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＊本書の構成について：

　本書の前半部は、日本語で書かれた原稿、ならびに、英仏韓国語の外国語原文を日本語へ翻訳したものから成

る。後半部では、それらの日本語の論文・原稿を外国語（英・仏・韓）へ翻訳したものと、英仏韓国語の論文の原

語原文を掲載している。前半と後半の原稿は同じ順序で掲載されている。
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About the contents:

The first part of this volume constitutes articles written in Japanese and Japanese translations of the texts written in English, 
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