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日本lと生まれ，その一生を日本の英語教育

につくされた， Miss Constance Chappellは

乙の7月カナダに帰国されることになりまし

た。先生は毎月研究会に熟Jむに出席して，い

ろいろの質問に答えて下さっていましたが，

先生乙そ私たちの研究会の生みの親と云うこ

とができるでしょう。

戦争中に帰国された先生は，ハーバード大

学で GDMを知抗戦後日本にそれを持っ

て帰ちれたのが， GDMが日本に紹介された

そもそもの始まりでした。昭和22年頃，先生

に教えをうけたものたちが，自分の子供たち

に英語を教えて下きるかたはないかと，東京

女子大に相談に行きましたが，その時先生は

進んで GDM(その頃はまだ誰もこの名まえ

を聞いたこともなかったのです)を実験して

みたいからと，毎週1回， 10人ばかりの子供

の，日本における最初のクラスが始まったわ

けです。小学生だったこの子供たちは，もう

大学を卒業する年になりました。

穂、

毎週見学していた親たちは，この方法がす

っかり気に入り，それぞれ勉強や実習を小規

模なクラスで始めたのですが，次の年位には

YWCAでも GDMのクラスを持つようにな

り，毎月 1回，このクラスを公開して，研究

授業イ先生の講義という形式で，この研究会

が始まったわけです。その時から10数年，研

究会を続けて，現状に至ったことは，古くか

らの会員にとっては憲無量のものがありま

す。

先生の出版された Steppinginto the Past 

は.イギリスの歴史的な場所について Basic

で書いた readingmaterialですが，利用し

ているかたも多いと思います。

研究会で先生にお会いできなくなるのは淋

しいことですが，先生はもさよならもでなく

‘行ってまいります、と L、う気持Tごと云って

おられますから，また日本に来て，私たちの

会の発展をゆっくり見ていただくのをたのし

みしましょう。
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ELECの教科書を見て

吉沢美穂

ー各方面ft:.期待を持たれていた ELCEの教

科書を，乙のほど始めて見ることができたの

で，私どもが一番関心を持っている中学一年

用のものについての感想を述べることにす

る。

しかし，私は教科書そのものを見ただけ

で，その主旨についての説明も聞いていない ，

し.teachers' guideのようなものも見てい

ないので，かりに，自分がζの教科書を使う

とすれば，という立場から述べるのであるか

ら，私の意見はあうくコまで GDMの立場からの

ものであるし，また編集者の意図を誤解した

点もあるかもしれない点をおことわりしてお

きたも、。

乙の斜動 従来わが国で多く使われてい

る他の教科書'と.比較して原敬之，いろいろち

がう点がある弘 、全体ψ協 議 材の選びか

たが，いわゆる交法的な総 :え注1)に支配

されず，話しな針ぎを主をした実生活に役?と

立つ英語といぢ;長!と中心がおかれでわること

が最大の特長と云うことができるo

教材は指導要領i乙従つであるし，本の体裁

も，徒来の教科書とよくにているし，本文，

Note， Exerciseなどの配置もあまり変った

Do you haveの形で数えるようになってい

るし(L.9)，進行形 (counting.going， wr-

it~ng) はJ.essQJl 42にでてくる，これは街・
み32長I~わヰム心:九い長.l.:;:>~記f ， ~::v
ふL1〉J5J衿悔すご」川ノアV相八c...... 
っこ C;;-IJ'¥.，いお'また Lesson院では，

eitherを t∞と対照して(either.…ーor は

2年〉練習する問題もある。 Whatelse do 

you have? Do you have my'・…・?などが

someと一緒にLesson11 {乙出て来るのな

どふ従来あまり見られないことである。

話し乙とばを中心としてあるで Exercise

にもすべで、…云ってみましょうという、こ

とばが使つであり，特定の soundを中心と

した発音の練習も入れてあることは，前もゥ

て想像していたとおりである。日本語訳は，

Lesson 20以降， ‘つぎの乙とを英語て云っ

てみましょう、として日本語の文がでてくる

ほかは，ほとんど用いられていないし，いわ

ゆる文法的な説明色ほとんど見られない。

以上述べた乙とは，すべて乙れからの教科

書のBちかたとして非常に望ましい乙とであ

り，教科書の線集にとの程度の自由が認めら

れることは，私共にとっても最大のよろこび

である O

しかし，この教科書は一般の中学ではまだ

あまり実験されていないと思われるので，も

し私がこの教科書を使うとしたら当面すると

思われるいくつかの間題点、を次に列挙してみ

点、はないが，機能語の選びかた，そのgrading ょう。
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には従来の一般の常議を破っているものがあ Introductionおよび drillの方法:GDM 

る。例えば.Lessonlと2K(注2)，Good morn-
ing. How are you? Fine， thank youと

いうような教室内外でのあいさつで始まって

L 、るが， Lesson3 . ， f~は 1. YouよりさきI乙

my. yourがでてくるし. He， Sheよりさ

きに his，herがでーだぐる (L.4) 同嫌に

America. Jap~n を教えないうちに Amer- _ 

ican， • Japaneseがでてくる(L.6)Haveは

(注 1)近頃は grammarとは usage色合

む広い意味でも用いられているが，乙乙で

は従来のいわゆる学校文法をさしている。

(注 2)全体は 25の LessonIt:.分かれてい

るので，以下Lessonの数を，本のどのあ

たりにでてくるかを判断する基準にされた

L 、。
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では SEN-stTによってき交え， Oral-AP? 

roachのほうは文の意味は日本語を使って教

えでもよいという，根本的な方法の遣いから

くる困難点は，私にとってはどの Lessonに

ついてもおこってくる問題点、である。学習が

すべて丸暗記，練習のための練習にならない

かとの心配がある。しかしこれは教授法の差

異からくるものであるから，この教科書の欠

点、とは云う乙とはできな~'o 私どもにとって

は，おのおのの Lessonの主眼点を GDM式

に導入し，練習して，仕上げの段階としてこ

の本を使用するほかに方法はないようであ

。。
Readingと writing: この教科書では，

入門期の数週間をねらったいわゆるOralin-

troduction の部分を本文の前に出すような

ことはしてなし'0 これは私どもの立場から見

ても大そうよい乙とである。しかし編集者

は， readingと writing をどの程度にとり

扱うことを考えであるのかは， Exercise (L. 

6以降)に e書きかたの練習をしましょう、

と筆記体で書いた文の手本がところどころ出

てくる乙と以外，本を見ただけではわからな

い。教科書には出ていなくても誰で色始めに

教えている簡単なあいさつを始めに持って来

たのは当然のことではあるがもし，教科書の

本文にあるからには，このようなあいさつの

spellingまで全部おぼえさせなければならな

いと思い込む教師があったら，大へんなこと

である。編集者の意図は oraldril1 にある

ことはあきらかであるが，どのようにして，

どの程度に reading，writingに移るのかを

知りたいと思う。

C O ontract¥n: 予期したように，この本で

は， 導入の段階から contractionが用いて

ある。例えば， whatは what's，1はI'm，

you は you're，Heは Hぬという形で導

入される。話しことばとしてこれは一番自然

な形である乙とは云うまでもないが，すぐに

口ぐせのつきやすい子供の実状に照らして

what's are， you're went， He's canとい

うようなくせがつくおそれはないか， また

he's舟is.~ yotI，r-you're などを混同するおそ :

れはなL、かということが気にかかる。もっと

も進行形や来来形(begoing to)にはうまく

進展するであろう。

Have: Have(L. 9) :を Doyou ha，~e ‘のJ

形で扱つであるのはまことに望ましいことで

あるが，どうせそう扱うのならば，進行形。z詮与のあとで，他の動詞の現在形(国体 1

と共に教えるところまで，徹底させたほうが

よくはないか。なお現在形を usuallyという

ことばを使って教えることは，意味を明らか

にするために適当なことであると思う。

その他:時間の云).'かた (L.18)は 9: 30 

(nine-thirty)式を本文では用いであり，

half past式はnoteのところに出しである o

前者だけでよいのではないか。両方ーしょに

教えては負担がかかりすぎるのではないか。

1， you， he， sheょうさきに my，your，.flis， 

herを教える ζとは，文法的にでなく，生後， ， 

の理解のJl頂序という点から問題があるように

思われるが，取り扱いかた次第ではうまく行

くのかもしれない， 冠詞aのよりさきに an

を教えたら，“isa" のくせを防ぐことができ.

るかもしれなL、これらのことは，導入順序

の可非よりも，従来の型を破ったという点に

大きな意味があるように思われる。

要するに乙の教科書は OralApproach に

っとうのよいようにできたものであるから

GDMのものにとってはそのまま使用するの

は困難であるが，教科書出版界に，また別の

意味で型を破った教科書が出現することを約，

東するものとして大いに歓迎すべきものであ

る。
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日 本の教科 書をかたる

K:きょうは本国人としての立場から日本

の教科書をどう見るかはなしていただきたい

とおもいますc

W : It's easier to judge something like 

this: that is， whether the content is pure-

ly American or turely British 0τmix-

ture of both. Or in some instances， 

some of these are a sort of bland， I'd 

say， so general， that you .can't identify 

the culture at all. And of course this 

kind of ¥vriting often is bloodless and 

uriinteresting and dull. 

K:たとえば，どんなんでしょう?

W : M Y . reaction to the 1vew Prince 

Reader，、Book2 is that in its discussion 

of a footba:Il game， there's a mixtuτe 

of， 1 think， Bdtish and American Cultur-

alcontent. 

1・'Itwas a game between our school 

and South High School." That's good 

American English. 

K:第 5g票、で‘すねc

w:“Was it a good game? Oh， yes. 

There 'was a-goal for us.Then there 

were two goals for South High Schoo1. " 

Here the trou ble begins because in Am-

erican football the term goal is not used 

but tl1e ，，":ord touch-down is used. 

The othet thing is the illustration 

、~hith. should support. and reinforce the 

the content of the story obviously ..is 

not a picture of a football game. It looks 

more like a soCCer game. The uniforms 

the boys havE: on are British Rugby 

uniforms， 1 think. The ball is a round 

- 4 

ず .，.-

Thurston W omack !片桐ユズル

ball. The football is different shape. 

K:なぜ本国人に見てもらわなかったんでし

ょうね?

W : And 1 think this is a kind of unfor-

tunate thing. 

1n comparison of contents between the 

lVew Prince and the lVew Attroach you 

see some similarity since there are ~" 

articles both about American sports， 

transportation， garnes， but the noticeable 

differenCe， 1 think， is that in the 1vew 

AJゆroachyou have a section on Iangu-

age， on pronunciation， on Eng1ish writ-

ing， languages in the world， foreign 

languages and English spelling. 

K:言語について意識的にさせるということ

ですね。それから，いままで，あまりコミュ

ニミケーションとして英語をかんがえていなか

った。ようやく，こんど ELECBulletinで

はじめて，えらい人たらが，そういう乙とを

言い出したのは，それがはじめてじゃないか

とおもいます。これは大変なかわりかたで

す。いままでは，教養としての英語，カザリ

として，ひとのしらない乙とをしってれば，

えら t"¥んだという英語。それから，英米の文 r 

化を輸入するための方法としての英語で，乙 '-'" 

っちのかんがえを堂々と世界にむかつで説明

するという，そういう相互的なコミュニケー

ションではなかったわけです。ところが，こ

のコミュニケーションというたちばにたつと

こんどは，英米だけ相手にはなしをするんじ

ゃなくて，英語をとおして世界各国と理解し

あい，なかよくしていこうという 0 ・

W : ln other words， English is an inter-

national language. 1 think that' s a very 

good point. くつづく〉
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iJAsleの歴史と背景 (5) 

Basicの目的は大きくわけで考えると，

(1)英語を学ぶのに効果的な初歩の段階となる

こと。 (2)国際補助語としての役目を果す乙

と。 (3)読書力を{申ばす手段とすることの三

つとなるであろう。このうち. (3)はちょっと

わかりにく L、けれども実は一番大切な，しか

もBasicの将来性を約束する方向なので，

Basic成立の動機と関係させつつ少し詳しく

考えてみたいのであるがその前に(1)とi2iにつ

いて一瞥しよう。 (2)の，国際補助語としての

役目につLKogdenは Basicの本が出版

されるととは，その序文で，いろいろ言葉を

かえてくちかえし述べている。しかし国際、補

助語に対する強い願望が大きい動機となうで

Basicが出現したと言うことはできな tio

Ogden が国際補助語の必要を痛感していた

であろうことに疑わないけれども.Basicを

生むに至った根本の動機はもっと言語心理学

的な方面にあった。乙の点 Esperantoがで

きた事情とは大いに異るところがある。即ち

言語機能を考察する過程そのもののうちに次

第に Basicの構想が黙したものであることは

前に依と Richardsとの共著 TheMeaning 

of meaningのことを述べたときもふれた通

りである，英語の本質を失うことなく.Basic 

のような組織が考え得られるならば，これ

は，既に世界的になった英語を母体としてい

る点からみても，国際補助語として大いに役

に立つのではな ~ìか考えるに至ったと見るの

が至当である。この辺の事情はやはりPsyche

Miniaturesとして数多く出た Basicの本の

彼の序文を仔細に読めば納得のゆくことであ

る。言いかえれば国際補助語としてのBasic

は目的としてはじめからあったのではなく，

Basicという組織の必然的結果の一つまたは

応用であると考えるべきである。

(1)についは， Ogden自身は， あまりはっ

きりした仕事はしていない。しかしその中で

自につくのは TheBasic Newsの No.4

(October-Decem ber， 1937) にあらわれた

The XYZ of Basicと題する小論文であるー

その中で彼は Basicが“aFirst Step to 

the EngHsh of Shakespeare and Shaw" 

として，どういう態度をとるべきかを述べ，

‘よThedevelopment hast() be a natural 

process， and Basic is like a tree which 

has been well planted and hぉ a good 

strong stem with branches pointing out 

in all directions. •• と書いている。そして

無批判に語いをふやして行く愚をいましめ，

Basicの語表中に関連語一一例えば knowに

対し knowledge-ーを持たない不規則変化

動詞50語をあげ， Basicから fullEnglish 

への橋わたしのーっとしてこれを学習するこ

とを提案している。

街 Ogdenの著書ではないが， Basicから

ful1 Englishへ移行する場合の指導書どじで

は， Londonの EvansBtothersから出Tこ，

From Basic to Wider Englishがある己乙

れは， 1冊50頁から60頁位のうすい本で全部

で6冊から成っている。 Dr.W. B. Mumford 

の指導で害かれたとなっているが; Author~' 

ized. by th.e Orthological Instituteとある Jず

から Ogdenの充分の助言のもとで作られた

ものであろう。この本は普通のリーダーのよ ν

うに説ものが主となり， text ，乙 Basic以外 、

の新語があらわれる度にそれを太文字で印刷

し，それらの語の意味用法を Basicで、各章の:

終りに説明してある程度は第巻の終りで大体

高校三年のリーダー位であろう。この本は‘し'で

かしBasicの基本をものにした程度を出発点

としているもので英語学習のとく初歩の指導

からBasicを利用したものではない。

くこの項続く〉 室 3 勝
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Queotion Box 
Q:EPから，ふつうの教科書にうつるのは

どうしたらいいのですか? (M.K生〉

A:ζれはれいへんむつeかしい問題で，まだ

決定的なこたえはだれからも出ていないよう

だが，わたしがこれまでl乙女子美付属中でや

ったことと，その感想をのべてみたい。

EP 1を全部やりたい，というのがわたし

の念願である。というのは， EP 1の後半で，

あのむづかしい，引力の訴し，光の屈折，さ

っ覚，など，もちろん四苦八苦だが，あそこ

のおかげで，英語をとおして知識を得るとお

とい経験が得られるし，英語に非常に多い，

動詞と名詞を兼ねた語， (work， swimなど)

の使い方を十分まなぶことができるからだc

EP 1 を全部ゃったクラスに，完了形を教え

た，乙れは， EP'll のはじめの数ベーツが役

にたった。そして，字引のひき方，初歩の文

法，ほんやくの仕方をおしえて， New Edition 

Jack & BettyのE にとびこみ，半年かかっ

て，これをおえ，またEPの Book"JIをやった

次の年には， E Pの180ページまでやって，

Jack & Betty 1l にうつったc その次の年に

は120ぺーフまででI Jack & BettyをIかち

ゃった。荒川八中の田少先生;ま50ページまで

やって，ふつうの教科亀なさったとうかがっ
，ヘ

?こが，やはり途中までじゃあ.しないよりは

よいが，効果が充分とはいえないというのが

田中先生の感じでもあり，わたしの感じでも

あったc (片桐ヨウコ}

Bookshelf 

「新教科書の批判と研究」第2部，中学校篇

日本教職員組合〈非売品，しかし￥50で組合

をとおして買うことができる。)12種類の英

，語の新教科書をとりあげ，精密な比較検討と

分析をおこなったもので，教科書をきめるま

えに，ぜひよんでおくと.べんり。

7? 
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'I'eacher's Pleasure 

1 went out of my house at five thirty 

and 1 came to Sinzyuku at six. The wind 

came to us. Four buses came to us and 

1 went into one of their buses. Then J 

and Amano' san were in one seat togeth-

er. Our bus was coming to Manazuru. 

1 sa w stores， cars， persons and trees 

through:my seat's window. Then 1 was 

taking、 my bag's things. Our bus went 

to Mana名uru，but we did not go Man-

azuru. We had ourlunchs at a store of 

Odawara and 1 got'，oO-awara's picture at 

its store. We weIlt.intoぜourbus again. 

1 did not see Mt: ~ Fuzi ， fishs and shel1s. 

Ourbus went to Sinzyuku at five. Our 

bus. .went to Sinzyuku at short time. 

Yosida~ san and 1 went to our houses. 

Yokohama is not in Tokyo. We went to 

Yokohama before we went to Odawara. 

Hiroko Enomoto 

(8t~ grade， Zyosibizyutu High School) 

---・・

News 

1月例会吉沢さんの施政方針演説。 ELEC

教科書のこと， 、中学現場への応用など，ガヤ

ガヤワイワイとすごした。

2月例会篠原佳子さんがミシガンでなら

った構造言語学の初歩をレポートした。その

あとは例によってEPのおしえ方をやった O

3月例会 「教育大紀要」第6巻 (1960年

3月)に発表された小保内氏のテストを女子

美術付属中の生従にやった結果が報告され，

This， these n:.関しては 100%正解率であっ

たことや，その他の点、でも国立付属やミッシ

ョンとくらべて，おとらないとのことであっ

た。あとは例によってEP旬のおしえ方。

4J1J総会授票らしきものにより，昨年度
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の会計報告が承認され，次の役員が信任され

た。代表宮沢美穂，事務局片桐ユズル。

プログラム委員伊木英子，升川潔，篠原佳

子，葉山永。会計井口喜美子，高木恵ミ子

(西荻のみ〉。

月例会の通知を出せとか，これなかった人

には前のことをしんせつにおしえてあげるよ

うにとか，いろんな要望で，事務局はいまの

staff-ではとてもきぱききれないと，ぼやい

ていたo

E4回公隈講演会が4周辺丘i半以義+

YWCAでひらかれた。出席者 160名o ウオ

マック博士の situationと intonationのは

なし，室勝氏の contextのはなし，吉沢さ

んのSENSITなど， 否定款とりまぜて， 聴衆

からの質問も活パツで盛会であった。

、J恒例の講習会が5月12日から 6月末までル

ーテ Jレで，ことしは毎金曜に臼をかえておこ

なわれ， *~O名一吉沢称よると，みな勉
強家ぞろいとの乙とc ひとりでも多く，実践

して， staff 1<:くわわ勺てくれることをのぞ

むや切!

特別夏期講習会が 7月25日から29日， 9: ~ 
00-12:00，大久保英会話でひらかれる。

GDMの理論と実践を，ひとりでも多くの

人に参加してもらう自的で，とくべつに発

音指導はウオマック博土が多忙なスケジュ

ールをきいて，あたってくださる。講義，

吉沢美穂。そのた Practiceteaching，授業

見学，討論などで片桐，升111，篠原さんた

ちが手つだう。

ELECも4月から 9月まで東洋英和で講習

会をひらいており，口頭発表の練習.Pattern 

Practiclとなどに informantとして外人を多

く起用した。それにしても週3晩はつらい，

と「武者修業中Jの升川さんは消耗してる。

5月例会は ELEC講習会についての升](1
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さんの中間報告と rの発音でイヲメラレ

テイル由。発音の点、でオドロカサレタ。

6月例会 26B'こ，女子美を見学。 2年生

がテレピをじっさいに教室で見て，かっばつ

な audienCeparticipationをしている。ち

ょうど番組の方も吉沢さんのスクリブトらし

かったが，いつもの授業もあのとおりの由。

1年生は，荒川18中の田中安行さんがgive

をおじえた。生従をよくつかんだ，おちつい

た標準的授業で，しいて文句をつければ，絵

でなくて実物のピンやグラスをつかえばよか

ったということ。それから meをまだやって

ない生徒には.You will give.. it to me.を

t'わせなくていいんじ，ゃないでしょうか，と

いうようなことがあった。

研究会の生みの親， ミス・チャペルが 7月

末に帰国される(iマ月10日のd，-ティーには

みんなで参加しましょう O それから写真をほ

しい人は長谷部さんまで申しこむこと。

某?ベテラン あ丘コンタクトレンズをい

れた。以前にもまして若さがあふれ，大活躍

中。わたしはだれでしょう?

大久保英会揺が大々的に GDMを採用，貴

重なエネルギーの大半をすいとられて，さら

に増クラスの要求をつきつけられたりで，た

すけてくれ!

片桐氏 第3学区の組合で教研奪部長にさ

れシワヨセは Mrs.から，さらに杉高の M

氏，おなじ学区のS嬢，西オギクラスにまで

波及乙こでもたすけてくれ!

升Jll民; 宮本綾子さんと婚約した旨，編集

部との記者会見においてかたった。乙の次の

会のとき一番幸福そうな人をさがしなさい，

それが彼女てeす。

ELEC.BuHe也E創弔汚が出たが，なかな

かすてきな編集で，われわれに金があったら

なあ，と片桐氏をざんねんがらせた。
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本教科書の特色

1. 言語学習理論に基づき教材の

選択配列に特に工夫した。

2. 英語国民が日常使用している

生きたことばを採用した。

3. 基本文型と重要単語が自然に

習得できるよう反復した。

4. 発音，アクセンート，抑援の組

織的習に配慮した。

。. 生徒の精神年齢に最も適する

ょう内容を精還した。

5. 完壁な Teachers'Guide 
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