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とGradedDirect Method Oral Approach 

一見非常に異っているように思われるのであ

る。以下要点をあげて，項目ごとに GDM

の考えかてと比較してみよう。

教師の問願一一Englishnative speaker 

でなくてもよい。ただし trainIngが必要で

あるo GDMと意見一致。

クラス一一少人数て時間数が多いほど効果

があがるのはもちろんであるが，どんなクラ

スでも使う ζ とができる。 GDMも問じ。

教材一一O.A.ては，Whatto teachと

いうことは， How to teachという乙とより

も，ーそう重要だと考える。 GDMでは，こ

の両者は同様に重要な二つの要素と考える o

O.A. の教材I玄 modernlinguistic anal-

ysisに基ずいている。 GDMでは， seman-

ticsfζ基ずし1ている。しかし.教材はsciene

tificな基礎によって選ぶ必要があるという

点では一致している。英語は，単なる words

の集りではなく， sentence patternが重要

なので， new wordsの導λの時でち，常に

sentenceの形を用いる点はGDM同様である。

Grading一一一 O.A. ては scientific

gradingには，一つのきまった orderがある

わけではなく，掌習者の母国語を考えにいれ

てそれと英語の相違点ということからきめな

くてはならない。やさしい要素には時間を使

わず，重要なこと，すなわち母国語と異る点

に重点をおく。 GDMでは，教材をとり扱う

時にはもちろん，母国語と具る点、などに注意

をはらうが， gradingは，英語の structure

穂美沢吉

Michigan大学の CharlesC. Fries に

よる OralApproach については，わが箇:こ

も広く紹介されているし， The Eng 1 ish 

Language Exploratory Co，mmittee (ELE 

C)がわが国に設立され， 新しい数科書の縄

集も進行中と聞いて， Oral Approach ~乙対

する関心も大いに高まっているo また一方，

ζれに対する反対の意見も出ているので，芙 志

語教育の改善という同じ呂的l乙向って努力七

ている私たちにとっては，これを GDMと治

較してみるのも必要なことでーある。

もう古い話しになるが， 1958年の夏，

Michigan 大学の Engl~h Language Ins-

tituteの Director，Robert Lado氏を迎

えて， Summer Seminar in Teaching of 

Englishが 2遁間にわたり ICUで関かれ

た。全国から選ばれた約 150人の中学の英語

の先生たちと共に， このセミナーに参加す

る機会を得たので，乙の持の経験を中心にし

て， Oral Approachを GDMと比絞してみ

た:~、。
乙の 2逓聞のセミナーでの Lado兵の講演

と Friesの講演〈注〉を読んで，まず私の得た

綜合的な印象は， Oral Approachと GDM

の相具点ではなく，根本的な考えかたの一致

しているととであった。しかし，実際の問題

に当っては，重点、の泣き所が具っているので
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そのものに重点をおき，学習者の心理的な動

きを考えて，注意深く定められた一定の

gradingがあるo O.，A.では教材が 30の

lessonとして組んであるが.__Lesson 1で

be動詞と，単・複数をとり扱ったのち，

Lesson 2で， be以外の動詞と共に.usual-

ly， always， never， sometimesの文中に

おける位置をとり扱づ:てい、るのを見ても，私

には納得のゆかない点が多い。もっとも，

O.A.では，乙の-::30の lessonを，かなら

ずしもj慣を追ってやらな、くてもよいもののよ

うであるo これは O.，A.が，かなちずしも

まったくの初心者を対照としたものでないと
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大いに参考になるが，との場合，既習のword

だけから pairを作ることの陸難なこと，ま

だ教えていないことを pairとして示してよ

いかどうかは研究を要する問願で、ある。

O.A.の patternpractice fま atten-

tion pointすなわち，その支の中心となる

部分!ま変更しないで，他の部分をsubsti旬 te

することによって生従の注意をその方に引き

、ころからくるものと思われる。

つけて，その間に attentionpointを自動

的，無意識的に produceするように練習す

るのである。 GDMでも，重要な structure

wordsの使用法や， sentence patternの練

習に同様の手段をとるが，これも，あくまで

も situation~乙基ずいて行うので， 自動的

ではあるが，まったくの無意識的ではないの

である。 Situation{と基ずかない drillの実

際援業を見ると， sentenceの drillが， た

だ言葉のうえの driI1に終り， situationの

実感がともなわず，時としては，まったく変

な situationになってしまう点など，大い

に不満足に思われるo 従って situationを

示すのに必要な A-Vaidsなどの研究は

司，-
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方法一一O.A. てi丸 ‘発音， Iil句nation

などの練習が，文型の練習と同じ重さてとり

援われる。これは， phoneme'‘の栂異や，

in旬nation(ま，文の意味を相手に伝えるの

iこ重要な要素芯iあるという見解から'である。

GDMでは，発音の練習は，文型の練習のな

かに含めて行う ó ~ ;Q.A.の立場から見れば，

これは ODMの不備な点ーということになる

であろう o

O.A.¥てはs、 cl"eadingと writing(ま初

歩の段階ーから元でも“doesnot reqnire the 

excl凶 ion"という，むしろ消極的な云いか

たをLている。 GDMでは， reading. writ-

ingは oralworkと同様に重要な位置を占

めている。ただし，まず oralから始めなけ

ればならないという見解においては，まった

く一致している。

O.A.では， reωgnitionの手段と Lて，

また drillも主として ωn位 制tの原理 iニ
よって行われる。 GDMでは， putとtake，

O.A.では，数種の絵のほかには，まったく

見るべきものがない。 OA でも parrot-. 

tingは何の役にもたたない乙とを強調して

いるが，私どもの目から見ると pattern

practiceも一種の parottingの域を脱して

いないように思われる。

O.A.ては，実際に用いられている英語を

教えるという見解から，初歩から isn't.

don'tなどの ωn仕actionを教える。 GDM

では，あくまでも基緩から， という考えで

contractionはあとまわしになっているo こ

れはごく細かい点であるが，乙れと同様の乙

goと comeのように contrastを用いるた 宅とがいろいろの場合にあらわれている。

ともあるが，主体をなすものは SEN~SIT の

使用である。私どもの立場からみれば，発音 人間は設でも，宣線的な考えかたをするも

の練習などに minimalpairを使う乙とは ので，一つの方法がいいとなると，その方法
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りつくしていないことを批判するのは活険な

ことであるので，以上述べたことについて，

誤解している点があれば，ど応どん指摘して

いただきたい。まだ云い足りないことちたく

さんあるので，この稿を，将来私どもの研究

の材料として活溌な意見をよせていただくこ

とを希望して終りにする。

だけがただ一つの最善なちので，あとはすべ

て，無訟なもの.不十分なちの.または有害

なちのと考えるようになりやすし、。あらゆる

方面から客観的に分析して，冷静な判断をす

るのはむずかしいことである。私ち，乙の伊j

にもれず OralApproachを GDMの色

目鏡を通して見たわけである。また十分に究1

、
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参観記"'つもの先生のお宅とちがって，

とてもあらたまった惑じのするクラ7・の一室

ですし，後!こはずらりと大人たちが並んてeい

るのですから，平生なら少しもじっとしてい

ない子供たらむ，今日ゴかうはヒザにきちん

と手をおいて異常な緊張ぷりでした。高幣先

生のときは，子供たちも固くなって，自信の

なさそうな様子でした。

いよいよ吉沢先生が選たれました。子供た

ちは固唾をのんでいます，その空気をほぐす

ように大きなジェスチャーをつけ，発音に心

をむけるように，ゆっくつと発音なさりなが

ら，授業をすすめてくださいました。先生の

お手から皆!こ，かわし 1ドサイコロ形の子ャラ

メルがくばられて， gi明の意味がのみこめ

た時には，子供たちも ?t，- ，~ とした様子で，今

まで小さな声だったのが，大分自信をとりも

どし，平生lとかえったようでした。最後にキ

ャラメyレを各自，口へはこぴ，後の紙のしま

つまでおしえていたf点、て，本当にアヲとい

う間の，それでいて緊恋した授業でした。

ハーバード・メソド紹介のつどい(目立市)

Harvard Graded Direct Method T ea-

chers' Group に入会して 2年たらずの私が，

昨年4月 privateで小学4年生 21名をこの

方法でおしえはじめてから，この辺で先輩の

御批判をいただきたいと患っていたところ

へ，たまたま当地の高校英語研究会からの希

望.もあったので，ハーパー γ・メソドの紹介

講演をかねて，吉沢先生をおまねきすること

にした。会場としては目立製作所のクラブの

眺望のよい一室が用意された。

昨年11月19日〈水〉晩秋の晴天にめぐまれて

目立駅に御到着の先生をかこんで，ちょうど

例会をおえた22人の高校の先生方といっしょ

に，クラブで昼食をする。午後 1時ょうさ沢

先生の講演，いつもながら活気にみちた人を

魅せずにはおかない話しぶりは，参加した先

生方に強い関心をよびおこした。つづいて先

生方が生徒になっての demonstrationにう

つる o English Through Picturesのベータ

をおって， 1， Youから makeまでの key

pointsが，たのしく，いきいきした雰囲気の

うちに presentされていった。

しばらく休憩、の後， .:1時，母親につれられ

た小学4年生があらわれて，このクラスの

demonstration に入る。まず私が，“Mrs.

Yoshizawa is here. She was in Tokyo." 

と紹介したのち， 20分ほど reviewlesson 

をして，吉沢先生にかわっていただいた。

(高幣淑子〉
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ニつの単跨褒

1958年中に二つの重要な基本英語語表が発

表された。一つは七月末に文部省が学習指連

要領改訂案の一部として中学校、で学習すべき

約 1100語のうち，その半数に近い 517語で

あり，他の一つは「大学進学希望者に要求す

べき英語の学力の最低基準」と題し中間報告

としてパンフνヲトの形式で語学教育研究所

が十一月に発表したものである。もっとも両

二ゾ、 老はその目的とするところが異ち，特に後者

らに於ては語表としては実は新しいものではな

く， Palmer氏が同研究所に残して行った

1000語をもとにして，それに最低基準用法を

示す例文を添えたものである。こ乙では例文

を通じて見た各語の意味範囲について眼につ

いたところを二正三述ゆる伎はに止めたい。

まず accountita--tatem-bt;3pymnt 

、_....，.，..，...c計算書〉の意味を示す用例がないのはどう

であろうか。 actが名詞として使われていな

いのも物足りない。 changeの例では「つり

銭」の意味を示す例文が二つもあるのに，単

純な「変化」と言う意味を示す例文がない。

もちろん例文は意味を例解するだけではな

く。その語を用いての文構造をも教えるのが

目的であることはわかるが，それにしても大

切な基本意義を示す文を落すことはどうであ

ろうか。 cookIこ務理人の意味を示す用例が

ないのもどうしたζとであろう。

以上は aとbとcではじまる語だけにつき

一見して気のついたと乙ろを指摘したが，本

一パンフレヲトはあくまで中間報告であり，と

l もかく語学教育研究所がζのような英語教育

の基本問題解決のため乗り出した乙とは，ま

ことに意義深い乙とであって， 乙の εactive'

vocabularyが立派な姿で実を結ぶことを願

って止まない。

文部省発表の中学校英語必須517語につい

て言えばすべてこの種の基本語葉選定に於て

は〆その選定にあたっての-標本方針をよく了

解した後でなければ，その値価を云々するこ

とは区難であり，従って軽々に批評すること

¥はさしひかえたいが，通覧したところ疑問が

二，三あるので，紙数の許す限り，述べてみ

?こし1'0

必須の語と言う以上は，後i乙学ぶ語を理解

する基礎になるような語をなるべく多く入れ

てほしかった。乙の考慮があまり見られない

のはどうしてであろうか。例えば fineや

prettyよりも beautifulの方が先立つべき

ものであろう o もちろん frequencyのみで

考えれば fineや prettyの方が先に来るの

であろうが教育的見地からすれば意味論的に

基本をなす beautifulで他のニ語を説明す

る方が効果的であろう o (但し fineはこの

語表にある goodから理解にみちぴいてもよ

い。〕この種の語で疑問に思ったものについ

てカヅコの中に語表にないものをあげた。

sorry (sad or bad)， rich (money)， diary 

(record) (frequencyも moneyや record

の方がはるかi乙大きいJ，chair(seat) (fre-

quencyも seatの方が大きL'0 ) perhaps 

(probable or cretain or possible)， shine 

(bright) (frequencyも brightの方が大

きい)， finish (end) (frequency はもちろ

ん endの方が大きい)，listen (attention) 

(attentionの方が frequency大〕。

叉動詞として hold，invite， catch， ar-

rive， reachなどをわずか517語中花入れる

のであるならば，どれかを割愛して seem

は是非入れてほしかったと思う。

乙の表を発表するについては恐らく様々な

研究考慮を尽きれたことと思うが， それに

してももう少し意味論的考慮を払われたなら

ば，倫一層立派なのになったのではないかと

蕊念に患う次第である。(室勝早大講師〉
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赤十字看護学院の 3年生，EPと ¥Vork

を終ったところで Book2を使ってみ‘まし

た。 1学期はマルサスの人口論から産業丹、と

話がすすみます。ちょうど北海道修学旅行に

行二ったので北海道の1)人口と面積， 2)，気

候~ 3)生産さると食斜， 4)カンズメ(こされ

る食品は? の問題を出して作文を書かせま

(渡辺せつ子)

We ¥¥7ent to Hokkaido for a school 

excursion. ¥Ve had a good journey on a 

week from J une 29 to to J uly5. ¥Ve used 

train and ship in our journey to Hokk-

aido vVe saw Sapporo， Tsukisappu， 

Shitaoi， Noboribetsu， Lake Toya and 

many other plaó~s 'in the week. 

Hokkaido is very magnificent and calm 

a place because that land is very large 

although there are not many peqple. 

About the temperature of Hokkaido in 

summer it is very nice as it is general1y 

cool， but in winter people have much 

sno¥v and it is very cold 

In these ~days of Hokkaido， pansies 

daisies roses and many other flo¥vers 

are bloom， then elmtrees， acasias， pop-

lars are very beautiful. 
. In Hokkaido dairy products， marin~ 
products and rice， wheat， potato， onion， 

corn， apple and many other farm prod-

ucts are produced. And butter， dry milk. 

honey， fishes and shells and beer and 

some of vegitables are canned in facto-

ries there. In Sapporo we saw two fac-

tories; those were Sapporo Beer F actory. ' 

Yukijirushi Nyugyo Factry. In those 

factories， beer and ice cream， butter 

cheese are pro duced. We had ice cream 

and beer there Those were very nice 

taste. Hokkaido is a V{onderful place. 

(Mitsuko Fukaya，原文のまま)

A' JOURNEY TO HOKKAIDO 

Teacher's Pleasure 

した。

Stepping -int。土h..2ast:，by :Constance'Chappel 

私は高校二年生とこれを読んで見ました，

そのグループの生徒は基礎力のないいわゆる

「出来ない」グループでした。と乙ろがその連

中が興味を持ち始めのです。 r先生，これは

辞書をたよりにしなくてちょL、から，あとは

構文だけ掴んで行けばL、い，単語から解放さ

れる丈でも楽だ。Jr先生2ページの 2行自の

inは isの間違いですね。 J rShakespeare 

の wifeの誕生した所なんて中ほどんなんだ

ろう。ははあ，あの頃の台所は......斜理はこ

んなのかあ!Jr寺院の窓ガラスにこんな話が

関係あるとは思わなかった。パイプルって美

しい話があるんだなあjr何だ三番目の話は万

里の長城英国版ぢゃなし1かj rStonehenge 

って古いんだなあ。この絵は一寸位体的だ

ねJ etc. 

彼等が英語を「暗号Jとしてではなく伝達手

段として感じ始めた時おもしろくなって来た

のです。難しい単語はすぐ後に説明がありま

す。例えば ..shepherds(men whose work 

is taking care of $heep)のように。だから

内容を掴んで行くのが簡単になる択です。単

語の burdenから解放されるということがこ

んなに彼等の負担を軽くし英語にとび乙んで

行かせるものかと私自身びっくりしました。

そして内容が理解されたら各々の話の後にあ

るTestQuestionsで理解をテストすればい

いので・す。おまけにその answersが 2頁に

宣ってついているのは親切すぎなし巾〉しら?

彼等が週一回の補講で 8回でこれを終った

時「この本は易しくて難かしい所もあった。

でるこんな本を沢山読んで自信をつけたLづ

といっていました。僅か26ペーージの本で何人

かを英語というレールめ上にのせるこどが出

来たのが，今の私の喜びです。(篠崎書林発

行60円〉
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茜荻クラスに子供を托して

子供がだんだん大きくなってく小学5年と

3年)，そろそろ語学教育を始めたいと忠い

ながら，自分の悪い癖をうつしてはと，ため

らっていた。たまたま教員組合の教研集会で

Mr. Katagiriから G.D.M.のi縫験を渇き

安心して西荻の実験クラスにお願いすること

に決める。

11月15日から始めて22，29日と， 12月27日の

4回，西荻のクラスを見学a まだ 1，You， 

He Sheの復習をしている程度で，出欠しら

べに 1am here She is not here. と返

事をしている。なる涯と感心コ与えられた状

況を，知っているあらゆる英語を動員して表

現しようとする小供達の精一杯の努力，たし

かに将来を楽しませんだが慾を言えば，

My hat is on my head Y ou are putting 

your book on the tableなど，やや長いも

のには，もっとスピードがほしL、一人一人

の練習する回数をちっと増せないものか。

12月30日，ほりとたつの上に作ったテープ

ルの上!とミカンをー倒おいてできるだけ色

んな言い方で言ってとらんJと出題したら，

①It is on the table !])It is your.. -your 

かな? myかな? (my orangeといいた

かったらしい。)③Anorange is on the 

table.④1 put it on the table. 乙こまで

はスラスラできたが，これは学び始めて50日

の3年生の息子です。 G.D.M.による学習に

は Recognitionと Productionとのズ.レが

少いとはっきり言える。クラスでの子供は遊

びが多くて，熱心にはやっていなL、。やり方

によっては今の倍の量を獲得させうるのでは

ないか。今までに掴んでいる50の単語を大き

なカードにかくと，カルタ遊びができる。並

べて文章もでき，利用{曲.値が大きいようで

す 。 (山本徳程首 都立ニ商〉

J.t 

会の現状について

会員，約80人，会費の納入率80%で会計は

ごらんのとおりです。昨年6月 ACCでの講

演会は非常な好評で，今後も定期的にやって

ほしい，とL、う声が多かったのですが，ユー

ピン斜そのたで 1万円をこえた出費は，小さ

な会にとっていたいものでした。 PRの必要

と効果は飼らかで色，経済面をどうするか今

後の問題の一つでしょう。

会計報告

G. D. M. Teachers' Group 

牧入前年度ょうの引継金 3，738 

会場費 2，850 
会費 600 

7，188 

支出ハカ.キ，切手代 1，300 

贈物など 900 

2，200 

差手!残高 (1958年12月31日現在〉 4，988 

西荻英語クラス

1位入月、裁 9月 (15人分) 4.500 
10月 (15人分〉 4.500 

11月 (16人分)* 4， 700 

12月 (13人分)* 3，800 

雑牧入 280 

* 兄弟は 2人で、 500円 17，780 

支出謝礼 9月 2，600 

10月 3，700 

11月 1，900 

12月 400 

おくりもの 1.510 
月謝袋 10 

10，120 

差引残高 (1958年12月31日現在) 7，660 

会の経済的危機を教うためと，もう一つの

目的は中堅メンバーの養成のために，西荻窪

東電サーピスセンターをかりて， 9月から，

毎土曜 3: 00-4 : 00 P. m.小学生のクラス

がつくられました。この会の運営で感じるこ
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とは現職の教員の参加が非常に少いことの悩 ャベルのデモンストレーションや，わるい生

てをみをあるザ さきの子持ゃγ 顎場ぞつがえ~:~:~: 殺がいであま-8"'""'Y②場チヵ・ィをしたり，み
ためのWorkbookと関連して，宋解決の問 んな大笑いだった。

題である。 12月定例研究会(臨時変更して12月8日

9月定例研究会 (9月15日 4 : 00-6 : 00 4 : 00-6 : 00 P. m.ルーテル英語学校にて〉

p.m.ルーテル英語学校にて)L.E.L. につ

いて向江美都子;語学練習用レボ・テープレ

コーダーの紹介。

10月定例研究会 (10月20日 4:00-6 : 00 

p.m. ルーテル英語学校にて) A Second 

Workbook of English'のおしえ方，デモ

ンスヒレーショ.;(，吉沢美穂。また

新役員が次のように承認された。

代表吉沢美穂

相談佼阿江美都子，渡辺せつ子

プログラム委員会 長谷部米子，伊木英子，

加藤壮一，升川潔

会計係高木恵美子

事務局片桐ユズル，片桐ヨウコ

¥みーんながヂモンストレーションをさげたが

る傾向が頂点にたっして，プログラム委員会

はじめ，みんなとても unhappyであった。

ベテランと初』心者と10年のへだたりは，あま

りにも大きくて固くなってしまうとかーーと

にかく，だれでも気軽にデモンストレーショ

ンできる方法を考えた結果， 1人 5分ぐらい

に単位を小さくとり， 1つの項目だけおしえ

る. 1回で 5.6人を ABC)!債にあてて EP

を 1，Youから行けると乙まで，とおして

やってみる。 EPをはじめから ，おわりまで

という要求は，ずい分あるので，それともあ

ってちょうどし刈"0

11月定例研究会 (11月17日 4: 00-6 : 00 

p.m. ルーテル英語学校にて) 1， You，阿

江 1am here， ミス・チャペル Thisis 

Hanako，高木 Thisis my hand，片桐ユ

ズル Theseare my hands，伊木 This

is ahand，長谷部。 はじめて見るミス・チ

甲信
守
本
1

in， on， off，吉田 take， put， wa;s，東

山 Thisis the man's hat，井口.give， 

me， him， etc.，池田 its， 石井;of，片

桐ヨウコ Question，小金井。 とても雰囲

気がよくなってきた。

クリスマス・パーテー (12月15日 5:00 

p.m.東京女子大のミス・チャペルのところ

で〉約20人，なんだかみんなオトナミンイとお

もったら向江さんがし1なかった。吉沢さん

が“1will make a speachよ"と言いふら

していたが speech変じて testとなり，一

向は教指の資:字さとして名前をおぼえる能力を

ためされ，アゼンとした。高木さんはいつで

も優等生であることを証明した。

1月定例研究会(1月19日 4: 00-6 : 00 

p.m.ルーテル妄語学佼にて)Thetime wil1 

be.one，升}:;;There are， Where?高幣;

with， toget her，中島実子， again，¥vere， 

小木。

! 月例研究会:は之持榔袴

第3月曜百 4ι:0∞0一6:功Op.m.ルーテル英

語学校で行いますっ当日の会場費50同，
会員以外の方でも出席できます。

入会希望者;ま 1年分会費200円を同封

して事務局片桐まで御一報ください
、"..，. ，、，、回

事務局の住所がかわりました御注意ください

Harvard Graded Direct Method 

Teachers' Group News Bul1etin 

No. 5 1959年 2月16日発行

発行者:Harvard Graded Direct Method 
Teachers' Group. 

編集者:片構ニズρ

東京毎~t多E聖書E東村山町公団住宅久米川団地 31の7
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四月新学期開講
会話科(月木・火金・ 7.k土 6: 00-8.10 p.m.) 

初~上級まで少人数制クラス多数

スタデイ・グループ(月~金 4: 30-6 : 00 P. m. ) 

小・中・高校生のための補習クラス

速記実務英語科(月・ 7](土 6: 00-8.10 T. m. ) 

初~上級。就磁斡旋

英語教授法情習会 (5月11日-6月29日〉
規則書〒 28円 吉沢先生による GradedDirect Method 

English Th1'ough Pictures. 1. 2...￥liO 

each 

Fi'Tst WO'Tkbook 01 English .…..￥240 

Teache'T's Handbook 1M English 

th'Tough Pictu'Tes by Mioko・

Yoshizawa ...........…….....…・…￥360

Anglophone Records for English 

Th'Tough Pictu'Tes， Series 1 andII 

・…￥11.4∞ 

each 

御注文うけてから， 1-2月でお手も

とに届きます。

テヤールズゐE・タトル商会

東京都中央区日本橋高島屋5階

電話 千代田 (22)9 9 2 9 

~8-

(月4:00-6: OOp.m.) 

語学々習学は
1)モデルの録音が出来る

2)モデルと学習者の録音とを比較

して聞ける

3)モデルを残し学習者の録音のみ

を消す事が出来る

従ってモデルは何回も使用える

4)他の一般録音機と両様に使用が

出来る

4'Revo" Tape Recorder 
を御利用下さい

廉価￥15.0∞;￥16，500;￥18.500

軽量 5.5廷-6&

(婦人子供が片手で楽に運べる)

発売元語学教育視聴覚センター

電話目黒 (712)7457 

振替口座東京，69.277
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