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Professor羽Tomack，¥¥'ho has r.is Ph. D. from Columbia 

じni，-ersity， teaches courses in linguistics and English as 

a foreign language at San Francisco Stal:e College. H"e 忌

the author of textbooks and aγticles， ha¥-ing publisI1ea 

last year with Shin-ichi ~\'liura of Keio l.-ni ¥'ersity A Lillgrtis-

tic Aρρ，'oaclz to E1zglis!l (Tokyo: Kaibunsha). Pγofessor・

¥Yomack plans to teach in ]apan in 1~)ò')-61. 

In 1920 the :¥merican anthropologist 

Ea¥¥'ard Sapir publisI1ed a papeγ¥¥-hich 

On page 20f the λrews BuZleti'l1， ~o . J， 

1937. 

ga¥'e rise to the formuiatio!1 

is no¥¥-generally called the Sapir-¥YhOl・f

hypothesis. He ¥¥-rote 

Language is a guiae to “三ocial real-

i t y _ . ， . . ， ， i t po ¥¥・erfull¥-condi t ions a11 our 

thinking about social problems and pro-

cesses. Human beings do not .li'-.e in 

the objecti¥-e "-orld alone，.. nor a~()ne in 

the -，¥-orld of sociai aεti¥-it，-as otdina-

rih・ unaerstood，but are ¥'ery ~τluch at 

the merc:，・ of the particular ianguage 

which has become the medium of ex-

pression for their society， It is quite 

an illusion to imagine that 0ne adjusts 

to realitγessentially without the l.tse 

of language and that language is 

merely an incidental means of sol¥'ing 

specific probiems of communicatioI1 01・

reflection. The fact of the matter is 

that the “real ¥¥'orld" is to a large ex-

tent unconsciously built up on the lall-

habits of the group. ~o two 

¥'，・hat。t
5taterτle!1t 

“English can most logical1y be taught as 

a reflection of the culture in which it is 

the appears October 

spo)<en." The ¥¥-ords“Fr-ench，"“Thai"， 

“]apanese， -" or the name of an~・

language might be substituted ior 

word“English" in the quotation ¥¥・ithout

。τher
the 

changing the ¥-alidi t~・ of the stateme!1t. 

During the last 30 years anthropolog-

sociologists， psychologists， lingu-

ists， and semanticists have gIyen much 

attention to 

Ists， 

bet'，¥"een relationship the 

their of 11uch culture language and 

tor 

language teachers， 1 deliberately U:5e 

the expression μlanguage teachers"， 

because 1 offer my discussion as ha¥'ing 

usefulness has study and thought 

ln 

the 

。ertlnence
‘ 

onl¥' not 

usefulness and 

al1 language teaching. 

teaching of English. 

general 

guage 
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that 

the hypothesis is va1id， at least in the 

terms in w.hich Sapir and Whorf posecl 

e¥'idence no conc1usive empirical 

it. Language teachers and others， ho¥Y-

kind to see in the begun nave ever， 

languages are e¥'er sufficiently similar 

， to. b'e consideγeu a:; representing the 

same social reai it;.-. The ¥¥'orlds in 

which socieIies 1 j':e an: distinct ¥¥"0γlds. 

not rnerelY th~ same ¥、刀r1 d ¥'.-i t h d i fi e-

rent labels attacheci. I ¥Iandelbaum. pp. 

Gき-GSi ~i the by the hypothesis 

importance of language as a container 

of focus given 

studen t oi a ¥'.>!OアfBen;a:l1in Le~ 

as well as a rneans of transmission of 

culture_ Language may not require ab-

s01 ute ly thaτone perceive in a 

durin~ 194(;--13 fo~r 

t11e elaOOrateCi ;1そう

Dubiished 

¥.¥・13ich lr. 

Sapir. 

art icle3 

certa1n vie"，" that a pa了ticular !anguage fo了ms

the“¥'.-orie ¥-ie¥¥.-" of ~he soeakeγ5 of that "vaj・.but there is reason to believe that 

to 

，vay. 
points out， for example， that the speak-

er of English c1assifies the 

speakers 

Gleason 

1tS 

certaln 

P1・edisposes

a 1n 

language 

perce1ve 

spectruロ1

into six categories which are designat-

green， yellow， orange， ed purple， blue， 

and red. 5hona， a language of Rhode-

re-

acultv 

of the speakers， but only 

1n the でよaythe language classifies the 

colors. 

We must remember， of course， that 

wholh- isolated or 

social 

language 

however， influence and direct 

our perceptions. 1n English we use， the 

word “snow" to represen t“，"vet sn~\v" ， 

“dry sno'¥¥." ， ..“hard sno¥¥.・ “softsn.qw. " 

“snow on the ground，"“falling sno，w" ， 

and the like. To the Eskimo this seems 

e
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does not deiermine ，"vhat 

It does， 

sia. uses four categories， 

a language of Liberia， uses two. These 

as Gieason says， 

，-isual 

Bassa， and 

divisions do not， 

a difference 

veal a difference in tne 

1ロlportant

and 

language. He says 

・・!ne lingujstic s:'・stem (in other 

" ... rord:-;， the grammar) oi each language 

is not merel:・arepτoaucing instrument 

for ¥-oicing ideas but rather. i5 itse!f 

the snape了 ofideas， the program and 

guide ior the indiγidua:'s mental acti-

vity. ior his analysis of impressions. 

for his svnthesis oI his mental stod: 

in trade..'. 

We aissec二 natuγe along Iines la1d 

ao¥vn by ouτnati ¥'e Ianguages. The 

categories and tアpes that ¥¥'・e isolate 

Irom thf ¥¥・orld of phenomena we do 

not find there because theγstare e¥"en' 

obsen-er in the Iace : on the contrary， 

¥.. 'the ¥.¥・oi-ldis presented in a kaleidoscop-

ic flux of impressions ¥¥"hich has to 

beorganizea by our o\\~ n minds-:-and 

this means largelァ by the linguistic 

systems in our minds. Vv-e cut nature 

up， organize it into. concepts， and 

ascribe significances as we do， largely 

because we are parties to an agreement 

that holds throughout our speech com-

munit~・ and is codified in the patterns 

of our language. (Carroll， Language， 

ア'hought，and Reality， pp. 212-213) 

These statements and others by. 5a-

not 

unique. All peoples 

biological， psych010gical， 

characteristics. Our nati¥'e 

share 

are cultures 

much stimulated ha¥・epir and ¥Yhorf 

a crude and awkward ¥v"'ay to tall王about

2 

between 

have As vet we 

relationship 

language. and culture. 
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snOw. He has words which individually language， another way of saying one 

characterize the various kinds and con- based on an actor-action-goal or a 

ditions of sno¥¥¥ln his culture snow subject-verb-object type of sentence. 

is much more important thanit is in This predisposes the speaker of English 

the English-speaking culture. Snow， in to analyze events. ano situations in 

Eskimo， is carefully and exhaustively causal terms even ¥，'hen such anal)・sis

catalogued. On the otheτhand. some is not applicable. ln consiaering time 

languages have no word for snow-To- categories in English the speaket. as-

briand， for example. Snow is not a sumes that an event ，，'hichfollo¥vs 

realit}・ for the Tobriander， hence he another has been caused by it. 

has no "・ordfor it. ¥Vhat "・e have been talking about 

Whorf has pointed out that English has been \'ariousl~・ designated. The 

focuses on things-nouns， while Hopi most common term is p:-obably mcta-

(an American lndian language) focuses lin.guistics (liteγally. beyond 07" after 

on actions-¥'erbs. EnglisIl ¥・ieW5Eglltー linguistics). ¥¥・horffreque!1:!y L1ses the 

n;ng， wave， flarne. etc.. as nouロS.， term tvo1"ld vie~{' as a substitute foγthe 

Hopi γie¥¥"s them as ¥'erbさ. English， by German lFcltallsclzauu1Zg， The lCl・ms

its structure， tends tO dassifγthings exolil1guistics. etJmoii11gu-:.Siics， and 

into opposites. to make aicIlotomies 

right and ¥¥'rong. blacl，- and ¥'.・h!Le.

either'" "'or， clean and dirty， etc， !¥O 

middle ground i:: offered， C~inese doe:s 

not thus T;Ie¥¥・ reality. It sees things 

as being 011 a kind of continuuIr._ Be-

t¥¥"een black and ¥¥'hite are gradations 

of gray， between bad and gooe degrees 

of badness and goodness. Here again 

psyc1toli'lzguistics haye somεCl1アrencyin 

disClIssion5 of ';ariolls aspects 01 tI1e 

relation beてれ-eel1language and cuit:'lie. 

Some or t hese te了InS ha¥'e beεn ratl1ei・

precisely aeiinee and canno ~ be cυnさ¥-

dered as being exact l ~ . sγ!1on¥・111りlIS，

There is no: spεce here， ho¥':ever， to 

consider-tI1em more carefulb:. StlldCi1ts 

of general sema~tics ha¥-e 51:0¥¥'n a 

".・emust remind ourseh-es that it is great interest Í1~ the Sapir-¥¥IlOt・f

not impossible to talk in English of 

gradations bet¥¥'een these poles of black 

and ¥.vhite and gooa and bad. 1 have 

just demonstrated ;17 English that we 

can. The point is that English struc-

ture predisposes its speakers to t;:tlk-and 

thinl¥-in dichotomies. English st:ructure 

makes this mode of speaking and think-

ing particularly con¥'enient. 

English is sometimes cal1ed a “lineal" 

hypothesis乙ndha¥-e studied it from lh(~ i ï: 

O'¥¥'n orientation ¥':hich is in some ways 

dHferent from tha~ of linguistic science， 

According to ti1e vie¥¥・ ".eヘ.e very 

briefly consideγed， languag:e is the I・e-

pository of culture. Language be:it討 or

carries culture. ¥¥"hen "氾 teachlangu-

age ¥¥"e are teaching， in the most real 

sense， culture. ¥Ye language teacbers 

often get so involved in the mechi長nics

-the sounds and syntax-of a language. 
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and the devices andJec~.~'1Ï Q~es of， teach砂

inga language that we over190k the 

wider.context oflangl.iage teaching. Of 
course themechanical ':inatters' are ne-

cessary-and we must 'master them-but 

if we exclude some of the concerns too 

briefly treated above， we not only han-

dicapou'rselves 'as teachers of langu-

age-:-;-and; ，qulture~ we also cut ourselves 

off ~rom one，.of . the most fascinating 

and ultimately most revealing aspects 

ot the stuby of language. 
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サンフランシスコにて 片桐ュズjレ

いま SanFrancisco StateC:ollegeで，
lntroduction to AmericanLinguistics， 

Teaching Met.hod of English as a Fo-

reign Language，. Arnerican Sceneを勉強

している o ここ気候のいいコスモポリタンで

ボヘミアンな S. F.の，新興の意気にもえ

る.このカレ?にわりあてられたので，われ

われ 30teachers from 18 countriesが一

ばん幸福だとおもっている O

Reading in Aρltlied English Linguist-

icsとか SelectedArtic1es from Language 

Learningというような本を assignしてよ

ませるが，じつに役らがこの linguisticsと

いうコトパに対するあたらしい approachに

コーフンしている o Language Study にお

けるコペルニクス的転換のようにいうが，わ

れわれ非インドヨーロッパ訟をしゃべる人間

にとっては，とっくに知っている英語の特色

の記述にすぎなし'0しかし，歓らは，ラテン

文法から独立できたことをはてしなく祝って

L 、る o これが，いく人かの日本の英語教育界

の authoritiesをして，あたらしいメソドに

対して，きわめて reactionary にした原因

Tごとおもう。彼らにとってはコペルニクスで

も，こちらは太陽系の外から見てるようなこ

とになる。

しかも Class1， Class 2などはっきり仕切

られたカテゴリーにわける方法は.ラテン的

思考といえる。役らは科学的(自然科学的)

approach というが，自然科学が唯一の科学

ではないし，インド・ヨーロッパ的論理だけ

が峰ーの論理でないことをわれわれは知って

いるから，彼らがイミを科学で取りあっかい

不可能なものとしてきわらないでお乙う，と

いう態度は不満である。

われわれはーingform に対する柔ナンな

あっかい方を Ogdenからまなんだ。これは

5 

あきらかにラテン的思考からはみ出している

それから， S.I..ハヤカワなどの General

SemanticsがNon-AristotelianLogic (非

インド・ヨーロッパのイミ)をカンパンにし

ており， リチャーズの EnglishThγongh 

Pictω加が，土台を彼のペキン時代に中国

の大学生におしえた経験にもとずいているこ

とは，われわれ東洋人に心づ.よい。リチャー

ズには Menciouson Mindとしづ孟子の研

究があるが， metaphorのかんがえをもとに

しているところは，かなり中国的に思える。

教授訟のmeta-linguisticsをつづけると，

世界観でいえば， Oral Approachはつねに

二元論で，母国語との比較がないとハナシか

すすまないのに対し， G.D.M.は一元論で内

側から見ている o つまりドブンと水につけて

しまう o O. A.はプーJレのふちにたって水泳

のコーチがいっしょうけんめいしゃべってい

るfdじo method of describing a language 

と rnethodof learning a lansuageを G.

D.M. は同一視せず. logicと psychology

は同一でないという立場にたつ。それから

O.Aでは situationの利用をかんがえない

から drillがオームの訓練になりがちであ

り studentsparticipationとt，うことを

あまりかんがえない。

まあなんにしろ，ほかの国にくらべ・て日本

はかなりすすんで、いるから，文部省がこれ以

上へンなことをしなければ，われわれの生徒

はすCくよくなるという希望をもっ。

;--山内.，""""""小---仇川町日…

り 月例研究会は特に通知のなt，かぎり毎

月第 3月曜日 … m 
Jレ英語学校で行います。当日の会場費50
円，会員以外の方でも出席できます。

入会希望者は 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

t-I 



G.D.M. 1959年 吉沢美穂

長年特に印象に詮く残ったことをお伝えし

て，会員の皆さまの御参考I乙供しましょう。

TV英語教室

NHKの中学校向英語放送 20分の台本を

一週間おきに書く仕事も，これで丸二年続け

たわけですが，今年は，夏休みの特別番組とし

てハーヴァードの EnglishThrough Tele-

visionが三回放送されたことは， 特記すべ

きことでした。しかしこのフィルムは，教え

ることを目的として，毎日のように使用する

ために製作されたものなので，これを適一回

のおさらい番組として使用した場合，いろい

ろっとうの悪いことや， 6本の事情に合わな

いことがゐり，ふだんこのような形式の番組

を視廃すること{こなれていない一般には，あ

まり評判:まよくないようでした。 9月の研究

会でこのフィルムを見てまきし合った結果をま

とめると，これはこの 7ィJレム自体がよくな

いというよりも，主として日本の放送の実情

に合わない点が多いためと怠われますc

現在のテレビの英語の教育番組は，各放送

局からたくさん出ていますが，これを大別す

ると，教室の授業そのままの再現に近いもの

と，外人数蒜による生きた英語を聞かせると

いう点[三重点をおいたもの，またはまつにく

の異味本位にすぎないものなどになっていま

すo 教室ではできないような形式で，生きた

英語を聞かせる点にも注意して，しかも英語

の基礎に本質的にとりくんだ，テレビ特有の

形式はできないものでしょうか。乙れが今テ

レビ英語番組の直面している問題点ですが，

このためには，ハーヴァードのフィルムは大

いに参考になりました。もちろん日本の実状

に合わせて改善の余地もありますが，何年か

後には，乙のような形式のフィルムが大いに

効果を示す時期が来ると思われます。

NHK学校放送では，一年間および各学期

ごとに扱う言語材料は，英語教育界の権威者

の先生たち，現場の学校の教師の代表と，放

送に直接関係する人たちによる委員会で，指

導要領とにらみ合わせて決定されるわけで

す。この委員会の席上でいつも問題になるの

は， もテレビではこうやりたいが，大部分の

教科書がそうでないので，混乱をおこしはし

ないかタという点です。この例としては，

Have youと Doyou have， not so--as 

と nota、Sー."...as，現在進行形は単なる現在 F 

形よりさきに取りあげるほうがし刈、というこ

と，過去や未来は現在進行形と対照して教え

るべきで現在形と対照するのは望ましくない

などという点ですョ t，ずれの問題も GDMの

者にとっては，当然わかりきったことで，今

さら問題にするまでもないことばかりで，

ももうそんなことは，私どものほうではとっ

くに解決がついています。と言いたいところ

で，権威者の先生がたも、そのとおりだ。と

言う意見なのに，なぜ検定教科書が改善され

ないのでしょうか。

川中島中掌ての研究

NHK.TVの台本を私と一週おきに書いて

いる川崎市の指導主事の小田豊氏が，台本を

書いているうちに GDMに大そう興味を持ち

川崎市の中学でやってみたいとのこと， J 11崎

市の川中島中学を最初に訪問したのは， 6月

でした。この中学は生徒の家庭も勤労階級が

多く，前年の学力テストでは，川崎市で中以

下の成績だったとのことで，英語の授業の背

長としてはけっして恵まれたものではありま

せんが，校長はじめ 4人の英語の先生の熱心

さ，他の教科の先生たら.PTAの会長の身

の入れかたにまず感心させられました。

何の経験も準備もない先生たちで GDMを

やってみたいといっても，全面的に急にとり

いれるのは無理だと患って，まず一回目には

gradingのことにはふれず，教科書の教材そ

、、.. 
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のままを， SEN-SIT的にとり扱う乙とだけ

を示して，ど人なことになるかなあと思いな

がら帰りました。

夏休みには，川崎市の教委主催のセミナー

に招かれて， SEN-SITによる視聴覚教具の

使用法を説明し，約 40人の先生Tこちを生徒

にして， GDMの教材のうち重要なものをと

二・三年はちょっと戸迷いのかたち。それで

も英語への興味はみんなが持ちはじめ， ‘英

語に興味を持っていますか'というアンケー

トに男女28人ずつのうち男 26人，女25人が

‘イエスe と答えているJ

また当日英語の先生のうち一人は， ‘この

方法でやるには，教科書の言語内容をよくし

りあげて speaking の練習を行いました。 ーらべて，ぱらぱらに分解して，それをっとう

この集りにも川中島の先生たちは出席して熱 のいい頗に組みたてなければだめですe o と

心な勉強ぶりでした。 説明しているのを見て，小田氏と私とは，ま

9月の末に再び問中学を訪問 4人の先生 だ半年にもならないのに，よくここまで理解

たちの授業を見る機会を得ましたが，このと が進んだものだとうれしく患ったことでい

きすでに，一年と二年のクラスでは，すっか

りSEN;..SIT的の活動が身についた生徒は，

活発な反応を見せていました。この時 4人

の先生たちから，どうも教材の配列がっとう

の悪い点が多いとの質問が出て，それでは，

教科書の言語材料をある程度前後させて，つ

Cうのよいような11長にやってみたらというこ

とになり，ここではじめて SEN-SITの面の

みから始まった研究に gradingの要素があ

る程度加わってきたわけです。

11月 4日には，川崎市の他の中学の先生た

ちも招いて，同校で第一回の研究発表会が関

かれましたa この乙とは，毎日新開その他の

川崎版にも報道されましたが，いつものこと

ながら新聞記事には誤りや見当ちがいのこと

が多いなかに次のようなことも書いてありま

した。 もこの指導法の特徴は，いままでとか

く教科書や文法中心になりがちだった英語教

育を，直接生徒たちの動作や経験に結びつけ

ながら教え，生きた英語を学ばせようという

もので，乙のため凌業中にカードや絵，写真

をふんだんにつかソたり，生徒が実際に動作

しながらその行動をしぞべったり，奮いた

り，話したりして勉強しているい

‘新しい教育をはじめて 3ヶ月，一年生が

ーで番とけこんでおり，古い教育をうけてきた

-:.. 7 

た。

小田氏の計画は，この学校でうまくいけ

ば，ぞれを手始めとして一つずつ次の学校に

及ぼして，将来は川崎の全中学をこのように

という，量よりも質でとL可うことのようで

す。乙の中学での研究は， もちろん指導要領

にもとずき，教季曜を教材にして行なわれる

もので， -GDMを全面的に使ぷているとは言 2

えません。二年三年は途中から，一年でも始

めたのは入学以来すでに 2ヶ月もたったあと

なので，すぐに大きな結果を期待できません

が，この調子であと 2 ・ 3 年続~)!ぎそうとう

の成果があがるものと思われます。短い期間

にこのような効果をおさめることができたの

は，同校の先生がたの熱意と小田氏の熱心な

指導のたまものと感謝の念にたえません。

-・・・.・・.~..，，-・".・・.・・...........、.・・..........・・.・・........・-・・.・・.....・...・・・.

短信:一一

O笹例の X'rnasparty は12月の或る日，新

宿メイフラワーで行われた。女性17人，男

性 1人。タノシカッタのはどちら?

0片桐ユズノレ，篠原両氏， 3月24日午前9時

赤ゲットより帰る予定。オミヤゲは何?

Oワレラの leaderチャペル先生が三月離日

のウワサあり o ......ウワサにすぎなかった

ことが判って一周ホッとしたo

どす



Basic Eng1ishの背棄と歴史

(第2回)

室

意味論的考察にもとずいて. Basic Eng-

lishが生れたことは，ほとんど常識的な見

解である c 即ちTheMeaning 01 Meaning 

などがあり，しかもこの中の第五重量の考えが

実用的に発展して BasicEng1ishにまでな

っペこともわかっているが，このほかにもう

ひとつ極めて大切な背景がある。これはこん

なにはっきりした外的摂拠を見出せないため

とかく更のがされているが.Ogdenが Basic

を発表して後方々に書っている役のヂ更をよ

くよめばわかることでもあるし.まだ Basic

のパイプJレともいうべき ABC '01 Basic 

をたん:注入によめ:ま，特にその前半:二於てJ

よくうかがわれることである 2 もっとミこれ

に気がつかないのは.またはうすうす賓がつ

t，戸川;ふ 込り菅川山件""r"\~ラ凶，..J.
」、 1... tI ・・ b つむノロ、 μ』主'晶、'.ノ・ ，・....

をさの意味詩的洞察があまりすぐれてワるた

め，そのかげに隠れてしまうたような事情で

あろう c さてここでいくらかでも Basicに

ついて読んだ人に思い出してほしいことは，

Ogdenが再三再四.Basicの 8;:;0語:之単な

る語表ではない，といっていることだ~これ

はその中。語が一つの有接的な全俸をなして

いるので，ある一語をもし取りきったとすれ

ば全体にゆるぎがくるし Jまたある一語を加

えようとすれば同様に語表全体に何らかの子

を加えたくなる.という意味である。この事

実の解釈も，その烹りさったり，加えたりす

る場合の語の，意味論的範囲のみを考慮の対

象として考えている限りでは誤ったものとな

。。
ここまでいえばおわかりであろうが，その

もうひとつの背東というのは， Ogden が早

N. 

勝

くから抱いていたであろうところの，英語の

Structure特に morphemes 及び state-

tnertt patterns に関する彼の見解である。

そしてこれを端的に示しているのが Basic

の語表そのものなのである。

、 Structural1inguistics では， いわゆる

Class wordsを四分して class1， 2. 3， 4 

として大体，名詞，動詞，形容詞，詞副にあ

円 fこることになっている。 BasicEnglishで-は

この方法に従えば classl とc1ass3がある

だけでしその他の 100語を operativesと

して一括しである。

，魯‘

Friesの Structu1-e01 Englishによれ

functfon ，，-ordsは 15-1語となっている。

今ここで Srrucrural1inguistics と Basic

Eng1ish とを比較しようなどと患っている

のではな"'~そもそも大まかな比較をしよう

などというのがおかしいのであって，種々な

細い茨乏をした上で.色々な点をならべ・て考

察すること:立可能であろうが，今はその時で

はなl107こだいいたいことは Ogdenは英語

の Structure に非常な~.こ、を持っていたと

いうこと=そしてこれは一種の structure

wordとして 100語を別扱いしたということ

によく示されているc しかしこれはOgdenの

全くの in河川ionとはいえないだろう。例

え:Z，HeI1r3・Sweetは前世紀の終り lこNew
E ¥  

Englisl: G1・ammerの22ベーヲで， The earth 

is round.という文をあげ， The と isはそ

れだけでは何の意味も持たない，意味をにな

っているのは earthとroundである。 The

とisは form".ordsで.full wordsである

earth と roundに対して. empty words 

というべきであろう，といういみのことをい

っている。が Sw・eetはこれ以上つっこんで，

英語の vocabulary を見わたして Form

words， empty wordsのーらん表を作った

りはしていなL、。 (つづく〉

8 -



Graded Direct Methodを紹介する

関根栄

11月25日〈水〉八王子市浅川町浅川中学校

にて八主子市中学校教育研究協議会主催の集

会があり，英語部会において，この Method

の紹介をした。集ったのは八王子市立中学13

校の英語教語 45名。 30分ばかりというの

で.充分な紹介はで-きなかったが GDMの特徴

を，主にして話した。

C 1コプリントを配布し，少しばかり実演な

どした。 プリントは吉沢先泣Eの Te“acher'
Randboωok forグ English Througμh P丹ic←-
tωuresや、英語教育e に連載されたもの，講

習会できいたものなどを， 4枚にまとめて発

表した。

内容は A.特歓 B.教材 C.教え方

D.今までの教授法とらがった点 E.生徒

に与える心理的効果，等にわけた。

(2コプリントにこだわらず教具はpictures

だけを使用して実演し，この Methodrr.関す

る審物を出来るだけ克せて紹介した。

私は GDM経験一年ばかりだが僅かな体験

の中から次の長い点をあげる乙とが出来た。

教科書;ま Jackand Bettyであるが教え方

にこの MethodのL、くつかを取り入れている

ので①生徒に易しく，しかも徹底的に基礎を

教えるので生徒が私に親しみを感じ，

英語に対する興味を失わなかった。

②代名詞がはっきり覚えられた。

③教訴の私自身にも時制が体得出来てき

たので生徒に対して実例を実演出来て

便利である。

他の教街たちはこの Methodは始めてな

ので，私の紹介だけでも大変興味をもって是

非時々会合を持ちたいと話しあっている。

〈八王子市立第6中学教諭〉

一9

Question Box. 

Q : English Through Pictresを使って

初歩を教える場合.Sentence patternなどは

重要なものがほとんど出てきますが，単語の

数が約 550では，少ないのではないですか?

A:初歩の段階て教える単語の数は，クラス

の性質，生徒の年令，能力などによって異な

るものですが，中学一年のE規のクラスの場

合を例にとれば，改言語導要領によると，一

年で教える‘新語の数:之，およそ 300語程度

とし'とあちこ年では，およそ 400語程度と

なっています。 E.T.P.B∞k 1をかりに

一年半で教えるとすると，新語の数は大差は

ありませんc しかし E.T.P. を終ってから

他の教科書に無理なく移るためにふつう教科

書にでてくるような単語を，はじめから教科

書とにらみ合わせて教えておくほうがいいと

患います。

Structure wordsや sentence pattern 

を，自由に使いこなせるようにするためには，

E.T.P.の交と:司じ単言さだけを使っているの

では，単調になりますから，適当:こ他の名詞

や形容詞を教えて変化をつけます。どの

patter nでも，本にでてくるままの単語だけ

で十分なものはないと考えていいでしょう。

動詞は，名詞や形容詞よりも注意深く扱か

う必要があります。なお， E.T.P.にでてく

る givea pushというようなのや，基礎的

な動認に前置詞を加えて使う表現は，けっし

て不自然な言いかたではなく，むしろ英語ら

しい英語であることにも注意してください。

動詞以外の structurewordsま，あまり

相異ありませんし，これらのことばの教えか

た，教える順序が G.D.M.の特徴なのです

から， E.T.P.をそのままに教えることが安

全でしょう。例えば， canのように他の教科書

では初期に教える単語がでて乙ないことが，

日本式英語にならないようにするととの役に

立っているわけです。(渡辺せつ子〉

ダポ
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先 生募 集!

当研究会西荻窪実験クラスでは下記の

ように先生を募集していますa

l 所在地区荻窪駅より 2分東京包力

百荻窪サーピスセンター

.) Rき毎週土濯

2.00-3. OOP. m. CJunior Class) 

3.00-4. OOP. m. (Senior Class) 

3 Pay御授業後亙殺の上決定!

4 条件 GD~.I 会員に限る。

A Window of a Plane 

Teaching is learning といわれるが生

徒から得る ans¥yersの中には教誌の方が思

わずハットさせられる事がある。まして G.

D.M.一年生の教三としではその機会が多

い。先Eる私:之宮荻窪の Juniorの実手クラ

スモ教えていたc ofの所である o(P. 2Ei-2i) 

1. This is a \\~indow of the room. 

2. This is a door of the room. 

2. This is a picture of a man. etc. 

までを教えて consolidation に入り.ロ

-.圭=-ーし-，~~""、、ふ~-:'"甲 L I ・~ I .;・
ビ E つ;_ .~ ~，~~去、.. '-;J).;)~1î" /;.> '-~‘』しんよ

T : ~o. 1...This is a ¥vindo¥'・ofa plane. 

T : No :2・・.This is a picture of a man. 

ここまでやっておどろいた。 2， 3の生徒

は首をひなりながら大きな窓を書きその中に

飛行楼の絵をかいている c 私は飛行機:こ/j、さ

な窓をつけてくれることを期待したのに2

ふと気がついて=ると No. 1 と ~o.2 の

‘of'主性賓がちがうと判った。 NO.1の of

l立小さな物一→それぞ含む大きな物ftiIち win

dow-→room とI，う表渓のし方である O!:.

No，. 3の of(立大きな物からその中に含まれ

る;j、さな物即ち picture一一man というや

り方である。これを知らずに一緒にして唯of

という function word として教えてしま

い，生徒に混乱をおこさせた事は私の失敗で

あった。次の時に叉改めてーワずつやり直し

たことは言うまでもない。議べて見ると13人

の生徒中 6人もこの誤りをしたものがいた。

彼等の analog)・が弐々の想像もつかぬイ立

たくましいという一つの失敗談である o

西荻窪に:二今二つのクラスがあり毎週土曜

2.00-3. OOP. m. 

C]upior class /J、学 4年-6年)

3. OO-~. OOp. m. 

(Senior class Jj 、学 6年~中一〉

西荻窪東電ザービスセンターを借りてやっ

ています。

吉沢先生の講習をうけて判ったつもりでい

た私が tryand errorをくり返しながらや

がて自分の学校でも使える日号楽しみにして

います。生徒には気の毒ですがすべてが実験

なのだと思うと気が楽です。

ぜC、皆さんの経験，失敗?を西荻にも持ち

込んで下さ~'0 (升]11)
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