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9月20日の課題

DUBAI(AP)- The unveilin名 of
1'onardo d丑 Vinci's paintin名" salvator
Mundi" atthe ιOuvre Abu Dhabi has

been inde負nite1γ Postponed, authorities
Said Monday.
The Renaissarlce oilpahltin名 ofchrist,

Whose tiue in l、a廿n means "savior ofthe

World,"sold for a record・breaking $50
mi11ion at an auction in New York at

Christie'sin November. The painun3de・

J Learnin Lab

今回の課題文は"Abu Dhabidelaysexhibi・
tion ofda vind'S'salvator Mundi功(アプダビ

がダ・ビンチ「サルバトール・ムンディ」展を

延期)の見出しで、アプダビにある仏ループル

美術館の別館で予定されていた巨匠レオナルド

・ダ・ビンチ a452~1519年)の傑作「サルバ

ドール・ムンディ」の公開が突然延期されたこ

とを伝えるAP通信の記事からです。

在日フランス大使館のホームページなどによる

と、ループル美術館初の海外別館である「ループ

ル・アプダビ」は、フランスとアラプ首長国連邦

(UAE)の両国政府の合意で建設され、昨年Ⅱ

月に開館。フランスの主要美術館・博物館から借

り受けた300点を含む600点以上の作品を公開して

いるそうです。ダ・ビンチの傑作の展示について

は、当の別館か鯛らかにしていました。

難解な表現はなく、読みやすい英文だが、日本

語に置き換えようとすると、なかなかうまくいか

ない。今回はそのような課題ではないかと思いま

す。応募者からは「辞にない表現があり、難し
゛、「大,1 「鮪畄h1呉マ写、、言P1 ιげビ六、「ナ,)

Picts a blue・robed lesus holdin8 a cryst址
Orb and 号能Ⅱ1名 diredly 航 the viewer.
It was to be displayed from sept.18.

The National, a state、合ligned English.
1抑gua8e newspaperln Abu Dhabi,wrote
On血e Monday血at"speculation sU鰐eS始

the museum m弔htbewaitmgfor貢S one・

yearatlniversaryoDNOV. H"t0 如νeilit.

(Thelapa11News、 9月5日付玲面
"本文は原文と一部異なります
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【ドバイ】レオナルド・ダビンチの「サルバドール・

ムンデイ」について、当局は3日、ルーブル・アプダビ

美術館での^、開を無期限に延期すると発表した0

イエス・キリストか猫かれたこのルネサンス期の絵

画は、ラテン語で「世界の救世主を意昧するタイ

トルが付けられており、昨年Ⅱ月にニューヨークで

開かれたクリステイーズのオークションにおいて、

史上最高額となる4億5000万ドルで落札された。その

翻訳を通じて語学カアップを目指す人に人気の英和翻訳コンテストです。

TheJapanNewS記者が講評し、翻訳上達法を指南します0

要素である TheunveⅡingofLeonardodavin・

Crs painting .- has been inde丘nitely post・

Poned (レオナルド・ダ・ビンチの絵画作品の公
開は・,・・無期延期となった)を最初にしっかりと訳

し、 authoritiessaidMonday の部分は切り離し
た方か甑文がすっきわとして読みやすくなるはず

です。訳例を参考にしてください。

authoriti船は、インターネットなどで関連

ニュースを調べれぱ、 UAEの文化観光省(De、

Partment ofcultute atld Tourism)であったこ
とが分かります。訳文で「当局が発表した」とす

るだけでは物足りない感じかサるので、訳例では

政府当局と分かるように訳してありま

す Monday はそのまま訳しても誤りにはなり
ませんが、日本語の記事では「曜日よりも「日

付を使うのが通例です。訳例では「月曜日」と

する代わりに 9月3日」としました。

三つ目の段落にある SpeculauonsU認eS蛤,.の
部分は今回最も訳しにくい箇所のーつだったよう

です。応募者からは「どう訳せぱよいか迷った」

1い「え,「.ゞントナゞ畠劾容牙仁、ナ1.*1,六,,× 1、け

応募方法

■ emai1 の場合

10月9日(火)午後6時締め切り

標題を Tr抑SlateThiS と明記0

添付ファイルは不司0

あて先:jn・edu@yor11iud.Φm

■郵送の場合

10月9日(火)当日必着

封、または、はがき(鉛筆きは不

司。かいで丁寧に)。

・封の場合は A、4の用紙を縦位置

佳作

(愛知県清須市)

小原智未(川崎市)/堺研二(京都府木津川市)/中根香代子(名古屋市)/
保田和隆(千葉市)

絵画の中では、青い口ープをまとったイエス・キリ

ストが水晶のオープを持ち、見る者をまっすぐ見つ

め返している。

同絵画は18日より展示される予定だった。アプダビ

の政府系英字紙ナショナルは3日、オンライン紙面

にて「Ⅱ月Ⅱ日の博物館の1周年記念を待って一般

公開するつもりではないかとの憶測がある」との記

(AP)事を掲載した。

【ドバイ】ループル・アプダビ美術館で予

定されていたレオナルド・ダ・ビンチの絵画

作品「サルバトール・ムンデイ」の公開が、

無期延期されることになった0 アラプ首長国

連邦(UAE)当局が9月3日発表した。

画題がラテン語で「救世主」を意味するこ

の作品は、イエス・キリストを描いたルネサ

ンス期の油絵。昨年U月、ニューヨークで行

われた競売会社クリスティーズのオークショ

次回の課題

最後の段落では a state・aligned En号lish・

IangⅡage newspaper の State・a註客ned をどぅ訳
すかで、多くの応募者が頭を悩ませたようで

す動調矼i8n には国や政党などと「提携す
る、あるいは「味方をする」といった味が

あり、 En吾lish・1如gua客enewspaper (英字紙)
の The Nationa1 は State (国療、政府)と近い
朗^一無スーJ、Jゞ゛气゛、゛゛ーナー主".聞割ギn、

訳例

SACRAMENTO (AP)- california

GOV.1erry Brown has approved the na・

tion's strongest net neutrality law,

Promptin琴 an immediate lawsuit bythe

Trump administrauon and openin名the
next phase in the batue overre号Ulaun名
dlehlternet.

Advocates of net neutrality hope

CaHfornia'slaw, which Brown signed

Sunday to stop internet providets from
f且νorin君 Cedain content or websites, M11
Push con喜ressto enactnauonalrules or
encourage othet states to create their

ンで、史上最高額の約4億5000万ドルで落札さ

れた青色のゆったりした服を身にまとうキ

リストが水晶玉を持ち、見る者を見据えてい

る姿が描かれている

9月18日からの展示が予定されていた。 U

AEの政府寄りの英字紙「ナショナル」電子

版は3日、「美術館は開館1周年を迎えるⅡ

月Ⅱ日まで待つことにしたのではとの憶測も

あると報じている。 (AP)

Own

However,壮leu.S.Deparunentof1郡廿Ce
quicldymoved to halt 血elaW丑'om taki11g
eaed,鮎客Uh1名t五atit createsburdensome,
a11廿一consulnertequirementsalatg) a名ai11St
the federa1ΞOver111nent's approach to de・

re菖Ula伽呂thehlt師let

(ThelaP田INews、 10月2日付12面)

で、覚えておくと便利ですo ltwassettobedis、

Played;1t wasscheduled to be displayed も同じ
ような意味です。この部分を「公開されることに

なった」と訳している応募作がありましたが、be

動詞が過去形の WaSになっている以上、ダ・ビン

チの絵画の公開延期が発表されるまでは、そのよ

うな予定があったと解釈すべきところです。時制
一頃膨六fιL干*11..ら


