読んでいては出来

ない芸だ．
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英文を読みながら線がひきたくなるところはいろいろあるが，一番

シンプルなのは，次のような　"...," v-s の用例である．

"Good-morning, madam," said Holmes cheerily;
"Alas!" replied our visitor;
"'Never,' said I．

人称代名詞の時は v-s とはならず s-v だと思っていたが，この小

説ではそうでもない．

こんな風に同期してしまうというのも驚

きだった．[Sg 7.5.2010]

t4iPad

左の上の赤いのは ACIED_2，その

下は  KBBI_4. 右の上の赤いのは

iPod touch を載せた KKM ver1.3.
その下に大判ハードカバー「古事記

研究文献目録」のケース（大学の図

書館から貰ってきた）．これが iPad の収納場所．

t4iPad は tempat iPad のつもり，英語なら tempat for iPad．
bahasa alay のコードだと，文字の形から 4=a らしいが． [Sg
7.7.2010]
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PDICO

ジャカルタの尾崎氏から  「ようやく

Pocket PC から脱け出しました。辞書は

EBPocket と  PDICO を使っています。

PDICO もなかなかいいです，お試しくだ

さい」 とのメールが届いた．

そこでさっそくその PDICO をインストールしたが，PC と iPod
を USB ケーブルでつないでするのでなく，iPod の WIFI をオン

にしてワイアレスで辞書ファイル（尾崎辞書とか英辞郎とか） を
インストールするという辞書の追加法もスマート， PDIC そのま

まのテキパキしたレスポンス，成る程 「PDIC 辞書しか使わない

なら EBPocket よりこちらが正解かも」 である．なお我が家の

iPod/iPad のワイアレス接続環境については，iPod の Wi-Fi 接続．

[Sg 7.8.2010]

iPad 上の PDICO

画像は  iPad の画面．

PDICO で 尾 崎 辞 書 の

kemarau basah (乾季であ

って降雨が続くこと) を検

索している図．左は等倍

表示，右は２倍表示．黒

い画面はほぼ A5 サイズ

だから右は断然目にやさ

しい．[Sg 7.8.2010]
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「インドネシア語の中庭 I」の電子ブック化

いま校正中の  「インドネシア語の中庭  I」
Word ファイルを  PDF にして  GoodReader
for iPad 経由で i 文庫 HD の本棚に持ち込み

（この操作は GoodReader の Manage Files
メニューであっけないほど簡単） 電子ブック

として開いたもの．こういうのを何と言うのだ

ろう，DTiP だろうか．[Sg 7.8.2010]

カテゴリー iP を i 文庫 HD で見る

ブログ「中庭ノート」のカテゴリ iP の
項目をまとめた Word ファイル（16 頁。

頁概念ないブログの巻物的ファイルにこ

こで頁概念を叩き込む。頁の表示は 1/16,
2/16, ... の如くにした）を先ず作り，そ

れを PDF にしたものを，GoodReader
for iPad 経由で i 文庫 HD の本棚に入れ

て見ているところである。

iPad のスタンドについては，皆さん，ダイソーの 100 円のとかい

ろいろ模索中のようだが，やはり木製が落ち着くだろう．上のよう

な素麺の箱の再利用もいいが，木彫得意のバリあたりで黒檀の凝っ

た書見台でも作らないものだろうか．[Sg 7.11.2010]
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nPOP for iPhone

PC でのメールチェックには nPOP（フ

リーソフト）を愛用しているのだが，そ

の iPhone 用バージョンがあるのを知り

すぐインストールした．この nPOP for
iPhone，メールサーバー上のメールのチェック・削除に特化してお

り，あらずもがなのメール送信機能は含んでいない．[Sg 7.14.2010]

A5 & iPad 画面

「中庭 I」の Word ファイ

ルはそのまま印刷するとや

や文字が大き過ぎるように

感じられるので，94%, 96%,
98% などの PDF ファイル

を作り，iPad 上でチェッ

クしているのだが，左の画

像は，実際に A5 用紙

(148mm x 210mm) にプリ

ントアウトしたものと iPad 画面 (148mm x 198mm) に表示され

ているものを見比べているところである．

これで，文字の大きさと左右余白については，iPad 画面の表示は

信頼していいこと．しかし，上下余白については別．210mm の A5
の紙に印刷した時には 198mm の iPad 画面上で見ていたより大

きな余白が現れると心得べきこと，などが分かった．[Sg 7.15.2010]
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iPad スタンド

ご覧のような 1 組 598 円也のブック

エンドをスーパーで見つけ，ブラッ

クのとシルバーのと両方買った．iPad
スタンドとしてはどうもこれで決ま

りみたい．摩擦係数大の純正ケース

を使っている iPad という条件付き

ということになるかと思うが．[Sg
7.24.2010]

Kindle

8 月末に注文していた  Kindle
(Wi-Fi only ではなく Wi-Fi+3G
の方) が予定より 1 日遅れの昨

日届いた．カバーとして町の図

書館の処分本の一冊からはぎ取

ったハードカバーを再利用．た

だはさんでいるだけだが，これ

で裸でない安心感がある．軽いのに驚いた．iPad もこのサイズと

軽さに近いのを出してくるのではないだろうか．

今ちびちび読んでいるのは，H.G.Wells, The War of the Worlds.

これは，iPod で読み始めていた本が，新たに目覚めた Kindle に
free 3G による同期で自動的にインストールされただけだが，驚い

たのは Elizabeth Gilbert,　"Eat, Pray, Love" のサンプルが入って
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いたこと．Amazon のサイトで検索したりしていたから （このと

き log in 状態だったのだろう），買い気ありと判断されたものと見

える．ジュリア・ロバーツ主演 「食べて，祈って，恋をして」上

映中．バリ・ロケのあったこの映画，見にゆかざるばなるまい．[Sg
9.18.2010]

Kindle + iPod Touch

右の Kindle で開いているのは，シャーロック・

ホームズの "A Scandal in Bohemia" (ボヘミアの

醜聞)．左は iPod touch．これで単語をひく体制．

インドネシア語の尾崎辞書も入っているが，英語

の辞書としては，英辞郎，Merriam-Webster's
Advanced Learner's English Dictionary, Oxford American College
Dictionary を入れてある．[Sg 9.19.2010]

カテゴリー iP を Kindle で見る

「カテゴリー iP を i 文庫 HD で見る」で，カテゴリ iP の項目を

まとめた Word ファイルを先ず作り，それを PDF にしたものを，

GoodReader for iPad 経由で i文庫HD の本棚に入れて見ている，

と書いたが，今回は，その同じ WORD ファイルを A5 サイズに作

り替えてその PDF を Kindle に持ち込んだ．Kindle を付属の

USB ケーブルで PC につなぐと，ふつうに USB デバイスとして

認識されるので PDF ファイルを documents フォルダに drag す

るだけで何もやっかいなことはない． [Sg 9.20.2010]
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インドネシア語の中庭 I （文法篇） A5 版原稿

これまで作ってきた「用紙サイズ A4・文字 14 ポイント」の WORD
原稿から「用紙サイズ A5・文字 12 ポイント」バージョンを作成し

た．この作業，イラストの位置がずれたり，段落間に必要な行がな

くなったり余計な行が入ったりするのを調整するのに随分と手間が

かかる．そんな作業に今敢えて取り組んだのは，ハンディな Kindle
で閲覧できるファイルが欲しかったから．この「用紙サイズ A5・
文字 12 ポイント」バージョンなら，老眼鏡の助けを借りれば，読

めないことはない表示が可能となる．[Sg 9.27.2010]

上で「老眼鏡の助けを借りれば，

読めないことはない表示」と書

いたが，KKM の文字と較べて

みると，ほぼそれくらいの文字

の大きさである （左の写真，私

の KKM の汚れが目立つが，こ

れはよくタバコの吸い殻をいじ

って指先が汚れる関係でだろう

と思う）．[Sg 10.5.2010]

インドネシア語の中庭 文法篇

タイトルを「インドネシア語の中庭

文法篇」に変更した．本のサイズを A5
でなく B6 に変更した．A5 版 「イ

ンドネシア語の中庭 2000-2001」の

上に乗せた B6 版「中庭 文法篇」（仕
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上がりの本の厚さはこの半分）．表紙の色はこのゴールデンバット

のグリーンに近いものを選ぶ．

p.2-3 はこんな感じである．

A5 判 (148×210mm)： 「インドネシア語

の中庭 2000-2001」(2003)，「インドネシ

ア語の中庭 I 文法篇」(文久堂で一部のみ

作成)
四六判 (127×188mm)： 風間純子「ジャ

ワの音風景」(1994)
B6 判 (128×182mm)： 辰巳ヨシヒロ「劇

画漂流」，「インドネシア語の中庭  文法

篇」(原稿)，天野ミチヒロ「本当にいる世界の未知生物案内」

なお， Kindle はほぼ四六判である．[Sg 10.6.2010]
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太めの輪ゴム

iPad 用に見つけたブックエンド

だが，Kindle に使う時にはスベ

リ止めに太めの輪ゴムをこのよう

に使う．ブックエンドを使う利点

は，iPad/Kindle があればブック

スタンドだが，それがないときに

は元のブックエンドに戻るだけ．

後の片付けの手間がない．[Sg 10.8.2010]

発行日 11 月 10 日

鉄製ブックエンドが iPad スタンドとしてでは

なく，その本来の機能ブックエンドとして使わ

れるの図．

左から：

B5 版「インドネシア語の中庭  1994-1999」
(2001) ―― 退官記念プロジェクト．頂戴した

記念品代で印刷，お返しとした．

A5 版「 新インドネシア語小辞典 1.3」(2008)
A5 版「インドネシア語の中庭 I 文法篇」(原稿)
B6 版「インドネシア語の中庭 文法篇」(原稿，取り付けたハード

カバーは四六版の本のもの)
B6 版「世界の未知生物案内」

編集作業 後の 後のところで A5 版から B6 版へ路線変更．これ
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で二度手間になったが，どうやらやっと B6 版「中庭 文法篇」用

終原稿が完成，駱駝舎へ PDF ファイル送信した．発行日は 11 月
１０日．発行部数は 200 部の予定．[Sg 10.10.2010]

Kindle のブックマーク

自分で持ち込んだ PDF ファイルの場

合，ハイライト（単語単位）はさすが

にムリのようだが，ブックマーク（頁

単位）は可能．View My Notes & Marks
で見ると，こんな風に数行の引用があ

って分かりやすい．[Sg 10.11.2010]

iBooks で読む
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Sigil (EPUB フォーマット電子書籍エディター) を使って HTML
ファイルから EPUB フォーマットのファイルを作成し，iPod touch
へ持ち込んで，iBooks で閲覧するというのをテストしてみた． [Sg
10.13.2010]

Kindle で読む

1. かつてイムラン先生から仕込んだ

アチェのいろいろな話をまとめて

Cerita dari Aceh と題する HTML
ファイルを作成．

2. My Kindle に与えられているア

ドレス  (xxxx@Kindle.com) 宛てに

同ファイルを添付しただけ件名なし

本文なしの空メールを送信．

(やや時間をおいて）

3. My Kindle を起動して WiFi 接続．Home に Cerita dari Aceh
が加わっていた．つまり，テスト大成功．

4. 今回は HTML ファイルだったが，次は Word ファイルでやっ

てみよう．[Sg 10.14.2010]



24

Mobipocket Creator

左のように作ったファイルを  Mobipocket Creator を使って

Kindle が読めるファイルに変換すると，右のようになってしまう．

画像の右にテキストを回り込ませるにはどうしたらいいのだろう．

[Sg 10.15.2010]

Oh, Itah!
Sebelum sorenya ia ikut
pertandingan bola, maka peginya
hari Minggu, iseng-iseng bung Mele
melancong ke rumah pacarnya: si
Itah. Tentu aksi bung Mele keliwat-
liwat. Rambutnya yang kaku diolesi
Erasmis banyak-banyak, supaya

jangan berdiri, supaya jangan kayak landak. Juga bedak
bangkuang digosok-gosok sedikit pada pipinya yang jerawatan,
sedikit saja, sebab ia kuatir phoatang dan takut diejek: "Idiiih,
lelaki kok pake bedak, kaye cecurut jato di tepung!"
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こういうジャカルタ方言によるユーモラスな短編を集めているのが

Firman Muntaco (1935-1993) の短編集 Gambang Jakarte (2006).

上は，かつてジャカルタ方言を紹介する教材としてインドネシア語

演習の時間に読んだ作品 "Oh, Itah!" からそのオープニングの段落．

当時使ったのは，勿論この新しい本ではなくて，Gambang Djakarte
I (1960) ，図書館に入っていた本である．

この８頁ばかりの "Oh, Itah!" をタイプして Mobipocket Creator
で処理して Kindle に入れてみたのが右である．[Sg 10.17.2010]

stood the statue of the Happy Prince

「町の上に高く柱がそびえ、その上に

幸福の王子の像が立っていました」(結
城浩訳), こういう日本語を与えられて，

こういう風に書けたら合格，というこ

とになる．S-V 王国の英語でさえ，こ

うなのだから，apalagi インドネシア語において，である．

参照 http://sanggar.exblog.jp/3480152/

iPod touch の  eBook リーダー  Stanza の画面である．Oscar
Wilde, The Happy Prince のテキストは Gutenberg EBook プロ

ジェクトからダウンロード．

ところで，カテゴリ iP の項目は，その都度次のような一本のファ

イル iP に追加し，PDF にしている．
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つまりhttp://ssanggar.web2.jp/iPfail.pdf　も逐次更新中ということで

ある．[Sg 10.17.2010]


