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英語教授法研究会.2学期の予定

つぎのとおりですっ 10月・ 11月の連絡は，こ

れをもってかえたいとおるいます。

10815日(月) 5:QO-7:00p.m. 新宿東

電サービスセンター!こて(新宿3丁目地下鉄

下車，伊勢丹・三越の大通り，コタニ楽器庖

メイフラワーのとなう)

Practice Teaching : 橋爪和美 (EP，111-

112，関係詞 whichの白的格など) 高山

明子 (EP，62， one， anotherなど升川綾子

ぐ一般動詞への導入〉。

Book Report: 片・稿ユズノレ (Sapir，“The 

Status of Linguistics as. a Science. ") 

現場の先生方の出やすい時間にかえてみまし

た。おまちがし 1のなきょうっ

11月17日(土)玉川学園教育研究会と合流。

9 : 00-12 : 00授業克学。 1: 00-4: 00討論

テーマー学習機械利用のための教材と個別学

期
日 一

12月......日時等未定 .....X'masParty....ー

あとで招待状をだします。
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GDM三多摩地区の会が，その第 1周のあ

つまりを10月 9日(火)5 : 00-6 : OOp. m. 

八王子高エ会議所であった。三多摩地区にお

ける GDMの実践と研究・親睦交流を目的と

して八王子6中の関根栄さん，五日市高校の

矢ケl崎庄司さんなどが中心?となって発足し

たq 連指先は八王子市上野町 lの2閣根栄。

鎌倉の GDMー毎月第1・第3木曜日，

朝刊 :00-12 : 00， 婦人子供会館へいって

とらんなさ L、。東山永さん，久保田さんなど

を中心に，活設な活動をつづけている。

~). 

升川潔さんはフルプライト計画にょうテキ

サス大学で英語教授法を研究しているo 阿波

おどりをおどった写真がワシントン・ポスト

活lこ出た由。だいぶ愛国的になったらしい。

cjo Dr. Joe W. Neal 

Director， International Office 

Univ. of Texas 

. "....Box 77I4~ '. .Uriiversity Station 

Austin. Texas 

ルス中の事務局{ま片調ユズルさんが代行す

る。手落ちがないためには，会員カードの完

婦が前提条件だが， 4月に往復ハガキの会員

力一ドを返送しなかった人には連絡がL、って

いません。しりあいの人にそのような人が~，

7こら，おしえてくださ~'0往復ハガキをなく

した人は，ふつうのハガキでいいから，名

前，住所，つとめ先，電話，などをかいて，

新宿区百人町 2-223大久保英会話内，英語

教授法研究会事務局までおくってくださ~'0 

500語ででき否英語会話という良い本が，

Basic English研究家の室勝さんによってか

かれ，評論社から出された。定価 230円，ペ

ストセラーの 12-3位をfこもっている。也ke

とか getなどの主な動詞， inとか offなど

の主な前置詞，それらの組合わせについて詳

細な説明が主な部分となっている。事責舗にと

って用例のひそかな宝庫。
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stories about Bees--E P卒業程賓の

単語でかかれた，科学的な sidereader. 好

評発売中3 中学3年から高等 1・2年むき c

iOO部うれればるとがとれ，それ以上は会の

収入となりますから，各学校でぜひ採用しで

ください。 中しこみば Tel. 391-6530. 

9550都立杉並高陀 I'r綱まで。 定例 60~号

(含送料〉

GDM講習会一一ことしは思いきって夏だ

けに集中して，i月23日(月〉から28日(土)

まで朝9時から正午までルーテル英語学校で

おこなわれた。講師は，吉沢美穂(原理)

Richard Y okom (発音)片桐ユズ)L.， 升

川潔 (Practice)で，約50人の受講者が2ク

ラスにわかれて，おしえる方も，おそわる方

ι汗だくの，へとへとであった。最後の日

法，月例の研究会をきかね，午前中は上原中

学の 1年生約10人をつかって，鈴木義雄，逮

婆富美子，増田重男，柴平雅弘のみなさんが

1週間の講習の成果をL、かした Practice

Teachingをした。午後は TeaParty で，

ふつうの会員の参加がすくなかったのばぎ人

ねんだったが，事湾局の大奮詞で， GD~Uこ

関するあらゆる疑腎点を coverし，ついに

は日本における英語教育をよくするにば英話

数師の月給を下に厚く上に薄くあげる ζ と，

などの名論がとびだし拍手をあぴた。

おわってみれば，会期がみじかすぎたとか

午前中だけではちのたりなかった，とυうI~i 

が圧倒的に多かったーーしかし講師団でなあ

れ以上は physical1y こムリです。

生トにしゃべらせて，先生はラクをする教

授法ときいてきたのに. Practiceの先生ば

汗をふきふきやって~'\る。一一ほんとはずい

ぶんたいへんなんですねーーの声に対して，

ぼくは人一衛千かきなのでと，片桐さん擢起

になって否定。

恒例の公開腸演会第5園田が6月30日〈土)
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午後，新宿厚生年金会館の会議室を満員にし

ておこなわれた。フルプライト講師として 2

年間教育大そのたでおしえ，われわれの研究

会にもつくしてくださった ThurstonW 0-

rnack博士の，おそらく日本における最後の

公開の speechをもってはじめられた。大学

入試だの文$省だのと，いろいろな英語教育

の望書を先生方はならべるが，それはおそら

く自分自身の不勉強や勇気のなさをかくす口

実としてつかわれている:ぎあいも多いよう

だ， と彼は指摘し，そう)."¥う状況のなかでG

DM研究会は少数派であるとはL、え，貴重な

存在であると t"¥った。彼は 7日5日に羽田を

たった。聴衆からアメリカでの連絡先につい

て質問があったのでここにかくと

Dr. Thurston Womack 

San Francisco State College 

1600 Holloway 

San Francisco， Califomia 

つぎに片桐ユズルさんが?意味;市からみた

教材のかんがえ方Jと題して， EE力メラや

ノークラ yチの自動車などのオートメーショ

ンや，いわゆる大衆社会といわれる時代にお

ける英語教育を，工学的立場から教材をてっ

てい的に再縄成するべきことを述べた。

橋口豊治さんは，兵庫県のヘキ地でGDM

的におしえた生徒が，学力調査ですC く1."\~.、

成績をとった話，さいとに吉沢美穂さんが要

領よく GDMの本貨をまとめ，既成の考え方

に対して問題点、を出した。主催者側の印象で

は，去年までの低姿勢をかなぐりすてて，一

斉に高姿勢でスター卜したところ，その反響

はかなり手ごたえがあったようだとのことa

千葉県東飾地区英語教育研究会が 5月25日

午後から， 柏自体高校でひらかれ， 吉沢美

穂、さんと片桐ユズルさんが招かれてGDMに

ついてはなした。授業参観は高山明子さん

と，田中丸幸子さんが高1をEPでおしえて
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みせた。高山さん志田中丸さλt， GDMの1講

習はまだうけていないが?11・桐さ人の授業を

見たり，オリニンテーションをうげただけだ

が， GDMの本・認をつかんだちのであった。

GDM研究会ーについての評価が日米教育文

化会議に出された中屋シュワンテス機告に出

ている。 i乙のグループ:まえ?鮫的少数のうえ

に外部からの援助言なく日本の英訪-教育界で

の確立した地撃をちって小なつために，この

方法を一般に普及するにき労している~-ただ

し会員のすくないことと，財政上の困難は，

語研，日本英語教育研究所などすべて乃民!PJ

の団体に共通したなやみなことがわかるつ

ー政財上の困難なしに活動で、きているーの:二

ELEC 1.ご!1o

教材研究をやりましよう。現場のポ情で，

EPがつかえなくてふ検定教科書をすみか

らすみまでぜ人ぷおしえなくてち L川、:よずコ

どこをおしえなくてl可l"¥かを.終rrx[直後に.

教科書の軍国主義のところにス:をぬったみ

たいにして消して: ，~ ~ iったら L 、かが?時間

にひとつの teachingpointとしてかんがえ

ると， 1年33週 1週 4時間として l'lO

points，しかし行事でぬけるとしてがj100 

points だけのこして， あとは消してしま っ

たらどうでし二う。
1 ~ ...白 ，~ ヲ' 句，，_ -l-.-ー'・- ・ー 、、
ニ」ぜこ J・二'-'J: 4 ，-'~;、 iふ，ぶ二二 ， ' .J V、

とう， また:まプ ・しープで研:えし， ?と表iJ:とら

おもしろt¥， 

意.鳴禽研究会一一理泌をきわめたいζ‘と;之 i

月1問の日曜日の午後，新宿区新小川町江戸

1117ノマート 28号室勝さん宅においで ぐださ

L 、。くわしくは， Tel 391-6530 ， 9;:);:)0 杉並i'~i

校，.Jl柄まで。 10月は21日。

都立杉並高校の片飼さんのツラスを砂川rtl

の吉岡裕子さ人たちが 9月22口に訪問。 lH与

問に 1patternしかおしえないことと，その

あつかい方の varietyが印象的だった山コ

~'3' 
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「 ・おとなめ引を目白にがける技術γj

早大講師

宝勝著

B6判2-18頁 230円

評論社

来京神田神保町二

寂替東京七二九四

よく働く，やさし~，ことばーーその効果を十二分に

発揮して，やさしく話し，的確に表現する新しい会話

の方法を系統だてて説明した評判のベストセラ

英語教育者としてのお年の経験 と，実務家としてた

えず外人と接触する臼常体験との両面から割りだして

得られた，従来にない英会話上違法の公開です。

基本動詞の広い意味や，それが前置詞・副詞と結び

ついてさまぎまに変化する広い使小方は，中学・高校

生の学習指導にたいへん役立つと，先生方のあいだで

る評判になっていますc

日本図書館協会・全国学校図書館協議会選定図書

GDMの教材の御用は

タトル商会ヘ

B.tginning Ame1":can Engli:>h'一... . .. .. . .. ~ .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .￥529 

Mode1・nEnglish (a self-tutor or class text for foreign students) .. ...￥520 

Reading and W01"d 5t政 ty--------------------------------------------------------------------￥610

English Tlu"ough Pictures... ............................ Book 1￥220， Book 2 ￥170 

Teache1"s Handbook for English、ThroughPictu1'es (新版)...........••• ••• ....￥400 

A Fi1'st Workbook 01 English (ポケッ ト版) …-一一-・・・・・・・・ー......................￥220

Fi1"St 5tφs in Reading English.一・・・・・……・・…・一................一一......................￥220

Anglophone Rec01"ds 1M Eng/ish Th1ωgh Pictures， 

5eries I and n …・…・・……一-………・… ￥5，000 each 

;!!ゐ製品属チャールズ・ E・タトル商会 電話 211-5029
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