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イス ラエ Jレの GDM

j尺 美穣

昨年の夏，イスラエルで行なわれた GDM して 2回3

Workshop ~乙出席の機会を得ましたので，ぞ 4. Captionless filmstripを使って free

れについて報告，直接GDMに関係のあるこ composition 

とだけを述べることにしました。イスラニル 5. Readingおよび workbook

の英語教育の一般的背員，その他この研究会 前回までの reviewば，場合によって.1.

について一般的なことは，大修館， “英語教 2， 4. (この場合くりかえしなしで:1回だけ)

育"の6月号に書きましたので，併せて読ん また泣 2，4，またはも 2.またば 4だけ。

でいただきた小と思います。 GDMを実施している学受では，すべて

授業実演:ま，初心者は 4頁. 1年自のクラ filmstr匂が使えるので， この手)1頃:ますべて

スは 130頁あたりから) 2年自のクラス:ま の学校で行われているようでした。レコ-.... 

215頁あたりから. ETP Book 1の頁を追っ は使われていな小ばかりか，その存在さえる

て忠実に行われました。教師の質，生徒の発 知られてhないようなので，レコードを使え

表の activeであったこと， discussionの様 ば，前述 1と3の時，生;をの発言が. 4の場

子などは“英語教育"を御参照下さい。 合の naturalspeedとちがって， まるで歌

授業の進めかたは，初心者クラス第 1日を っているようになる欠点は努決できると提案

除き他はすべて次の通うでした。 して，大そうよろこぼれましたa

New lesson : 

1. Captionless filmstripで，本の通 う

の文を教師が三い，圭徒はーせいにまねをす

る。文があまり長い時は教師が適当に短 えす

ることもある。その日のlessonを1回通して

から初めにもどし，もう 1回くりかえす。

2. Oral demonstration.すなわち研究会

で練習しているようなやりかた。乙の場合:ま

本以外の situationや単語も使う。

3. Captionless filmstrip. 1と同じ。通 1 am hereをやっていたアラブの子どもたち
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乙の手順で授業を進めると， 例えば oral

demonstrationの下手な，不なれな教師もと

にかく本の頁を追ってやって行く乙とができ

るので，まずまちがいのない方法だと思いま

した。

初歩のクラえの第主回目の授業は，ハーバ

ードから来た講師のひとり，元気のよい男の

先生によって行なわれた模範授業のような色

のでしたが，まず教師が“1am David."と

自己紹介，次に生徒にひとりずっ“lam_

の形で発表きせました。全員云えない者はひ

とりもなし。終りの方は相当な sp~ed でや

りました。次に生徒を数人前に出し，各適当

な位置に立たせて 4頁から 7頁まで，ほと

んど 1時に導入してしまいました。そのあ

と， 3と4の活動。それで次の自の 4，2の

review の時も別に混乱もなく，みなよくで

きたのは注意すべきことでした。

授業のあとの討論の時，予期じたように，

“こんなにたくさみ教えて大丈夫か"との質

問が出た時の答は次のようなものでした。

Confusion is precious. When.the stu-

dents overcome the confusion; they learn. 

There is nothing which is not difficult. 

Students must think; they must work. 

Force students to the new situation. 

Don't underestimate students' ability. 

ま，た生徒の ;Tni~take~乙ついての質問，“Isn't

it fatal to passfuistakes' at，，>this initial 

stage? "についての答“ltis more fatal 

to break up sentences. Cor:recting mis-

takes should be a， pause. not a stop. 

Don' t make students afraid of mak.ing 

mistakes_ .. 

また発音の点については freecompo-

sitionは，発音をなおす時ではないとと，ま

た発音の練習に wordや soundをisolateし

ない乙と， short sentenceでやることなどが

強調されました。

以上述べたことから，ハーバードの直接指

導のもとに，イスラエルで行われている GD

Mは，われわれがやっている方法よりは，大

ざっぱなやりかただと云うことができましょ

う。しかし，これであれだけの成果があがる

のならば，私たちのやりかたが，きめがこま

かすぎるということが，かえって生徒の能力

をおさえている結果になっていはしないでし

ょうか。生徒の質から云っても，教師の能力

から云っても，日本ではもっともっと成功す

るはずだと思います。

Workshopから 1年たった今，去年の初級

の生徒がその後どんなになっているか， Mr. 

Smithのjourn:eyのあたりをやっているのを

見たい気持がーぱいになります。

研究会メモ

9FJ 東京立正中学 1年生に高橋美智さんが

goをおしえた。

10月 東京立正中学 1年生に吉沢美穂さんが

with， together， againなどをおしえた。

11月 都立杉並高校 2年生の授業見学。升川

さんの Grammarの時間。

12月 厚生年金会祭rxマス・パーテー。

1月 日大二高英語クラブに片桐ユズノレさん

がおのいろいろなつかい方をおしえたあと，

Paris as Mrs. Y oshizawa saw itとt¥う

映画をみた。

2月 日大二中英語クラブに関美代子さんが

whichの関係謁，丸井和子さんが through，

into， out ofなどをおしえた。

3月 池袋東電サービスセンターで升J!I潔さ

んの ControledConversation. 

4月 日大二中英語クラブに渡辺房子さんが

here， thereのところ，升川潔さんが This，

That，所有格などをおしえた。

5月 日大ニ中英語クラブに箕田兵衛さんが

in， onなどをおしえた。
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Basic English 

おぼえがき (5)

室 勝

Meaning of Meaningの立場であり， また

そのもととなった Jeremy弘mthamの言語

司観です。乙こから流れ出た，言語の，特にそ

1959年7月から 4固にわたって，わたしは 川ーの意味機能についての考え方は，細部につい

rBasic Englishの背崇と歴史」という題で 句"では意見の相異があっても，共通の基盤とし

書いて来ましたが，こんどこれを続けること 〈 て，大きく言語についての現代の考え方の中

になりましたが，その間に流れた年月のた に流れていると見ていいでしょう。

め，わたしの気持も当時ほどは，気負ったと

ころがなくなり，また Basic Englishから

見た客観的状勢も以前とは少しずつ変って来

たような気がします。それで乙んどは「歴史

と背景」などと，かたくならずに，そのつ

ど， Basic ~と関する短いエッセイのようなら

のにしたいと考えています。

乙の二三年，講演会や座談会や，また個人

的な話し合いの形などで，時々 BasicEng-

lishのことをしゃべらさられましたが， その

あとで，いつも感じた乙とは， Basic English 

i乙賛成するとか，不賛成であるとかし 1うのは

根本的には BasicEnglish (と関係したことで

はないということなのです。

Basic Englishをそのまま， う呑みにする

とか，しないとか， Basic Englishの応用方

面で，いろいろ違った意見を持っとかいうこ

とで，人によって違いがあるのはあたりまえ

です。しかし，どうも Basic English は気

にくわないという人は一一こう V¥う人法，そ

ういう会のあとなどでする質問の仕方ですぐ

わかるのですが一一実は BasicEnglishその

ものが気に入らないのではなくて Basic

Englishがその立場としている，考え方その

ものに反発しているのだと患います。いや反

発しているのではなくて， Basic Englishの

もととなっている言語観がわからず，そのわ

からない自分に，自分でも気がつかないまま

に腹を立てているのかもしれません。

この言語観は言うまでもなく現代意味318の

出発点、となった OgdenとRichardsの The

3 

Basic Englishを理解するための第一歩は

まず言語の道具性をみとめることでしょうが

このところで色うつまずいてしまう人が多い

ようです。言語は思考の道具であるとか，情

報交換の道具であるとかし 1うと， もうそろそ

ろ気持ちを悪くする人が多いらしいのはおど

ろきます。 ここでもう「道具Jという語を

emotive にうけとって，言語を胃潰するちの

文学をないがしろにするものという印象をう

けるらしいです。しかし文学も言語を手段と

する作業である以上，言語がともかく伝達の

具として使われていることはたしかです。

このように言語を一種の道具として考える

ことと， うら:まちとなるもう一つの大事な考

え方法，一つの目的を達するためにはいろい

ろと変った手段がある，という一般的三考え方

との関連性です。わたしたちは，何か事をや

りとげようとすると，それがむずかしけれゴ

むずかしいぽど，さまざまな手段を講じよう

とします。 これと同じように， わたしたち

が，向かを伝達しようとすれば，さまざまな

言い:方で，それを表現します。この:ぎあい，

わだしたちは同じ「こと」を言ったのだとい

う意識がありますo と乙ろがここにこういう

反論が成り立ちます。

すなわち一つのことを言いあらわすに

は，ぬきさしのできない一つの表現があるJ

という議.治です。この考え方をふりかざし

て，いわゆる文学の「観賞法」などを教える

わけです。わたしがむかし中学生であった頃

など，国語の先生からよくとれに類した議論

. ...・臨~6>0.
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で， rどうだこの夏目激右の文は名文だろ

う。乙の中のー字一何でも変えたらすっかり

この交はだめになってしまう」などと聞かさ

れると，なるほどそうだと思い，これが，こ

とばの仕事の本質にふれることのように思っ

て感じたもの で す 。 ( つ づ く 〉

ニュース

8月 第 7回公開講演会，代々木の婦選会館

で会場を超満員の盛況であった。講師， Rich-

ard Linde， 室勝， 吉沢美穂。 授業実演，

subjunctiveのおしえ方，升川潔。

サマー・セミナーは例年のとおり 7月27日か

ら8月1日まで毎日午前中ルーテノレ英語学校

でおこなわれる。講師，吉沢美穂.Frederick 

Uleman，片桐ユズル，升川潔。

People in Livingstonのつづきの話の頃権

を獲得したので， Book 2がちかく出る予定。

いまから予約してくれると，出!坂部は計画を

たてるのにたすかります。

English Through Pictures~ Books 

1 and 2.一…￥220each 

First Workbook 01 English 
(大判)…￥ 240

(ポケット判)…￥ 170

First Steps in Reading English 

-…..￥ 170 

Teachers' H a1tdbook for English 

ThァoughPictures ............￥ 400 

Anglophone Records for English 

Through Pictures， Series 1 a12d 2 

.，.￥ 5.000 each 

チャールズ・ E・タトル商会

神田底東京都千代田区神田神保町

1-3 T E L. (291) 6867 

高島屋底東京都中央区日本橋高島屋

6階 TE L. (211) 5029 

タμ
>-司同圃嗣ー-ーι sa血祉担掴・ーー一・・・・・・4・・ーー.'.・ ・-，・・岡崎・ー

消息〈名ポなどをなおしてください〉ーーーー

Chappellさん住所の呼ぴ方が 400Avenue 

Road， Apt. 201とかわりました。

藤島和子さんの住所は，井草1-45-2がほ

んと。

後藤億良さん，新会員，小金井市貫井南町2

-343大沢方，日大二高勤務。

片桐ユズノレさん，都立杉並高校をやめて都立

工業短期大学へo

片桐ヨウコさん， 1月にお嬢さん誕生。 3月

で女子美術的属中学退職。

小林巌さん，新住所，国分寺町野中新田 658

升川潔さん，都立杉並高校全日制より定時制

にかわり，昼間は ICUの大学院でべんきょ

うするかたわら， graduate assistantとして

Freshman Englishをおしえて多忙。

升川綾子さん， 12月にお嬢さん誕生。代々木

上原中学から調布中学にうつった。

箕田兵衛さんの新しいつとめ先は大印区立蓮

沼中学。

大野浩さんは都立八丈高校から府中高校へ。

高橋美智さんば東京立正から玉川学園中学部

J¥。

上回恵弘さんの新住所，中野区域山町40関口

万。

山口初絡さんは江戸川区立小松川 3中にかわ

り，新住所は千葉県習志野市谷津町 7-8800 

山崎純子さんは藤田純子さんとなり，新住所

は，墓飾区砂原町 1-140美波荘。

吉沢美穂さんの霞話，局審かわって (429) 

59290 

相沢佳子さん。 3月に坊ちゃん誕生。都立桜

水商業高校退職，アノレバイトを求めています

新住所，港区青山南町 2，...-{4笠原方。

小林久子さん，エヲブトのアレキサンドリア

大学のサマー・セミナーに 8月から参加。

正富揮弥さん， 4月から啓光学薗高校tこつと

めている。
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