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GDMセ、、、ナー50周年記念号

吉沢美穂(1911-1981)

吉沢美穂さんが GDMの第 1回TeacherTraining Seminarを1952年にしてから50年です。
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編集前記 :GDMセミナーがはじまって50周年ということで，そのころ GDMで英語をならった

ひとたちから原稿をいただきました。わたしたちはいたずらに回顧的になることはしませんが，

どのようなタネがまかれていたかをしらべ，それを feedforwardしていきたいものです。積みす

ぎたノアの箱舟のように原稿が集まってしまいましたが，これでも見切り発船をしているのです。

今回のりそこなったタネがつぎの機会には芽をだしてください。 ユスル

GDMで学ぶ高校 3年間

1 3年間の授業のカリキュラム

3年前に入学した生徒全員に 2年間つづけ

て，その内の半数の生徒には 3年間つづけて，

English through Picturesを使って GDMで授

業をすることができた。授業の名目は 1年目

はオーラルコミュニケーション 2・3年目

はライテイングだった。そのカリキュラムを

次に示す。網かけ，下線などの語の分類は

Basic Englishの語表による。ほぼ English

through Picturesのページに沿っているが，

ごく一部，前後しているところもある。

GDMわ授業では生徒はあることばを先生

新井 等

が示す場面によって視覚的イメージとして理

解する。次にそのことばが入った文をいろい

ろな場面に合わせて実際に言ってみて確認す

るo 日本語による説明はない。このカリキュ

ラムで扱うことばの一つ一つにそれにふさわ

しい場面が用意されている。ことばの数は英

語 Iや Hとくらべるとほんのひとつかみだが，

生徒が見つめ，答えを探して考え込む場面の

集積と考えると，かなり膨大なものだ。

English through Picturesでは前に習うこと

が後で習うことの理解の基礎になるようにこ

とばが配列されている o この順番で習ってい

くと，生徒はすべてのことばの正確な知識を

もっとも効率的に得られる。
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3年間のカリキュラム
1は OPERATIONS (斜体初出)

一一ーは QUALITIES

無印は THINGS

1年目 1999年4月一2000年3月(2単位) ( e )は expansion，*は複合語

月 時数 主な学習項目 EPのページ

4 L You， He， She， I!， T均"怖We Book 1 

3 ts， are;， am here， there. pages from 

This， That my， 卯 ur， her， hお hand 1 to 7 
噌略

5 These， Those a (addition of) s Book 1 

4 1.n， on 
， 

the thumb， finger pp.8-13 

right， left 'off令

6 will take， _ takin.ι took put Book 1， 

6 table， hat U胤s， were pp.14-18 

man， woman， men， women 

7 ーー- ~ glve， gave 
宅同

Book 1， to now 
2 

him， me， US， them (期末テスト) pp. 19-21 

9 water， ship， bottle， glass Zお〉 C?f and Book 1， 

5 arm， leg， foot， feet(eも) room， waU， door， floor， pp.22-27 

window， plcture shut， open 

10 go， 初mι at c~ came， from Book 1， 

6 What? Is thおーー-? Yes， N.o， . after was(e) pp.28-36 

tIme， clock， 切IIbe， number at(e)， hanc(e) 

11 thing， person， boy， girl with Where? Book 1， 

8 ω~ether， but agatn eye， other， OU1・ pp.37-41 

seeろ sees， saw， do， does， did 

12 
2 

has， have(eも) no(e) Book 1， 

nose， mouth (期末テスト) p.42(lX2) 

1 say， said page， cover， between， shelf Book 1， 

5 under， over light， *bookshel ves， ear， dog pp.42(3)-46 

〆 face(eも)， hair， short， long， part 議 bそfore

2 had， then Which? body， baby， tail Book 1， 

5 All， Some， None toe， knee， neck， chin， chest(eも)， pp.47-51 

drawer which(e) on one's feet 

3 Who? 
1 

turn， push Book 1， 

key， lock give(e) (学年末テス ト) pp.58-59 
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2年目 2000年4月一2001年3月(2単位)

月 時数 主な学習項目 EPのページ

4 into， out of 。'another through Book 1， 

3 When? get， got with(e) pp.60-71 

says(e) 

5 
6 

when(e) what(e) money， thousand， dollar Book 1， 

wind up， doum come(e)， take(e) pp. 72-76 

6 doing(e) knife， fork， spoon， plate nobody Book 1， 

6 new， old dress， plpe， clothing， store， shoe， glove， pp. 77-83 

stocking tree， branch apple 

7 coat front(eも)， side(eも)， back(eも) Book 1， 
1 

arm(e) tray (期末テスト) pp.84-90 

9 make， from(e) milk potato， soup， cow， animal， Book 1 

5 cup go(e) skin with(e) fork(e) pp.91-94 

plant， root， stem， leaves， pot， flame， steam， make(e) 

10 give(e)， boiling， heat， ice， solid， liquid， warm， cold， earth 

6 alf， plane， breath *icebox， keep， egg Book 1， 

take(e) lnstrument， measure， verツ， yard， fo.r pp.95-97 

11 wall(e)， floor(e) keep(e) I inch， foot(e) Book 1， 

6 thick， thin， line drink good， bad， have(e) pp.98-102 

担皿ヱ meat， bread butter， cheese， orange 

12 bit， tooth， teeth I hard， soft， crush Book 1 
2 

salt high， low building (期末テスト) pp.103-104 

1 竺dヱ the same， different sort Book 1， 
5 

son， daughter， father mother， brother， slster， family pp. 105-109 

2 have(e) thick(e)， clear(eも} mountaln Book 1， 

6 who， which(obj.) bone p. 110-

わ1 bedroom Book II， p. 2 

3 going to(e) by(e) 
1 

traln， Journey Book II 

long(e) (学年末テスト) p.3 
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3年目 2001年4月一2002年1月(3単位)

主な学習項目 EPのページ

Book 11， 

pp.4-11 

shirt， trousers， hole，・shoebag， cloth 

5 
clean， dirty basin， soap， wash wet， dry 

brush，・toothpaste， comb， pin，・hairpin

like 

5 

8 

taxi， station， in front of， get(e) 

主主旦旦孟 engine， bell， rail， ・railroad

ticket， office at(e) 

give(e) much， little 

shake， let， please 

。。
唱

i

H
U

っ“''i 

'K 

P
 

O
 

P
 

O
 

B
 

How? day， friend 

word， letter( eも)， writing 

send， post， stamp， town， street， 主豆旦昆，

paper， !eady(e)， short 色丘公 in(e) where(空~-}

card， harbor， ・postcard under(e) put(e) 

.letter box morning reading， education， part(e)， 

school， teaching， learning， at(e) 

6 back(e)， story， newspaper， take(e) 

send(e) love step great 

round earth(e)， moon， sun， sky， cloud 

a look， work， I Book 11， 

(中間テスト)I pp.19-30 

10 
in(e) night star eveη1 

戸'sterda)も ωmorrouゐ north， south， e，ωι west 

hour， make(e) a line 

numbers from thirteen to a million 

direction 

.something 

7 
2 

O pposlte floor(e) Book 11 

(期末テスト)I pp.31-32 

9 。ωughput(e) roof How?(e) wood Book 11， 

pp.33-39 主単豆 ---er(degree) cut， angle， 旦位単位

8 I some(e) . giYe(e) blade through(e) 

pencil keep(e)， on(e)， off(e) 

straight， bent attempt better(degree) 

10 I 9 I nail， hammer 笠旦旦孟

h盟主主旦 support middle， end 

Book 11， 

pp.40-43 

家作り実習 (中間テスト)
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11 collar Book rr， 

pp.44-61 arm(e)， button， ・button-hole

needle， thread end(e)， eye(e) time(e) 

narrow(eも)， wide(e) 

round(e) in(e) year， month， week 

10 
January -一一， Sunday---

winter， summer， spring， fall 

snow come up/out(e) 

time(e)， betw~en(e) q uarter， half 

distance mile measure(e) walk 

、.
Fe
 

r・‘、
h
u
 

ゐ
EL'

'i

va 

…ω幽

m

'切

gぇ~(~) longer， than 

slow， guick old(e)， young stick 

high(e)， long(e)， wide(e) ー--est(degree) 

12 I I glass(e) as 盟些l Book rr， 
2 

(期末テスト) p.62 

1 I may faT・ transport automobile， carnage Book rr'， 

take(e) place near pp. 63-67(2) 

map， nver， island 
4 

government town(e)， clty aoout 

mouth(e)， sea， land 

more( degree) (学年末テスト)

2 GDM と English through Pic-

turesに対する生徒の意識

3年目の終わりに 2クラス 73人の生徒に

次のようなアンケートをとった。スケールの

+2から -2のどこかにOをつけてもらい，

各項目のポイントを合計した。+に傾くほど

そう思う気持ちが強く ーに傾くほど弱い。

もて
、
っ

と

思

思う どちらともあまり 思わない

言えない 思わない

+2 O 唱

i ワ
u+1 

授業のイメージ調査

3年間の授業を振り返って，自分の気

持ちに近いところにOをつけてください。

(先生の様子と授業の全体的印象)

1 先生はこわい +19 

2 先生は親切だ +77 

3 楽しそうに授業 している

4 きちんと言えると必ずほ

めてくれる

5 一人でかつてにやってい

る

+55 

+101 

Q
d
 

「

D
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し

だ

だ

と

業

業

う

授

授

よ

た

な

し

い

か

に

着

や

役

ち

な

主

落

は

を

で

で

徒

る

か

発

生

い

静

活

て

6

7

8

 

(授業中の生徒の様子)

9 授業を受けるのがつらい

こと治宝よくあった

10 頭がいい人だけが活躍し

た

11 全員が授業に参加してい

た

12 みんなで一体になって勉

5虫している

13 他の人の言ってることも

よく聞いていた

14 一人一人の発言がだいじ

にされている

15 授業を受けていないとお

いていかれる

16 コミュニケーションして

るって感じがする

(何を習ったと感じているか)

17 3年間ですごくたくさん

のことを習った

18 簡単そうで奥が深い

19 短い単語の区別がわかる

ようになった

20 一つの単語にいろんな意

味があるのがわかった

21 一つの質問にはいろいろ

な答えがある

22 自分の身体の回りのほん

とうのことを言えるように

なった

23 普通の英語とはちがう英

語のような気がする

24 これから役に立つかもし

れないと思う

+115 

+121 

+83 

+103 

+58 

+89 

-8 

Q
d
 

-68 

+95 

+79 

+83 

+74 

+88 

+88 

+92 

+94 

+92 

+86 

(個々の授業の構造と 3年間の構成)

25 いつも同じような授業の

流れだ

26 いろいろな感覚を使って

授業している

27 自分で考えて言って理解

する授業だ

28 ほんの少しずつつみあげ

ていく授業だ

29 3年間の授業が一つのま

とまりになっている

30 ちゃんと授業を受けてい

ればだれでもわかる

+79 

+89 

+89 

+95 

+79 

+93 

(英語に対する意識の変化)

31 前よりも英語が好きにな

った

32 前よりも英語がこわくな

くなった

33 英語の勉強に自信が出て

きた

34 まちがえるのがあまりこ

わくなくなった

+60 

-7 

+40 

+43 

全体として生徒は GDMとEnglishthrough 

Picturesにたいへん好意的だ。ただ，英語に

対する意識だけは期待したほどは変わらなか

った。まとめて言うと，生徒は

(1) 短くて簡単そうなことばのいろいろな使

い方をたくさん覚えた

(2) いつも同じような授業がいろいろな感覚

を使って行なわれ 新しいことを少しずつ

覚えた

(3) 静かな授業だが，みんなで一体になって

コミュニケーションした

(4) 英語は前よりも好きになったが，積極的

に学習をつづけようという気持ちにはなり

きれない

と感じている。

3年前の最初の授業で，はずかしそうに 1，
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Youのやりとりをしたとき，生徒全員が変

な先生，変な授業だと思ったにちがいない。

1年生の 1学期はあの授業がいちばんいやだ

った(何か言わないと先生が承知しないの

で)ともらす生徒もいる。高校生になって何

でこんな簡単なことをするんだという顔をし

ている生徒もたくさんいた。その生徒たちの

気持ちが3年間でなぜこのように変わるのだ

ろうか。アンケートに現れた上の 4つの気持

ちが生じる理由を順番に考えていきたい。

3 GDMの授業と Englishthrough 

Picturesはなぜ生徒に受け入れられ

るか

(1) 短いことばのいろいろな使い方がわかる

3年間の授業に出てきたことばを生徒は入

学前にすでにほとんど見たことがある。対応

する和訳をおぼえているものも多い。それな

のになぜ「すごくたくさんのことを習った」

図 1

「簡単そうで、奥が深い」と感じるのだろうか。

短くて簡単そうなことばの代表として基礎

動作語と方位語をとりあげてみる o 3年前に

入学したときに生徒の基礎動作語と方位語の

知識をテストしてみた。数字は 2クラス 78 

人中の正解者でつづりのまちがいは気にして

いない。右に代表的な誤答をあげた。

一 8-

の

絵[図 1]に合うように( )の中

に適当な単語を書いてください。

1 The clock is ( on ) the wall. (65) 

ム of，in， at 

2 The seat is (under) the clock. 

(58) ム up，over， on 

3 The light is ( over ) the table. (18) 

ム on，up， under 

4 The ball is ( in ) the box. (73) 

ム on

5 The girl is ( at ) the table. (0) 

ム near，by， sitting 

6 The woman (has/took) her bag ( 

in ) her hand. (20) 

ム lS

ム on，with 

7 She ( took ) her bag ( off/from ) the 

table. (0) 

ム was，had 

ム was，in， on， of 

8 The boy is (pu tting) the picture 

on the wall. (3) 

ム set，up， take 

9 The dog is (comingl going) into 

the room (through) the door. 

(0) ム at，open 



ム in，open， from， 

on，of 

正答率が高いのは，彼らが覚えている日本

語の訳がたまたま絵の場面に一致しているも

のだけだ。at，put， through， tookなどは

見たことがあるが，学んではいない。また誤

答を見ると，同じ訳語を与えられている意味

的に隣接した語を混同しているのがわかる。

普通の中学生は基礎動作語と方位語を字面で

は知っているがほんとうには習っていない。

GDMで教えて 2年目の 1学期の終わりに

同じテストをしたら，正答率はほぼ100%に

なった。 このように短期間に進歩するのは

Englおhthrough Picturesではこれらのことば

が (カリキュラムでは網かけになっている)

Book 1の70ページくらいまでに集中的に登

場し， しかもどのことばもその一番具体的な

使い方から習うようになっているからだ。

たとえば普通の教科書では時間を表わす表

現として登場する atと take(笠 8: 30， It 

旦恒三 fifteenminutesJ は Englishthrough 

Picturesでは Heis笠 thedoor. (Bk 1， p. 

29)， He is旦恒旦孟 hishat off the table. (Bk 

1， p. 14) というはっきり目に見える視覚

的にイメ ージしやすい使い方が最初に出てく

る。

そしてページを追うにつれて，具体的な使

い方を土台にして少しずつ無理なく比験的な

目に見えにくい抽象的な使い方(カリキュラ

ムでは (eがついている)を学んで、いく 。

• He is at the door. (1， 29) → One 

hand is at one. (1， 35) → The train 

will go豆 8 30. (II， 12) → These 

boys and girls are笠 school.(II， 18)→ 

Mrs. Smith is taking a look坐 Torn's

work. (II， 19) → The ball was at rest. 

( II， 88) 
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• He is旦恒旦孟 hishat off the table. (1， 

14) → The wind包生 rnyhat off. (1， 

75) → John is旦民些 theseats to the 

table. (1， 78) → Now they are旦註旦E

their soup. (1， 79) → We旦kein air 

through our mouths and through our 

noses. (1， 95)→ Mrs. Srnith is旦民旦g

a look at Tom's work. (II， 19)→ Auto-

mobiles， trains， and ships旦主主 usfrorn 

one place to another. (II， 63) 

GDMの授業では先生も生徒も 3年間，同

じようなことばを発しているが，生徒は同じ

ことをくりかえしているとは思わない。こと

ばの意味ががルートセンスから少しずつ発展

していくのを体験するので，先へ進むほど一

つのことばの重みと幅を感じるようになる O

GDMで勉強する前はどうしてそこにあるの

かわからなかったことばの存在理由が次々に

わかるから iすごくたくさんのことを習っ

たJ i簡単そうで、奥が深い」という気持ちに

なるのだ。

(2) 新しいことを少しずついろいろな感覚を

使って覚えられる

GDMの授業はいつも次のように進む。

① いままでの復習を(その時間の勉強に

必要なことを中心に)する o

② 新しいことをライブで練習する。

③ ライブで練習したことを絵で確認する O

④ 文字カードと本を読む。

⑤ 練習したことをワークシートに書いて

みる。

たとえば 1年目の 8時間目にした take

の授業の②の部分は次のように始まった。

先生の発言のうち willtake， tookだけが

新しいことで， 1， rny， bag， on， off， the， 

tableはすでに習っている O しかも①のとこ



図 2

ろでその復習をしている o 先生の動きを見て

いれば willtake， tookの意味は何となくわ

かる o その後，生徒は壁や窓にはつである写

真やポスターをはがしたり，自分のバッグを

いすから取ったりしながら自ら willtake， 

taking， tookを含む文を言って，自分が

takeということばについて先生と同じイメ

ージをもっているかどうか確認する O さらに，

自分や他の人がしたことを次のような絵でふ

りかえり，文字カードと本を読んで、字で書い

てみる O つまり，ライブの練習では何となく

とりとめのなかった takeを絵と文で固定す

るO

このように目，耳，口，腕の筋肉のすべて

カ宝 takeということばのイメージをイ乍るため

に使われる o GDMの授業では新しいことを

聞きっぱなし，言いっぱなしということはな

いし，文字の説明から入るということもない。

1時間に一つだけ，しかもそれを聞く，言う，

読む，書くという 4つの活動を通して習うか

ら r新しいことを少しずついろいろな感覚

を使って覚えられる」と感じるのだ。

takeの授業から 2年半たった 3年目の11

月の第 1週のある授業で生徒は次のような絵

を見て Sheis taking the end of the thread 

in her fingers.という文を考えながら何とか

言いきった。 Sheもendもofもlnもherも

takeと同じようにいろいろな感覚を使って

学習して記憶に定着しているから，自分の力

でこういう長い文を作ることができる。長い

文の後ろに過去のいくつもの授業がすけて見

えると言ってもいい。生徒はこういう文を言

うときに r3年間の授業が一つのまとまりに

なっている」と感じる。

He will take his hat 
o仔thetable. 

He is taking lt 0符the
table. 

He took it 0仔thetable. 

English through Pictures， Book 1， p. 14より

図 3
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English through Pictures， Book n， p. 49より

図 4

(3) コミュニケーションしている実感が味わ

える

GDMの授業は先生がライブや絵で差し出

す視覚的イメージをことばにしていくのが中

心だ。 ペアワークは少ないし，ロールプレー

などは全 くない。生徒のひとりごとの固まり

とも言える。発言は聞き取りにくくて遅いし，

先生も無表情だ、。 アンケートに見るとお り，

「静かで、不活発な」授業だ。 ところが，生徒

は 「みんなで一体にな って勉強している」

「コミュニケーションしている」と感じてい

る。なぜだろうか。

まず， 授業中の先生 と生徒の関係について

考えてみよう 。先生はクリアーな場面を作っ

て， 一つのことばについて生徒が自分と同じ

イメージをいだくよう にさまざまな努力する。

例えば(2)で触れた takeの導入のときにはテ

ーブルから取ったり 壁からはがしたりする

ものは一番後ろの生徒にもはっきり見える大

きなものだし，先生が立つ位置も生徒から見

てテーブルの左側で，英語の語順とシンクロ

するようになっている。また，生徒が予想と

ちがうことを言っても すぐに否定した り発

言を止めた りしない。そういう発言を受けと

めて，生徒の意識のありかたを推し測って，

その後の作戦を立てる。教え込もうとするの

ではなくて，生徒の意識の流れにのって目標

にたどりつこうとする。

先生は一度言って聞かせた後はもう答えを

言ってくれないので，生徒は先生が次々に示

す場面を見て答えを推理しないといけない。

生徒は先生の動作や指し示 しているものをよ

く観察する。先生がどの部分を強調して言っ

ているかもだいじだ。推理が当たると先生が

「必ずほめてくれる」ので，次の練習に取り

組もうという気持ちになる。場面を通して先

生と生徒はおたがいの気持ちに歩み寄ろうと

努力し，対等の人間として向き合っている。

GDMの授業では生徒と生徒の気持ちも結

ばれる o 授業中，同じ瞬間でも自分と他の生

徒がめいめいの立場で違うことを言うからだ。

再び takeを例にとってみよう 。他の生徒が

1 will take my bag off the seat.と言ってい

すからバッグを取ろうとすると，見ている自

分は He/She is taking his/her bag off the 

seat.と 言わないといけない。 自分が壁のポ

スターを 1am taking the poster off the 

wall.と言いながらはがしていると He/She

is taking the poster off the wall.と他の生徒

が後ろで、言っているのが聞こえる O それぞれ

の立場が takeという 1点で重なり， takeの

意味が強烈に浮かび上がる O 他の生徒の発言

も自分にとってたいへん重要なのだ。

大人数のクラスの中には自分が名前も知ら

ない生徒もいる o しかし，生徒はその名前も

知らない生徒たちがめいめいの立場で答えを

さがして考えこんでいるのを感じる。その人

の発言で自分の理解が深まるのを感じる。自

分と他の生徒と先生が支え合って，新しいこ

とばに同じイメージを持つようになるから，

「みんなで一体になって勉強している J rコ

ミュニケーションしてる」と感じるのだ。

ところで， GDMの授業の中心になってい

る「ひとりごと 」には有利な点がある。対話

とちがって相手の表情や声の調子に気を取ら

れないということだ。また対話を取り入れた

授業のときのように，何かになったつもりに

なる必要もない。元気にたのしそうに発言す

るのを要求されたりもしない。安心して自分

のペースでぽつぽつと見たとおりにほんとう

のことを言えばいいのでことば自体に集中で

きるのだ。

私たちの生活を振り返っても，人と対話を
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しているときはわずかで，ほとんどの時間は

一人でことばを使って 自分と対話して仕事

したり休養したりしている O ひとりごとは一

見コミュニケーションっぽくないが，本来の

ことばの使い方により近いと言える o 道具と

してことばを使いこなすことを教えるには，

ひとりごとの方が対話形式よりもよい手段だ。

(4) おそれは消えないが英語は好きになる

多くの生徒が相変わらず「英語はこわい」

「自信が持てない」と答えているが，前より

も英語が好きになってはいる。自分たちが 3

年間，着実に進歩したとはっきり感じられる

からだ。実際，生徒たちは彼らが思っている

以上に進歩している o

3年目の最後に数種類のやや複雑な絵を見

せて生徒に自由作文をさせた。時間は約 90 

分，字のつづりについて質問があれば教えた。

次に一例を示す。作者は成績中位の下という

感じの女子だ。もとになった絵も示す。

ふ山
V

図 5
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語順のまちがい，ぬけている語，単語の選

ぴまちがいがめだつが，全体としてたいへん

クリアーな文章だ。カリキュラムに入っていな

いのは weather，like， cuteくらいで，あと

はすべて 3年間で習ったことばで書いてある。

一つ一つのことばを何年目の何月に習ったか

を確認していくと，この生徒の意識の中に過

去の授業が堆積しているのがわかる O 絵の視

覚的イメージをことばにしているだけではな

cl otld〆・

い。Thesun will go down at 7 : 00 p.m. be-

cause yesterday the sun went down at 7 : 01 

p.m.というように自分のことばでイメージ

をイ乍り出そうともしている。 また long/

short， thin/ thickというように対立するこ

とばをうまくイ吏っている。カリキュラムに見

る通り， GDMの授業では対立することばを

必ず同時にコントラストさせて教えるからだ。

成績上位の生徒の作文もその一部を示す。

111e VY¥o-V1側J""OrnliH) c¥ V)d 弘ÞY 小，~ë計 αγεìVl -rhe 

VO酬寸~1'ey (J..'re九州¥y.1Vl~、s vn州以 ~lj 'JlA(Y， J"u..ly u..Vld Ju'fJe 

州d ハV\~叫斗向().~e j(A刊刊er.164げ Jヲ (OV1冴什十h~n Ye針er

ふγ. ぐ{j\~\Vh e1f仰い久 t1u.C\十er n千仏 νwド早川erfs-

品よいaγ刷所そ oヂ十し γムγ パiγJ!?cJl Jラ Ou十 oヂJle

γ00刊'¥4 ve'r'Y Wu¥'(YY1伽dc-(e仏γ バIV--co竹d('-f;Q仰ド

トeepラ theG¥¥γ coo ( iltl thtド00州、V¥r.V1ddlAl祉 V-Vlder十↓)e01¥/ 

CO的d~k~eγ.1 穴色 t~p SlJ.Vl tAnd ぐ lo~d づ Oo-Vl4 treeラ /AVld ラ~y
仏陀{V¥1ω明十ム vlS'. Th e SCAV1 is γO¥AV1d. c Idv.dc o-re :v> T~ε 5~y. 
The 5lA'仙のoeS4owv) tVJ thε We針 We'1~ ()"寸い oppo .，;fe 0千

らけ‘ MO\}'{)t O-~VlS (J..'(e i片品'OW>十い附m.1he十eO¥re (eo.. ve5 '0内

山εifぞes.()川竹沢 is-h~k 1he川ぞヤオドモeS()..γe(ovV.刊erでみ

れoice. or 5竹ovV.ih e (t¥( tV1J erよ 0約十neWo.{ 1， The叫yJF

9O~Yl~ G¥-heヤthe[αt. .The b~by is no+ a5 q川~α5 Ca.千.

- 14-



寸hebo.-by t!;'ゾe'fJ y~v\明 The bo.~ y is (;¥!/)d er-th e t斗/e
Thぞい，0-.¥1) α叫¥rvUW¥o..lfl o..V¥d いしかれdcけ私tetY1 (AiャthャOV¥ηh

The~ヤ州O仏t~S AV1d VlOcCeC. ihe bO¥.by l) On ~ì'5 いvJsαJ
Kvlぞeq.The co-十 hu¥5 ~-0 l;¥'y". I e qt;. Bo.Ty hα5 .tvJD leqs，トks
h町ラいI~y Te Jiyty，甘lec仏十例O¥kesi↓le ba-bγhCA. PPY. lh e 

~J QV\附~-U1fVl-e

正確さでは大きな違いがあるが，上位の生

徒も中位の生徒も身に付けた文型・語葉は基

本的に同じだ。「頭がいい人だけが活躍した」

のではない授業が積み重ねられたからだ。

3年目の10月には全クラスで 5， 6人の班

を6つ作って家作りの実習をした。ちょうど

Book IIでトムが家を作るところ (30-43ペ

ージ)を読んだ、後だった。生徒たちはケーキ

の箱をもとにしてナイフ，はさみ，定規，え

んぴつを持って 4時間 トムと同じように家

作りに取り組んだ。箱が紙なのでくぎは使え

ないが，そのかわり色と内装に力を入れた。

この実習の目的は生徒が自分の進歩に気づ

くことだった。生徒は自分がしていることを

そのまま英語で言いながら(巡回している先

生にうながされてではあるが)作業をした。

生徒は主にこんなことを言った。 もちろんこ

のように正確に言ったわけではない。

makeをイ吏ったもの

• 1旦呈坐 theroof. 1 am旦生旦孟 theroof 

brown with a pen. 

• 1 am旦生旦孟 acut in the paper with scis-

sors. 

• She is旦生旦孟 aline on the paper with a 

measure and a penciL 

• 1 will旦生豆 thebit of paper shorter with 

sClssors. 

- 15-
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putをイ吏ったもの

• 1 made a bed and Q旦!it by the wall. 

• She is Q旦tti盟 thebits of paper together 

with a stapler. 

• He is Q旦tti旦g the bits of paper on the 

wall. They are different in color. 

• 1 Q旦!three steps under the door. 

• The roof is not strong. 1 will Q旦tanother 

support in the middle. 

hasをイ吏ったもの

• 1 made the table. It h主主 threelegs 

• This is a chest of drawers. The chest has 

four drawers. 

go， comeをイ吏ったもの

• This is a bath. This is water. The water 

lS g旦旦孟 intothe bath. 

• This is a swimming pool. This man is 

&2.!.旦皇 throughthe water. 

• The blade of the knife is g.9i旦gthrough 

the paper. 

seeをイ吏ったもの

1 see a table and seats through the win-

dow. The window is clear. 

• This is a television. 1 see a person on 

TV. 

その他の基礎語を使ったもの

• This is a fence. This is one end of the 

fence. This is the other end. 

• 1 am making stones from the paper. N ow 

1 am crushing the paper. 

• This table is in the middle of the room. 

• The light is Qヱ豆rthe table. The table is 

旦坐!the light. 

・Thisis a tree. These are the branches. 

These are its roots. 

• This is a ~旦2・ 1t is in the pot. This is 

earth. 

・1made the car. This is the back of the 

car. This is one side. This is the other side. 

1 put two lights and a number plate on the 

front. 

ここで生徒たちは自ら場面を作りながら，

発言している O 紙やテープやはさみを持って

自分がしていることをことこまかに英語にし

ている O 先生が示す場面のように誤解してし

まうことはありえない。ことばと自分の行動

が完全に一致している。

さて Englishthrough Pictures は Booknの

55ページ以降，変化・原因・結果・重力・宇

宙などの抽象的な世界に入っていくが，そう

いうことについても簡単な動作や方向を表わ

すことばの知識が理解の基礎になる O 例えば

Book nの80ページに Theattraction be-

tween the two bodies makes the apple come 

down. (ニュートンのりんご)という attrac-

tionを説明する文がある o 引力のようなたい

へん抽象的なことも make，come， between， 

downのようなことばで目に見えるように説

明できる。

2年半の学習の後，家作りで具体的なはっ

きり目に見える生活空間のあり方をしっかり

おさらいした生徒たちは，外の世界へ踏み出

していく足場を固めたと言える O

3年たった今，思い返せば，家作りのよう

な自己確認の場を節目，節目にもっと取り入

れれば，生徒の英語に対する恐れはさらに小

さくなったかもしれない。私はいまその方法

を探している。 (埼玉県立志木高校教諭)
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LEXICOLOGY (語象論)と BASICENGLISH 
〈語→意味〉から〈意味→語〉へ

本稿は英語語棄を概念項目別にカテゴリー

化して提示した Roget，P .M. (1852)の優れ

た業績に注目するとともに， 850語を基本と

して有機的に機能する 一言語体系 BASIC

ENGLISHが英語語葉 (義)論 (LEXICOL-

OGY) の極致としてあろうことを示唆的に

説くものである O そもそも概念論 (CON-

CEPTUALISM) に関するこの種の形而上

学的 (METAPHYSICAL)なテーマは古代

ギリシャ時代からすでに哲学者による議論の

的であったことからしても真に論旨を展開す

るにはなお数万字を必要とするが，ここでは

紙面の制約上からもそのほんのサワリの部分

のみとなることを断わっておきたい。

言語は抽象的虚構物 (ARTIFACT)であ

り，そういう意味では抽象的な事柄を表現す

るのに都合のよいようにできていると言えよ

うo 聖書に Fromthe first he was the Word， 

and the Word was in relation with God and 

was God. This W ord was from the first in 

relation with God. All things came into ex-

istence through him， and without him no-

thing was. (John 1-3) [God は BASIC

ENGLISHにおける versewordJ と記述さ

れているが i初めにコトパあり，コトパは神

であり，コトパ・神から万物が存在するよう

になった」というのである o こういう神学と

の絡みからすればここでは 5- 4世紀 B.C.

のギリシャの哲人・プラトン (Plato)風の

イデアE命 (Plato'stheory of Ideas) にj主目

したい。プラトン風のイデア論は概念を上位

概念(抽象レベル)から下位概念(具体レベ

ル)へとカテゴリー化したのであり，これは

弟子のアリストテレス (Aristotle) による具

体から抽象へという見方とは正反対であるが

重要な点である O プラトンのイデアE命では，

後藤 寛

たとえば紙の上に描かれる現実の円や三角形

はすべて不完全なものであるがそれにより幾

何学的な完全な円な三角形をわれわれは心の

中にイメージ化するというわけである i円

は円である j，i三角形は三角形である」とい

うような同語反復文による言い方にこそ真な

るイデアが存在するとみるのである[そうい

う点ではわれわれの関心事である MEANING

(意味)とは MEANINGMEANS MEAN-

ING. i意味は意味を意味する」というのが

最も本質に近づけた言い方にもなろう]0 抽

象から具体への概念類別はプラトンよりさら

に先がけ数 (numbers) を万物の根本原理と

したピュタゴラス (Pythagoras) 風には

i 1 j から i2 J への見方ということであり，

数の i1 J から i2 j (多)への分離と統合

の過程と同一の考え方になる O この 1→ 2と

考えるのが合理的か，それとも 2→ 1と考え

るほうがより理にかなった物の見方かの問題

こそ物の「分かれJ (grouping) に関する西

洋哲学思想上の一つの論点として歴史上の流

れを作ってきたと言えるが いわゆる二分法

(DICHOTOMY)は次の図に示すように 1

→ 2への分割であり上から下 (top-down)

への見方・考え方である。

;真なる存在

類 類

/へ¥/へ¥
種種種種

^ ̂  ̂  ̂  
こういう観点から，たとえば魚 (fish) と

いう概念語の類別 (CATEGORY) を考え

るにはさらにおよそ次の図に示すようなもの

になろう O
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創造主 (theHighest Being) 

(抽象) 物 (things)

--・--------¥生物 無生物
Oiving things) (unliving things) 

動物 (animals) 植物 (plants)

-，一一一一一脊椎動物 無脊椎動物
(animals五百hbones)(animals without bones) 

魚 (fish)

r一一一一一一一(具体)フナ (BREAM) コイ (CARP)

ここで注目すべきはわれわれがある概念を

認識するその仕方・順序である o 魚、 (fish)

の場合であればフナ (BREAM) やコイ

(CARP) を認識してから魚を知るのでは

なく i魚 (fish)Jを知ってフナやコイと分

かる(分ける)ことである[この「分かるこ

と」と「分けること」に関しては認識論と分

類学上の立場からli"i分ける」こと「わかる」

こと~ (坂本賢三・著)が参考となる]。換言

すればフナやコイを知る以前にわれわれは

「魚 (fish)J という類 (group) を知るとい

うことであり，これがこの場合の(生物)分類

学 (TAXONOMY)上の考え方でもあろう O

上に示した図は BREAM(フナ)， CARP 

(コイ)に比べ fish(魚)のほうが抽象度が

高いことを意味するものであるが animal

(動物)や plant (植物)は thing (物)の

なかでもその抽象度はかなり高いものである

ことが納得できょう O ここで一つ注目される

べき点として BASICENGLISHの語糞表

(word list) で C.K.Ogdenは Things (名

称、語)の600語を 400Generalと200Pictured 

の二種類に分類 (grouping) したわけであ

るが animal，plantはいずれも前者の 4ω

Generalの中の語としやはり抽象物と見てい

るのである O

概念別に語棄をカテゴリー化すること，ま

たそのようにカテゴリー化された (grouped

by ideas)語棄を考える上で重要な点がある O

われわれは英語という言語の研究で辞書

(DICTIONARY) を用いるが，この辞書も

アルファベット順に語棄を類別・配列したも

のである。これは語から意味を求める，すな

わち〈語→意味〉の分類であり語を知って意

味を定義・説明するという仕組みになってい

るのである o しかしこういう，いわゆる「苦手

書」は英語というコトノてをより能動的に使う

目的のためという観点からは実用性をしばし

ば欠くのである。われわれが英語を書いたり

話したりする際により現実的に関わる問題は

「こういうことが言いたいのであるが，その

ためにはどういう語・表現形式を用いればよ

いか」なのである o <語→意味〉ではなく逆

の〈意味→語〉という流れ，すなわち言いた

いことの抽象的な意味 (sense) がわかって

いてそれを表現する具体的な語(words) を

求めるというのが英語を運用する場合にわれ

われがより現実的・直接的に直面する思考上

の働きでもある。〈語→意味〉を求める DIC-

TIONARYではなく「こういうことが言い

たいときにはどういう語葉目録があるか」と

いう〈意味→語〉へという基準で語棄を分

類 ・配列できないかであるが， 実はそのよう

に英語を能動的に使う目的で用意されている

ものがあるのである。そういうものカ{DIC-

TIONARY (テ2イクショナリー)に対・して

THESAURUS [シソーラス(類義語辞典)J
なのである O

概念項目別に英語という言語の語棄を網羅

的に提示し THESAURUSとして最初に編

んだのは英国・エデインパラ大学 (Univer-

sity of Edinburgh) の PeterMark Roget 

(1779-1869 )である。彼は Thesaurusof 

English Words and Phrases (1852) を著わし

たがこれは優れた業績である o Rogetのこの

シソーラスは当時の西洋哲学思想から，また

彼が医師であったことから生物分類学

(TAXONOMY) 的研究上の副産物として

生まれたものと考えられるがどうだろう 。

Rogetがこれを世に出した1852年という年代

からすればベーコン (Bacon) に始まった17
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世紀以来の帰納的なイギリス経験論哲学

(EMPIRICISM) と一方でフランス中心に

デカルト (Drscartes) に始まった大陸の演

鐸的な合理論哲学 (RATIONALISM) を統

合し， 18-19世紀前半にかけてカント (Kant)

に始まりヘーゲル (Hegel)などによるドイ

ツ観念論哲学思想(IDEALISM)が西欧社

会の背景にあったわけである。この Roget

の THESAURUS (コトパの宝庫)は版を

いくつも重ね子孫にも引き継がれた文字通り

Roget家の宝・遺産となったことで知られて

いるが，その国際版(第 6版)の Roget'sIn-

ternational Thesaurus (2001) が最新版であ

るo これは膨大な英語語嚢330，000語以上を

15の類 (CLASS1-CLASS 15)ですべてく

くり，さらにそれを意味によりわずか1，075

の種 (CATEGORIES) に分類・体系化し

たものでその索引が厚手の本の1/3強を占め

る英語語棄の，いわば総合カタログであり今

日のコンピュータ一時代における英語語集の

概念別・意味別検索には欠かせないものと言

えよう o Rogetの この THESAURUSは

「英語で言いたいこと」の概念項目別全リス

トであるということになる O その初版(1852)

の正式な標題は Thesaurusof English Words 

and Phrases， Classified and. Arranged so as ω 

Facilitate the Expression of Ideas and Assist in 

Literary Compositionであったと上記，国際

版の前書きにも示されているが， 19世紀以来

多くの英米の作家などもこの Regetの THE-

SOURUSを参考にして語棄を使い分け英語

で著作物を書いてきたであろう。

C.K.OgdenもBASICENGLISHを構想

する上でこの P.M.Rogetの THESAURUS

を参考にしなかったはずはないと考えるが，

筆者が Ogdenの言語学論集 C.K.Ogden and 

Linguおtics(1994)全 5巻および Psyche復刻

版(1995)全18巻をこれまで調べてきた限り

では不思議と Rogetについて言及されてい

る箇所はまだ見あたらない(ただし，この点

に関した国弘正雄氏が意味論研究のオグデ

ン・リチャーズも Rogetについて言及して

いる旨をその著『英語の話しかた』でほんの

一言だけ短くではあるが触れているので今後

さらにその箇所を追ってみるつもりである)。

いずれにせよ Rogetの THESAURUSと

BASIC ENGLISHの体系が英語語集の概念

項目別分類という観点からどこかで結びつい

ていることが確かで、あろうと思われる O これ

は意味がわかっていてそれを BASICENG-

LISHではどう言うのかを考える際にも

Rogetの THESAURUSが大いに参考にな

るということである O

ここで上に提示した Rogetの THESAU-

RUSの初版(1852) における長い標題中の

. Assist in Literary Composition (文学作

品を書くのに役立てる)の部分に注目し任意

の文学作品の一節を引き合いに出すことでど

のように類義語(句) [SYNONYMS] が使

い分けられているかを見てみることとするが，

この一節を書くのに THESAURUSを使う

ものと想定したいo A. Huxleyのある作品か

らの一節を引用する O

Human natur~ does not change， or， at 

any rate，恒三toryis too short for any 

changes to be Qerceptible. The竺 rli主主E

known specimehs of art and liG凶 ure

are still comprehensible. The fact that 

we L)aI1;)nde凶 andthem all and can 

reco只nlZ~ in some of them an unsurpass-

eb artistic excellence is proof enough 

that not only men's feelin只sand in-

山 lets，butalsJtheir intellectual and 

imaεinative powers， were in the re-

旦2主主!times what they are旦2主・

ここでは下線で示した少なくとも 1)ー12)

の語句などが広義の意味を含めた類義語(句)

と言ってよかろう(厳密には他にもまだ考え

られる )0i人間性なるものは古い時代から今

日まで不変的であると理解できる」というの

がこの一節のテーマ(主旨)であるが，この

テーマ(意味)を軸にあとは類義語(句)を

適宜用いて書けばよいことになる O その際有
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効なのが Rogetの THESAURUSである O

「人間性」は冒頭 1)で Humannatureとし

て，これを振り出しに節尾の 9)， 10)でその

中身を men'sfeelings and instincts， their 

intellectual and imaginative powersと類義

的に換言するのであるがよく用いる書き方の

手法である O そして「古い時代」を意味する

言吾を 2)， 4)， 11)の history，earliest， re-

motest，さらに「今日」を 5)， 12)の still，

now，また「理解できること」に関して 3)， 

6)， 7)， 8)のそれぞれ perceptible，com-

prehensible， understand， recognize の 4~吾を

用いるという具合にテーマにそって上記

Roget (2001)の1，075のカテゴリー別索引

[Roget (1992)第 5版では1，073であった]

から類義語を検索すればよい。

英語語棄の概念項目別分類による類義語の

研究は巨大に見えるマクロ的な意味の世界を

かぎわけミクロ的なそのひな形構造に限りな

く近づくことであると言えよう 。重要な点は

そういった概念項目別に大まかにくくり分類

することで一群の類義語を見抜いていくこと

は一方でそれぞれそういった類義語の本来の

意味の相違と細かいニュアンスにおける相違

をも必然的に意識することになり両面からみ

て互に表裏の関係となるということである o

上の 例 で 言 え ば perceptible，comprehen-

sible， understand， recognizeを類義語とする

ことはどこまでこれらが意味的に近似であり，

逆にどこの境界線で互いに微妙な意味的な相

違をもたらすのかであるが意味の「抽象」と

「捨象」の関係に発展する問題を抱え込んで

いて興味深い。 こういった点は語棄の意味

因子・特性 (SEMANTICFACTORS / 

FEATURES) の網羅的な分析作業による

レクシコン (LEXICON)の完成に期待した

いが，その背景に文の主題化 (THEMATI-

ZATION) という問題が一つ大きく関わ っ

ていると筆者は考える O この文の主題(テー

マ)化[上で用いたテーマ(主旨)とは意味

がやや異なり Chomsky風の，いわゆる変形

文法 (TRANSFORMATIONAL GRAM-

MAR)で用いるテーマ化変形 (THEMATI-

ZATION TRANSFORMA TION) の.ことで、

ある]はその文の始発語にどのようなものが

選択されるかと関わっているが，これ以上触

れる余裕はここではない[拙稿 『文の要素配

列と主題化の研究』ベーシック・イングリッ

シュ学会研究紀要 No. 10， pp. 29-40参照し

いずれにせよ，こういった類義語の意味の相

違と使い分けに関して Rogetは概念項目別

という観点からそれを示していることも事実

なのである o

意味の世界は不可解ではあるがその中立な

意味測定上の尺度としてはやはり BASIC

ENGLISHが有効であろう (BASICENG-

LISH 850語中そのものにおける類義語の研

究ではそれをもう 一度 BASICENGLISH 

に焼き直して考えることがその手法の出発点

となろう o これは距離を時間で微分したもの

をもう一度微分して加速度を求めることを発

見した数理の世界での手法と趣が似ていると

筆者は直観するがどうだろう)。上文中で ln-

stinct は non-Basic語葉であるが Rogetはこ

れより上位概念語として impulseを選定し

ているがこれは BASICENGLISHと符合

する。「不変的であること」は BASICENG-

LISHでは changeをそのままキーワードと

して据えつければよい。〈意味→語〉 という

わけである。この場合の 1)ー12)では 2)， 

4)， 5)， 12)の history，earliest， still， now 

が BASICENGLISH語葉であるし 9)， 

10)における men'sfeelings， powersもそう

である O 上の文のテーマ(主 旨)をすべて

BASIC ENGLISHの語棄を用いて一 口で

言 うとすれば，例えば Therehas been no 

change in men's natural tendency from the 

earliest times.のごとくになろう O 意味 (テ

ーマ)を知って語を布石していくその思考過

程で BASICENGLISHを奥の手とするこ

とはきわめて有効であると結論づけられる O

語葉(義)論 (LEXICOLOGY)の研究に

おいてもこの BASICENGLISHはその極

致となろう 。〈意味→語〉の見方は英文の真
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の readingにもつながるはずである。

(名古屋市立大学教授)
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読めたら楽しい!

0 はじめに

3年前， Ready to Readの一つの話を 2年

次学生に読ませた。内容を把握できたのが 1

名，残り 20名はストーリーを追うことができ

なかった。ショックだった。学生が「わから

ん」と騒いだので，筆者はポイントとなる英

文を選び出し話の展開を解説した。その後で

学生たちが「そういう話だったのか。ょうや

くわかった。」と 言っ たのがまたショックだ

った。それほどまでにわからなかったのか，

なぜわからないのか，どう指導したらよいの

か。その時から読解指導を何とかしなければ，

と思い続けてきた。

「英語を知らない」から 「まず文法を教え

る必要がある J と文法規則を伝統的に教える

と，リーデイングの時間は文法の時間になっ

てしまう o 授業時間を先生が説明で、使ってし

まい， 学生の読む時間がなくなってしまう O

たとえ上手な文法説明で学生が「わかっ」て

も彼らはその知識を読解に生かせない。わか

ることと生かして使えることは違う O 読んで

わかる為には，読解に生かせる文法知識が習

得されねばならない。

低学力学生が GDMクラスで確実に文法

項目を習得してゆくのを目の当たりにしてき

た。また，中山さんの報告 (2001) にも力を

得て， 2001年度に短大 1年低学力クラスで

GDM授業とそこから発展させた読解指導を

此枝洋子

試みた。その結果を報告する o

学生と授業について

担当学生は英語コミュニケーション学科入

学以前に英語を学んでいるが，英語を使う力

は中学 1年程度であった。 1年次に 4技能の

技能別クラス(必須)があるが，低学力学生

は「英語を充分に知らない」ため，入学直後

の読解，作文の授業では非常に苦労する。そ

の為， 2001年度 は 教 師 一 名が reading，

writing， listening全てを担当し，技能別の

枠を越え総合的に指導をすることにし，その

クラスを筆者が担当した。

reading， writing， listeningのクラス(各

90分)は毎週一回ずつで，前後期共14週の授

業が実施された。前期14名 後期14名の学生

を担当した。後期担当の14名中 8名が前，後

両学期 6名は後期のみ担当の学生であった。

週 3回のクラスでは GDMによる授業の

他にリーデイング指導を行い，以下 2点を今

年度のリーデイングに関する目標とした。

① 読解力を伸ばすため，学生が読解に費や

す時間を充分にとる。

② 担当学生(低学力学生)が他クラス学生

に読解で学力的に追いつけるように，または

差が広がらず伸びてゆけるよう指導する(注1)。
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2 低学力学生のためのリーディング
ワークショッフ。

英語 4技能の授業では習熟度別クラス編成

で指導しており，学期毎にその時点での学力

にあわせて編成替えをする O 前期に低学力ク

ラスの学生も後期に中学力クラスに移動する

可能性があるため，低学力クラスでも他のク

ラス同様に 1学年到達目標を目指した指導を

しなければならなかった。

その目標とは，英語で書かれたものを自力

で読み内容を理解する力をつけることであっ

た(注 2)。 毎回の授業で速読， SRA(注3)を実

施することになっていたが低学力学生には

負担になる。その為 5月下旬までは速読を

せず SRAも1年を通じて最低量 しか利用し

なかった。読み練習の不足分を埋め合わせる

ために学生が読める教材を宿題プリントとし

て与えた。授業内容は次の表のようである。

表:低学力学生クラスのワークショップでの授業内容

.月曜 3時限目・ライテイング | 火曜 2時限目・リスニング |木曜 1時限目・リーデイング

4/9 GDM I 4/10 GDM I 4/12 GDM 

4/16 GDM I 4/17 GDM I 4/19 GDM 

(途中省略)

7/2 GDM 7/3 GDM 

7/9 GDM 7 /10 GDM 

7 /16 フ。リント，ライテイ (7 /16は授業最終日)

ング

〈後 期〉

10/1 10/2 

10/8 10/9 

(途中省略)

M
一M
一

D
一
D
一
、j

G
一
G
一
略

1
一8
一
哨

U
一U
一
途

5/22 GDM 

5/29 GDM 

5/24 速読， GDM 

5/31 速読， GDM 

7/5 速読， GDM 

7 /12 速読，プリント読解

10/4 速読， GDM 

10/11 速読， GDM 

11/26 GDM 11/27 GDM 11/29 速読，推測， GDM 

12/3 GDM的に比較級 12/4 GDM的に if 12/6 速読，推測， SRA 

12/10 プリントで Q&A 12/11 GDM的に受動態 12/13 速読， 12/10の続きの
プリントで、Q&A

12/17 プリントでイメージ 12/18 プリントでイメージ 12/20 速読，読解について

を描く練習 を描 く練習 の話し合いとアンケート

1/7 (冬休み中) 1/8 GDM 1 /10 速読，プリントでイ

メージを描く練習

1/14 国民祝日 1/15 プリント返却解説 1 /17 速読，プリント返却

解説

1/21 プリント返却解説 短大学年暦で授業なし 短大学年暦で授業なし

1/28 プリント返却解説
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( 1 )頻出単語2000語

頻出2000語 (Nation 1990)習得も 1年の

到達目標に含まれている。全員が単語テス

ト(注4)で1000語レベルで80%，2000語レベ

ルで75%以上の得点を得ねばならない規定で

ある。低学力学生には無作為出題のテストは

負担になるため特別配慮をし，クラス内単語

テストでは GDM授業で 1年次に使う見込

みのある語から出題するようにした(注5)。

( 2 )速読

1年次共通教材として ReadingPowerで

速読練習を実施することになっている O 担当

学生にとって未習事項が盛り込まれており適

切とは言い難いが，仕方なく前期 6週目から

授業の最初に実施した。その時点で GDM

授業の進度は have(EP， p. 42)終了であっ

た。

(3) GDMによる授業

6週目から11月に EPbook 1を終了する

まではリーデイングの授業で速読後に GDM

の授業を行った。12月以降はライテイング，

リスニングの時間にもリーデイングプリント

を読み，イメージを描く練習やあらすじを英

語で書 く，内容を英語の Q&Aで確認する等

の授業をした。

(4) SRAに代わる読み物

SRAは低学力学生の習得語集，文法知識

では歯が立たないものが多く，ほとんど使用

しなかった。SRAの問題形式を理解させる

ため後期に 1度使用しただけである o SRA 

の代わりに r自分で英語を読み理解する」

練習として英語プリントを授業中と宿題でや

らせた。宿題用プリントは前期23枚，後期47

枚であった。

使用したプリントは HappyReadin.ιGDM 

研究会出版物，吉沢さん，佐藤さんから頂い

たもの，筆者が書いたものから作成し，それ

らのプリントを学生の学習段階にあわせて与

えた。内容は学生の既習語葉，文法事項の範

囲で書かれているので，学生は自力で無理な

く理解できるはずであった。宿題分では学生

の共通間違い箇所を後期授業の最後4回を使

って解説した。

3 実践結果

( 1 )中学力クラス学生に劣らぬ読解力を持

つ学生 学期末試験は学生の読解力の程度

を調べるもので， SRA blueとその前後の難

易度で出題した。大間 3つで各問は読解力と

語糞力を調べるものだった。小間全33問中で

の正解数の割合(正解率)を比較した。クラ

ス毎の正解率平均は上59.8%，中44.5%，下

34.5%であった。低学力クラスはクラス全体

として低いが，担当学生中成績第一位(1 

名)は51.5%，二位(1名)は45.5%，三位

( 1名)42.4%で 中クラスの学生に劣らぬ

結果が出た。

( 2 )学生が自信を得た

欠席過多で受験資格を失った者が5名いた

が，残る 9名は学期末試験を受けた。そのう

ち(1 )の 3名以外の学生 6名の正解率

(%)は 39.4， 36.4， 30.3， 24.2， 21.2， 

18.2であった。彼女たちはこの試験で好結果

を出せなかったが，後期最初と 12月最後の提

出物比較では自分の力が伸びたと実感し，ま

た宿題プリントに関して「自分でも内容を読

み取れる」とアンケートに記し非常に自信を

得た。

( 3 )リーデイングに関する2001年度の目標

について 2の表に示したように12月以降，

授業中に読解活動ができた。全学生が宿題プ

リントを提出しており，その宿題に彼女たち

が費やした時間をも考えると，読解時間はか

なり持てたと考えられる O 学生の読解力に関

して(1) (2) に述べたように，中クラス

学生に劣らぬ学生が3名いたこと，残りの学

生も自信を得たことを考え合わせると， 2001 

年度の低学力学生クラスのリーデイングに関

する目標は達成されたと言える O
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4 考察

( 1 )内容理解を調べる方法-絵の利用一

学生が英語の読み物の内容を理解しているか

調べるため内容を絵にさせた。絵を読解テス

トに利用するのは GDMで既に用いられて

いる O 実際にやってみて，これはとても有効

な方法であった。学生は絵を描くためには話

のポイント部分を注意深く読まねばならず，

また，絵にすることで自分の理解を確認する

ことができた。教師は絵を見て学生が理解し

ているかどうかを短時間に知ることができた。

( 2 )学生の理解可能範囲の教材を多く与え

る必要

学生の理解可能範囲を教師が知り，グレー

ドに関して吟味された教材を充分な分量で与

えれば学生は必ず伸びると考える O 「充分な

分量」とは，かなり多量で，学生が消化不良

にならずに読める最大量で、ある o

学生は自分で理解できる場合はその読み物

を楽しんで読める (注 6)。 担当学生は読解一

般について「難しくてわからない」と言い嫌

っていたが， 12月末のアンケートでは「プリ

ントの話は自分で読める」と言い自信を得た

ことがわかった。また，プリントで話の結末

を問う問題を設けたが，その問いでは独創的

なアイデアが多く見られた。学生たちが自分

の解答を互いに見せ合い話合っている様子を

見て，彼女たちがそれなりに楽しめていると

感じた。良い経験をした学生が更に読み続け

ることは大いに期待できるので，今後更に学

生の理解可能範囲の教材が多く与えられるこ

とが望まれる(注7)。

( 3 )日本語での読書習慣

「イメージを描き」ながら読むように学生

に薦めた。我々は日本語での読書でイメージ

を描きながら内容を理解しており，これは日

本語読書に親しんでいる者には当たり前のプ

ロセスである O

既習知識で読める話を授業で使用した際，

話の展開を追って理解するのが苦手な学生に

気付き，担当学生全員の読書習慣を調べてみ

た。12月末のアンケート結果では，ほぼ全員

が日本語読書が嫌いでその習慣もなかったが，

一人だけ日本語読書が好きと答えた学生がい

た。彼女は小中学時代に好きな作家の作品を

読み漁ったということだった。

その学生は後期試験で低学力クラス最上位

の成績をとった。彼女は「読むのは大変だ、け

ど，読めたら楽しい」とアンケートで書いた。

彼女のような学生は今後も英語知識増強と同

時に，適切な読み物を自分で読みつつ英語の

力を伸ばしてゆけると考える(注8)。

( 4 )学生のイメージを描く力を伸ばす

担当学生16名中15名には読書習慣がなかっ

た。イメージを描いて読む習慣もおそらくな

いだろうと推した。イメージを描く力を短大

生にもなってから伸ばせるかわからなかった。

しかし，イメージを描く練習が読解に即効を

もたらさなくても 読書の楽しさを発見でき

れば良しと考え，イメージを描く練習を始め

た。楽しい雰囲気の中で既習英語文法，語葉

知識を使い， 言葉の表す状況とその変化を絵

やペープサートで表現してみた。

GDMでは言葉→言葉が表すもの，または

その逆の流れがあり，言葉がその言葉で止ま

ってしまうことがない。GDMの授業を受け

てきた学生はその流れを豊富に経験しており，

イメージを描く練習もやり易かった。

練習ではプリントを配布，個人でまず黙読

させ，学生が話に目を通せた後に内容を絵に

してボードに書 き確認していった。話の内容

に従い登場人物のペープサートを動かすこと

で，誰がいつ，何をした等の話の展開を確認

させた。 1-2名の学生を黒板の前に呼んで

ペープサートを動かさせた。

ペープサートにはスティックフイギ、ユアも

利用したが，スティックフイギ、ユア利用は登

場人物の動きに注目を集めて話の展開をはっ

きり理解させることができ効果的であった。
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この確認で，各学生には自分が理解できなか

った理由がわかった。最も多い理由が英語表

現，例えば over.have - in one's mouthな

どの不充分な理解であった。学生はその表現

を再確認でき，次の読解ではより良い理解が

できるようになっていたはずである O 授業中

のプリントと同様の読み物プリントを宿題と

して学生に与え，読解に自分一人でも対処で

きるよう練習の機会を提供した。

5 結論と今後への提案

低学力生にはリーデイング，ライテイング，

リスニングの 3クラスを技能別でなく総合的

に指導するのが有効であった。学生のイメー

ジを描く力を伸ばす指導をしつつ，学生自身

が読める既習範囲の読み物を多く与えること

で学生たちが自信をつけ楽しく読めるように

指導することが望ましいと考える O

今年度改めて気付いたことは，読解は，単

語(表現)の意味を自分の頭で考えねばなら

ない，抽象度の高い頭脳労働だということだ。

抽象度が上がると理解しにくくなる学生が出

てくることは普段の GDM授業でしばしば

経験する。「物でやるのはわかるけど絵はよ

くわからない」と何人かの学生が言ったし，

GDM授業で現在よりも過去の事柄が理解さ

れにくかった経験がある o 学生は抽象度が上

がると理解困難に陥り易いが， GDMクラス

では理解困難を起こしている現場ですぐわか

り，その学生に教師は何かできる。ステップ

を小さくする，別のもっとわかり易い例で再

度やってみる等で解決がみられることが多い。

低学力生に「リーデイングを教える」時は英

語と共に頭の中でのプロセスも経験させなけ

ればならない。これから先も長い道のりにな

るだろうが， GDMと共にならばやってゆけ

そうな気がした。

最近，実物で示せない物を頭の中で考えた

り想像するのが苦手な学生を多く担当する o

そういう学生は日本語でのコミュニケーショ

ンも不得意である o 2001年度担当学生にも何

人か見られた。彼女たちに GDM授業で自

分の言葉(英語)を得させ その言葉で表現

する体験の機会を提供してきた。彼女たちは

英語を学んだと同時に抽象的なもの，ことも

考えられるように成長してきたのだと考える O

だからこそイメージを描く練習が成り立った

のだろう O 今後も彼女たちに GDMの授業

とイメージ練習で読書体験を積んでもらえば

彼女たちの中で何かが変わってくると考える O

学生が読める範囲の英語で書かれた，学生

が好みそうな内容の話，締麗な写真や絵入り

の読み物がもっとたくさんあったらどんなに

良いだろうと痛感する。少しずつでも初心者

向きの読み物が出版されてきていることは喜

びに絶えない(注 9)。 筆者自身も今後更に，

より良い読み物探しゃ読み物作りに励みたい

と願っている o (梅花短期大学教授)

注

1 .②に関しては，低学力学生も自分の力

を伸ばしたいと望んで、いることが授業中実施

したアンケートから明らかである o 1年間筆

者のクラスで学んだ、学生が他クラスの学生

(上，中程度の学力クラス)にひどく劣らぬ

よう，願わくば中程度の学生の成績に食い込

む位の結果を得たかった。

2. i前期終了時に SRAgreen，後期終了

時は SRAblue程度の英語で書かれたものが

辞書なしである程度の速さで読め，内容が把

握できるようになる」のが 1学年の到達目標

である O

3. SRAは ScienceResearch Associates 

の略。SRAReading Laboratory Seriesを

通常略して単に SRAと呼ぶ。 SRAは読解

力向上のための英語学習システムで，カード

式教材から学習者が自分の学力レベルと興味

にあったものを選び読み自分で答え合わせを

する O 自分のペースで学習が進められる利点

カfある O
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4. テストは英単語の意味(和訳)を問う

20-25聞から成る。選択肢を与えた。

5. 学生には2000語全ての単語表を配布し

たが出題の方針については説明せず rやり

直しテストは一度に1000語の範囲から出題さ

れるので勉強が大変です。授業中のテストは

3-5回に分けて行うので授業中のテストで

なるべく合格するように」とだ、け言った。

6. 12月末に話し合いの場で英語読解の経

験を語った時， (GDMクラスでは起こり得

ないが)難しくて自分の知識をはるかに越え

る英語読み物を読まされた過去の経験が話題

となった。難 しすぎるものを読まねばならな

い場合，学生たちは「辞書を頻繁に調べ，単語

の意味をつなげる」ストラテジーを使うと言

った。筆者もこの「辞書意味つなぎ」スト

ラテジーを難しすぎる第 2外国語読解で過去

に使ったことがある。この方法で読んだ時は

内容も十分理解できず読解の喜びもなかった。

7. 読解クラスの教師が「英語を英語のま

まで理解しなさい 日本語に訳すのは良くな

い」と指導することが世の中一般でしばしば

あるように思う o 「日本語に訳すな」と学生

に言う(叱る?)よりも学生の理解可能範囲

で書かれたものを多く与える方が得策である O

自分で理解可能な読み物を多く読まねばなら

ぬ状況に立たされれば，学生も無用な和訳な

どしている時間はなくなるだろう O

8. 年少時に読書に親しむことが後の英語

読解能力の伸びに(大きな)影響を与えうる

ことを多くの人に知ってもらいたい。

9. 近藤悠子さんが2002年 2月に A

Houseon Bound批yRoadを出された。
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日本初の LEL体験者より
一回想と評価-

1947年秋，小学校 3年生の私は rこれか

ら週 1回， ミス・チャペルの英語クラスに行

くのよ」と母(阿江美都子)に告げられた。

電車通学のうえにまた乗り換えて行くのかと

気が重かった記憶がある O 杉並区阿佐ヶ谷の

「ユースガーデン」というハイカラな名の共

同住宅に，東京女子大学1931年卒の母と同期

の渡辺節，清水寿子(以下敬称略)の家族が

住んで、いて，その一室で始まったのが， 日本

初の LELのクラスだった。戦時下の強制帰

池上恵子

園の聞にハーヴァード大学で Learningthe 

English Languageを使う BasicEnglishの教

授法を学び，東京女子大学に復帰なさったば

かりの ConstanceChappellが教授法を実践

してみたいと望み，元教え子の母親たちが，

子供(3家庭 7人)に英語を習わせるよい機

会と考えて発足したのであった。

まもなく他の同窓生の子供たちが加わ り，

小学生クラス，中学生・女学校生の年長クラ

ス，学齢以下のクラスに分かれた。紙の乏し
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い時代で，薄紙にタイプ打ちしたカーボンコ

ピーの絵や文字がぼやけた LEL教科書を使

った。 しばらくして実物を手にしたとき，光

沢のある表紙と鮮明な印刷がとても嬉しかっ

た。水槽に魚が泳ぐ頁は，とくに気に入り，

私の前置詞はこれで定着した。ミカンやリン

ゴの実物は貴重な時代，クラスが終わると分

け合って食べた。卵は(採卵のあとで鶏小屋

に置く)擬卵を使い，母親たちは各種小道具

を知恵、を絞って集めたようだ。今のような便

利な文房具はなく 母は「フラッシュカー

ド」を毛筆で書いていた。

やがて子供同士仲良くなり，ときには父親

たちもいっしょに東京女子大学外人教師館で

ノTーティー，といったお楽しみも加わった。

年長組は別として，子供たちには「勉強J と

いう意識は薄かったと思う o 「外国語」とい

う認識すら明確ではなかったかもしれない。

何かを見たり体を動かすときに，ほとんど反

射的に英語を言う，あるいは声に出さなくて

も英語で考えるという，今思えば最高の体験

をしていたことになる。

母親たちは，教授法そのものに興味をもち，

先生との勉強会が始まり，学年は下ながら親

しかった吉沢美穂が加わった。 1950年，中国

訪問のついでに1.A. Richardsが来日，東京

女子大学の教室で 私たちは普通の授業の一

部の他に，知っている限りの英語です劇のよ

うなことをしたと記憶している。優しく手を

取り誉めて下さった先生の面影を覚えている。

記念すべき体験だ、ったのだけれど 1枚の写

真すら残っていない。この直後に，勉強会の

誰か 1人がハーヴァード大学へ行けることに

なり，子持ちの母親たちは諦め，吉沢がガリ

オア奨学金を得て1951年に渡米した。渡辺と

阿江は，すでに石神井のお寺を教場に，

LEL方式の英語教室を始めていて，ときど

きミス・チャペルも参加して下さった。当時

の写真を見ると，ざっと 100人もの子供がい

る。当時，文化学院(1921年西村伊作創立)

では，英語教育を中心とした英語科 (1947年

開設の高等学校課程)の教師を捜していた。

伊作の長女石田アヤの誘いで， 1950年に阿江

が文化学院に就職 LELで(その後 The

Pocket Book 01 Basic EngZish後の EngZish

Through Picturesも併用して)英語を教え始

め， 1990年に80歳で退職するまで続けた。

1960年前後のことだ、っただろうか，若くそ

して優れた英語教育者の片桐ユズルと升川潔

が阿江宅を訪ねて，熱意あふれる議論をして

いたのを覚えている o

私が5年生になった頃， ミス・チャペルの

妹さんの夫が牧師を勤めていたトロントの教

会の子供たちと文通が始まった。私の相手は

1歳年上の Kathrynで，半世紀を超えて今

も親友である。分からない語は絵を描いた。

学校の先生だった Kathのママに，後日，あ

なたの手紙が来るのがとても楽しみだった，

ちゃんと文になっていた， と言われた。単語

数よりも文を重視した初期の状況を示す例だ

と思う o

1952年，吉沢がアメリカから帰ると入れ違

いにミス・チャペルがカナダに一時帰国，こ

の間私たちは EPを使って吉沢の指導を受

けた。 Theyare here.で熊がこちら側へ来る

ところやジャガイモをゆでる場面はミス・チ

ャペルの声を思い出すので，後半を吉沢が教

えたのだと思う o 中学生の私にとって，もう

一度基礎知識が定着するよい機会だった。

その後，私は高 2の初めまで，間隔は聞き，

最後は 2人になってしまったが， ミス・チャ

ペルのもとで， LEL関係の教材の残りと，

普通の読み物を読んでは英語で reproduction

をするという授業を受けていた。私にとって

BEの辞書は，最初の英英辞典だった。

上記の幼児グループにいた 1人は，シェイ

クスピア研究・翻訳者として活躍の松岡和子，

英語を手段として活躍した商社マン，アメリ

カに渡った画家， ドイツで活躍の後帰国して

いる音楽家，理系の研究者等がいる o 子供期
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の英語教育がその後の英語力あるいは言語観

にどのように作用したのか 聞いてみたこと

はない。おそらく，英語あるいは外国語につ

いて「怖くない」という感覚はあって，実践

にも困らなかっただろうと思う 。

さて， LEL. Ep. BE ・GDM初代モル

モットの私にとって 「英語」は何だったの

だろうか。父親の仕事関係で，英語圏の方々

との交流の場は多かった。周りの英語は何と

なく分かったし，何か喋っていたらしいのだ

けれど，元来かなり shyな子どもで iネコ

が舌を取っちゃったのね」と言われて，それ

を文字通りに理解して密かに悩んだこともあ

った。こういう慣用表現に別の意味があると

気付いたのはかなり後になってからだった。

中学(私立)では，たとえば -mg形の使い

方は分かつていても 現在分詞・動名詞とい

う名称、を知らない。さらに「英語なら分かる

のならば，動名詞は英語で何というか」とイ

ジメとしか思えない目にあって，教科として

の英語は大嫌いであった。今思うと，いわゆ

る文法用語を駆使して教えることが当然と思

う先生にとっては 理解しにくい腹の立つ生

徒だったようだ。辞書を引くくらいの知恵は

付いていたので，“gerund" という用語を記

憶した覚えはある o 職場としての大学で出会

う帰国児や「話せる英語に文法はいらない」

と信じている学生には このエピソードを添

えて i概念整理のための文法用語の役割」

や「母語話者の文法(知識)とは」の話をする。

高校(都立)ではよい先生に恵まれ，英語

は得手科目だったけれど，口を開けば LEL

と言う母への反発も手伝って，何とか英語以

外の途へ行こうと決意した。しかし，とりあ

えず、入った東京女子大学で宮部菊男という影

響力甚大な先生に出会い もう一度ためらっ

てから都立大学大学院に進み， philologyあ

るいは historical.linguistics (主要対象は中

英語)，最近は資料に基づく中世文化研究と

いうやっかいな分野を専門にしてしまった。

英語は，手段とともに研究対象となっていた。

身辺一段落して海外の研究機関で仕事をし

たり，国際学会にも参加できるようになった

とき，私の単純きわまりない英語に違和感を

もっ人は少なく，意志疎通はよかった。ある

口頭発表を聞いたアメリカ人の編集者が，今

の発表を基に本を書かないかと勧めて下さっ

た。試しに送った原稿の一部は，それまでに

書き散らした英文論文と同じく，単純な文型

を連ねたものだったが，これでよいと返事が

来た。日頃，格式高い英文への若干の憧れや

気後れがあり，稚拙さへの寛容は外国人割引

かとやや悔しかったので elaborateな文も

書けますが，と別の文体にして送ってみた。

しかし，前の方が読みやすく読者に親切だと

のことだった。1999年 New Y ork: AMS社

から中世研究シリーズ21として出たこの書物

は，厳密に BEに則ってはいないし意識しで

もいないけれど，知っている範囲の(あるい

は必要な専門の)語棄と基本文型(の組み合

わせ)で何でも言えるという，まさに LEL.

GDMで育った産物なのだ。昨年， 二つの主

要な国際中世研究誌で書評を頂いた。その一

つに，英語は simplestyleで，学部学生の専

門教育に適している，と書いてある O その程

度の英語という意味なのか という気がしな

いでもないが，内容は評価されているので，

英語を母語あるいは共通語とする人にとって

分かりやすいという 意味だと考えることにし

ておく O

1970年代後半に 1年半，ハンブルク大学で

正規聴講生をした。渡独前に PocketBook 

のドイツ語版で復習し，訳読の悪習から逃れ

た。大学では可能な限り英語で済む英語学関

係の科目を履修したが子連れの日常生活は

何とかドイツ語で乗り切った。実際には，ず

いぶんひどい恥ずかしいドイツ語だったに違

いないけれど 3格 4格から自由になった度

胸もコツも GDM体験のおかげだと思う 。

ずっと GDMの実践からは遠ざかってい

- 28-



たけれど，英語が混線してしまっている学生

に出会うと， EPでやり直すことを勧める。

最近それを本気でやった学生がいて，すごく

楽になったと言っている O あるいは GDM

教授法そのものに関心をもち，こんな有効な

方法があったのか と感激している者もいる。

「会話ができるようになりたい，文法はいら

ない」と言う風潮が世の中にはびこり，いわ

ゆる評論家も「文法」の定義をしないまま無

責任に文法悪者説を唱える。ブロークン英語

賛成，とにかくしゃべれれば結構という意見

すらある o しかし，ほとんどの母語話者が従

っている当たり前の基本ルールを初めから身

につけさえすれば，話すのも書くのもどれほ

ど楽か，初代 GDMモルモットは身をもっ

て体験した。(成城大学短期大学部教授)

阿江美都子さんは 3月16日 老衰のため平安

のうちに息をひきとられました (91歳)。

会
ト

出
貯

のい山

弁

」

的

別

語
寸

英
一

“1" ，“You"，“1"，“You".. .先生が自

分を指して“1" 生徒を指して“You". こ

のジェスチャを立て続けに何回も繰り返す。

それに呼応して，“You"，“1"，“You"，

“1". . . .生徒が反射的に反応する様になる

まで繰り返す。授業時間中，全ての生徒に

“1"，“You"の繰り返し。こうして，我々

の中学 1年の英語の授業は始まりました。次

の単語は，“here" と“there".一回の授業

で習う単語は 1っか 2つ。習った動詞は，中

学 1， 2年で，“go"， '~come"，“take" ， 

“put"，“make" を始めとしてわずかに20も

なかったと思います。“Put"や“take" は，

机の上にいろいろなものを置いたり取ったり

しながら，これもクラス全員がこの単語を使

える様になるまで何回も何回も繰り返し。ジ

ェスチャによる説明は動詞だけではありませ

ん。例えば，助詞“on" についても，位置

的な上下関係だけでなく，黒板に張つである

紙を，手で何回も大きく「パンパンパン」と

音を立てながら “This is on a black-

board." “On" と同じ授業で“above" を習

いましたが，この時は iくっついているも

のが“of，上にあっても離れている場合は

“above"J という概念を持ったことを記憶

しています。

深沢友雄

1つの単語が導入された後は，習った単語

を徹底的に使って，様々な表現をする授業が

続きます。先生の書く絵や，ジェスチャの説

明を，今まで習った単語をいろいろと考えな

がら組み合わせて発表するのです。徹底的に

英語を使うことは writingにも課せられまし

た。その日に習った単語を使った英文レポー

トを翌日提出することと，毎週 1冊，全て英

語で書いたノートを提出することが宿題でし

た。最初のノート 1冊は，全て“1"と“You"

のみで埋め尽くしたと思いますム習う単語，

知っている単語が少ないので，どうやってノ

ートを埋めようかと毎日必死に考えて，一番

薄いノート，一番罫線の太く行数の少ないレ

ポート用紙を探して，それでも必死に最後の

行まで書いたものでした。レポートやノート

の提出を忘れた場合にも 英語と絵とジェス

チャのみで，例えば，黒板に家を書いて“It

is there." と言って，忘れたことを説明。英

語の授業中は，全て英語と絵とジェスチャの

みで，全くの日本語禁止。兎に角，英語のま

ま頭に入れることと 最重要な少数語棄のみ

によって，工夫しながら最大限の表現をする

訓練をしたのだと思います。今から思うと，

まさに「コミュニケーション」の手段として

の英語を修得していったのだと思います。
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1月か 2月ほどたった時(もっと後だった

かもしれませんが) 先生が教室に入る時の

動作と合わせて，“When1 come( came) here 

and say(said)‘How are you?'， say 'I'm fine 

thank you， and you?'" という様なことを，

何回も何回も繰り返し言われた授業がありま

した。これによって，挨拶と同時に，“when"

の関係詞としての使い方を体得したと記憶し

ています。恐らく“when" の疑問詞として

の使い方すら教わる前だ、った と思います。引

き続き，関係詞としての“which"，“where"

をすぐに習いました(勿論 i関係詞」という

言葉はず、っと後で知ることになります)。“1"

とか“You"は，具体的な「人」に 1対 1に

対応して理解できましたが whichや where

は自分の知っている日本語あるいは具体的な

概念にうまく対応させることができず，最初

はなかなかスッキリ理解した気がしませんで

した。授業の後，辞書を何回引いてみてもピ

ッタリ 1対 1にうまく対応する訳語は見つか

りません。結局，日本語に逐語的に変換して

理解するということを全く諦めて，動作や状

況を頭の中に描いて，語順も含めてそのまま

英語と対応させて理解する様に何とか努力し

たと思います。もとより i日本語に訳すこと

によって理解する」という考え自体，先生の

意図とは全く反するものでした。大げさな言

い方をすれば，日常の全ての動作・概念・世界

観の全てを，英語，それも必要最小限の重要

単語のみにより再構築することを私達は試み

ていたのかもしれません。いわば，英語によ

る新たな概念形成をしていたのだと思います。

当時から約30年が経過し，実際の仕事の中

で現在でもまだ英語の brushupが必要な毎

日を送っていますが，中学 1， 2年の時期に

こういった英語教育を受けたことは，その後

の英語の勉強及び英語によるコミュニケーシ

ヨン能力形成に対して 大変有効に働いてい

ることは間違いありません。

今日の社会では，英語で議論をしたりピジ

ネスをする機会が大変増えていますが， 日本

の学校教育を受けただけでは英語で意志疎通

を図るのは極めて困難だ、と言う人もいます。

実際，大変有名な大学出身者でも，英語での

議論，ビジネスとなると全く苦手な人もいま

す。しかし，英語と出会った初期の段階で，

「英語で考えて，英語で表現する」訓練を受け

たおかげで，少なくとも，臆することなく身振

り手振りと図を交えて，何とか他国の人とコ

ミュニケーションを図れてきた様に思います。

私個人は理数系に進み，英語の文献調査や，

英語の論文の読み書きもしてきましたが，英

語圏をベースとして進展した理工学の分野で

は，英語の方が理解しやすい場合もあり，時

には概念や内容を日本語より正確に表現・理

解できる場合すらあります。この様に r思考」

の手段としても英語を使える様になったのも，

まさに「英語で考える」教育を受けた結果だ

と思います。特に，外国語を初めて習う中学

の最初の段階で，英語のみによる自己表現・

概念理解の教育を受けることができたことは，

本当にラッキーであったと考えています。

現代はグローパル化が必要であるといわれ，

特に最近の様に，世の中が世界規模で激しく

動く時代においては，英語によってのみ迅速

かっ正確なコミュニケーションが成立する場

合も珍しくありません。これからますます国

際的なコミュニケーションが必要とされ，日

本人からのメッセージ発信が不可欠で、ある時

代の要請に応えるためにも，できるだけ若い

時に，できれば私が受けた教育期間よりも長

く，多くの人々が同様の英語教育を受けるこ

とを心より願っています。

最後に，この様な今から思えば画期的な英

語教育方針を貫くには，教える先生の努力と

力量は如何ばかりであったかと想像するにつ

け，粘り強く教えてくださった小高一夫先生

に心より深謝の意を表して，このとりとめの

ない一文の締めくくりとさせて戴きます。

(NTTフェニックス通信網 常務取締役)
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第 1回の GDM講習会

一東山永さん訪問記-

片桐ょう子

2月10日， Basic W orkshopが終わった後，

唐木田照代さんと，大磯に東山さんをお訪ね

しました。何年ぶりかでお会いする東山さん

は，何ひとつお変わりなく，ヒヤシンスの匂

う，きちんと整頓されたお部屋のこたつでお

話しを伺いました。

大戦後，急に英語の重要性が注目されるよ

うになり，東山さんはある教会学校で子供た

ちに英語を教えていました。ご出身の津田塾

大学で教わった教授法は日本語を使わない方

法で， see， haveなどを教えたが，現在形を

使って普通動詞(例えば goなど)をうまく

教えることができないでいました。

1952年，毎日新聞の小さな広告でII"Harvard

Graded Direct Method -一新しい教授法の

講習一一講師吉沢美穂』とあるのを見て，お

茶の水の YWCAに出かけたそうです。第一

回は1952年11月10日でした。会場の入り口の

前に小さな机があり，名前を登録して，そこ

の女性から EnglishThrough Picturesを買い

ました。中で待っていると 先程の受付の地

味な服装の女性が机を部屋の中に入れ，前に

立ちました。それが吉沢美穂さんでした。

東山さんはその時のノートを見せて下さい

ました。講習から帰って整理して書き留めら

れたものです。全部英語できれいに書かれて

いて， Why is J apanese English of no use? 
で始まっています。英語のうまい先生が全部

よい先生とは限らないとか，赤ちゃんの状態

で新しい言語を習得するのがよいが，赤ちゃ

んは長い時間をかけて motherlanguageを習

得するが，この教授法は motherlanguageを

使わない，というのが前置きでした。

この方法は gradedmethodで，段階づけ

が重要で、あり，教師の語棄を制限すること，

writing， readingとのノてランス situation

を明示することで可能で、あるというようなこ

と，英語を教えるのに日本語を使うことのよ

くない点などが第一日の要点で，私たちがも

っている 7初chers'Handbbookに書かれてい

ることと同じです。

講習生は20人くらいで，その中に東京女子

大の卒業生で，ご自分たちの子供さんをチャ

ペル先生に英語を教えて頂きながら GDM

の勉強をしていて，文化学院で教えていた数

人のグループ一一阿江さん，伊木さん，渡辺

さん，長谷部さん，伊藤さんや，また，早稲

田大学の五十嵐新次郎さんなどが記憶に残っ

ているそうです。

第二回は BasicEnglishの紹介と，単語だ

けを使うことはせず必ず sentenceを使うこ

と，そして EnglishThrough Pictures (EP) 

のページを追って説明が始まります。 shall

は使わないとか，三時制を同時に教えること

など驚きの連続でした。内容盛りだくさんで，

スピードがものすごく，ノートを取るのが大

変でした。講習は10回ほどだったそうですが，

最終回に五十嵐さんが大汗をかいて‘again'

のデモをされたのをおぼえているそうです。

デモはそれだけで 当時 EPはーさつでし

たが，今の BkIIの終わりまで解説がつづき

ました。そして， Basic Englishについての

Do's and Dont's. SEN -SITということばの宝

紹介されて，講習のノートは終わっています。

それから約半年後五十嵐さんの音声学の講

習があり，語学学習の歴史から始まって図い

りの音声学の基礎など内容豊富なお話しだ、っ

たことがわかります。これが発音クリニック

の最初だったのでしょう o

お借りした 2さつ目のノートは1958年 1月

の月例研究会の記録から始まっています。そ

して今の私たちにつながっているのです。

(京都精華大学非常勤講師)
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吉沢美穂さんとわたし

-1950年代一

片桐ユズル

はじめて吉沢美穂さんの TeacherTrain-

ing Seminarに出たのは1955年の秋，東京の

飯田橋のルーテル英語学校であった。はじま

ったばかりの民間放送に「ルーテル・アワ

ー」というのがあって それのテーマ音楽

(じつは「神はわがやぐらJ)が印象的なそ

のころだった。セミナーのことは，そのころ

高島屋の洋書部の井上さんからきいた。そこ

へは BASIC関係の本をあさりにしばしば行

っていた。

“Teacher Training Seminar" という呼

び名が新鮮だったし，あいさつとか長たらし

いまえおきなしに 本論にそのものずばり入

ったのも小気味よかった。彼女の話し方は今

でいえば，黒柳徹子さんに似ていて，むだの

ない早口で多くの情報をはこんだ。

彼女がやっているのは英語「教授法」とい

う具体的な方法であって，英語「教育」につ

いて論じるというような大きな問題をあつか

うのではない， といっていた。教室では英語

「について」教えるのではなくて，英語をつ

かえるようにもっていかなくてはならない，

それは自転車についての物理学的知識と，実

際に自転車にのれることとのちがいのような

ものだ， というたとえをしばしばイ吏った。こ

れらの話にわたしが同感したのは，今までの

英文科の教授たちがえらそうに講義をしてい

ても実際に英語をしゃべれなかったりするこ

とに対する反感があった。しかし「役に立

つ」英語ということに対しても彼女は軽々し

く同調せずに「わたしがやっているのは役に

立つ英語の『基礎』です」といっていた。

わたしがはじめて吉沢美穂さんの Teacher

Training Seminnarに出たのは，大学院を出

て都立杉並高校でおしえはじめた年だったが，

それよりまえにわたしは銀座の教文館の洋書

部で Teacher'sHandbook for Learning the Eng-

lish Languageという本をみつけて，ほんと

うは Learningthe English Languageというテ

キストがあることも知らずに，英語はこう教

えなくちゃと，そのようにやっていた(注1)。

吉沢さんのセミナーに出てみて，自分のやっ

ていたことはおよそあっていた。ただ吉沢さ

んのほうが，よりこまかく，よりしんせつで

あったo EnglおhThrough Pictures は 3つの

テンスを同時におしえることが新鮮だったし，

字引で莫大なスペースをついやしながら，ど

うしても要領を得ない take，put， offのよ

うな語がつかえるようになるのが，うれしか

った。EP1冊おわっても完了形が出ないの

に感激した。 また“1am here" のように存

在の be動詞から先にはいって，“Thisisナ

ニナニ"にうつるというのも目から.ウロコだ

った。というのもわたし自身がながいこと悩

まされていたのは旧制中学 1年生のときの

King's Crown Reader・のたぶん LessonThree 

かなにかで“Thereare three parks in our 

city，"とかいう文があって，“Theyare 

three parks.一"との区別がつかないことだっ

た。 またわたしの不得意な疑問文は state-

mentがマスターされてからでないと教えな

いことと均九“1will give him..." よりは“I

will giveナニナニ tohim，"で当分のあいだ

は押していくとか，とにかくわたしのきらい

な部分があとまわしになっているのがよかっ

た。わたしはフルブライトで留学中も“I

will giveナニナニ tohim"のパターンでお

しとおしたし，完了形をはじめて使ったのは

その後で関西にうつってからしばらくして，

“1 am living in Kobe" よりは時間軸を長く

したいし，“1was living in Kobe"では現在

のことがいえないし，それで“1have been 

living …"といえば現在と過去の両方にかけ

ることカfできる，とわかった。

(がんこなベーシック主義者としては live
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を動詞の現在形で使いたくなくて， livingに

こだわったのカミかえってよかった。)

EPとは異なり Learningthe English Lan-

guage (LEL) は“Thisis…"から入ってい

たが，レッスンごとに文法項目がはっきりし

ていて論理的に意識的に階段をあがるような

感じがあったので， EPでのレッスンも分か

れていない一種とらえどころのない螺旋状の

進行にくらべて，あこがれを持った。そして

それを使って教えているという，お茶の水の

文化学院という文部省に認められていない学

校へ，阿江美都子さんの授業を見にいった。

また当時できたばかりの，アメリカ式の国際

キリスト教大学 ICUで吉沢さんが“Theme

Writing" という，これまた日本の大学にな

い科目を教えているというのもかっこういい

ことだ、った。ところが実際に見学してみたり，

吉沢さんの書いたものを見ると，口で話した

ら面白いことを，いかにつまらなく書くかを

実践しているみたいだった。

“Teacher Training Seminar" のほかに，

月例の研究会があって，あるとき東京女子大

学のミス・チャペルのところで“plCll1C

supper" というものに招待された。たぶん初

夏だったような気がするが，芝生にかこまれ

た白い教師館で，暖かいものがさめないうち

に，つめたいものが暖まらないうちに，とチ

ヤペさんがいった。その冷たい飲み物はなん

ともふしぎにおいしかった。それはアイス紅

茶とグレープフルーツ・ジュースをまぜ、たも

のだった。1950年代のなかばグループフルー

ツはまだ珍しく，わたしにとっては文明開化

の象徴だった。そして帰る時間が気になりは

じめたころ“Doyou have the bus time in 

your head?" というようなやりとりがあって，

へー，そんなこといってもいいのか，とおも

った。そのパーテイへいっしょに行ったのは，

ょう子さんと，あと 2人早稲田でいっしょだ

ったひとたちだったが，チャペさんがわれわ

れをさして“Yesterday'sgroup，"といった

ので，そんな言い方をしてもいいのか， とお

もった。たぶんその前の日に ICUででも英

語教師のための会があって，その次ぎの日に

チャペさんのところに行ったのだ。

じつはチャペさんのところへ行ったのはこ

れが最初ではなくて，それよりもず、っと前に，

吉沢さんの講習を知るよりも前に，ベーシッ

クのことで話を聞きに行った。土居光知の

「終戦以後の BasicEnglishJ (11英語青年』

1951年 4月号 5月号)で， Miss Chappell 

さんが熱心な BasicEnglishの賛成者である

ことを知ったからだった。彼女はベーシック

そのものよりは，“foundationof English" 

として興味がある， と言った。そしてベーシ

ックで書かれた AnOutline History of the Uni-

ted Statesを“Thisis my gift，"といって，

“To Mr. Katagiri" と書いてくださった(注

2 )。じつは津田塾大学へも土居光知に会い

に行った。彼の文章の何にそれほど感激した

のかと，読みかえしてみたのだが，だれにも

わかる話しことばで力づよく思想をつたえる

道具として BASICを位置づけしたい，とい

う思い入れをもちながら，わたしはそれを読

んでいたようだった。同じく 1951年の『英語

青年』には，さらに 5月号と 6月号にわたっ

て加納秀夫の「ハーパート・リードの『平和

教育論.JIJがあり，わたしはそれを読んで決定

的に教師になることにしたのだった。ところ

がリードの平和教育の主な方法は美術教育で，

くわしくは EducationThrough Art (1943) 

という本に出ていたのだった。わたしは絵か

きではないので困ったことであったが，その

路線でなくてもいけることを， BASICが大

きな枠組みで見せてくれ， GDMが実際的な

細かい手順をおしえてくれた。

そのような思い入れをゆるすような neut-

ral qualityというか，客観的なところが吉沢

美穂さんにはあった。それは彼女のいうこと

は口では面白いのに，文章ではつまらなく書

くということにあらわれていたかもしれない。
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ことばについての議論はとかく地に足のつか

ないものになりがちなのに， GDMの世界で

はひとつひとつのことばについて具体的に手 ー

にとって議論のつみかさねができる，という

まったく新しい経験にわたしは感激した。吉沢

さんが無駄なことばはいわない，ということの

もうひとつのあらわれは， トレーニングのとき

のデモンストレーションについて i良かった

ことはみんな見てわかっているから言わないこ

とにして，問題点だけを言いましょう」という

コメントのしかたで，これは GDMのトレー

ニングが「きびしい」といわれることになった。

1950年代のなかば以後から「オーラル・ア

プローチ」ということがいわれるようになっ

て， しばしば GDMはそれとどう異なるの

かたずねられることが多くなってきた。吉沢

美穂さんのこたえは:オーラル・アプローチ

は「言語学」にもとづいていますが， GDM 

は「意味論」にもとづいています， といった。

当時の学界では構造言語学だけが「言語学」

のすべてであるような顔をしていたことをわ

たしたちは知らなかった。またオグデン&リ

チャーズの三角形の「意味論」が，他の哲

学・論理学的な意味論とか，一般意味論とど

のように異なるのかもはっきりしないままで

あった。一般意味論のながれから S.I.ハヤ

カワの『思考と行動における言語」の日本訳

が1951年に出て，そこにあった「報告の言

言吾」と「感情の言語」についての議論に，早

稲田大学英文科の学生だったわたしたちはひ

きつけられた。戦争中に軍国主義の「ことば

の魔術」にひっぱりまわされた記憶もきえな

いうちに，アメリカとソ連は自分こそが正義

であり平和の味方であると言い争いはじめて

いた。客観的な報告の言語ではなしあう練習

をしなければならない，とおもった。感情的

ないいかたを，その感情をひきおこした原因

の事実にもどることで，報告の言語にいいか

えることにより，語棄を制限して成立したベ

ーシックは，そのためのすばらしい道具だと

おもった。その道具のつかいかたを学ぶ方法

として， GDMがそこにあった!

アメリカ文化センターの開架式図書館のオ

ープンな感じは1950年代としてはまだ珍しく，

さすがは民主主義の国アメリカとおもわせる

ものであった。そこでわたしはリチャーズの

Nations and Peace (1947)という本をみつけた。

戦争をなくすにはどうしたらよいかを near-

BASICとマンガで論じたものだった。彼は

1950年に北京を訪問し， 300人の聴衆をまえに

中庭でホメロスのイリアッドを near-BASIC

に訳した“TheWrath of Achilles" を 2時

間にわたって演じた(注 3)。 その帰り道 9

月に日本にたちょった。今からかんがえると，

それは1949年に中国共産党が大陸から蒋介石

を追い払った直後であり， 1950年になるとア

メリカではマカーシーによる赤狩り旋風がふ

きあれた。そのような時にリチャーズがよく

もそのようなことをしたもんだ!? アメリカ

国務省が強力に後押しして外国語としての英

語教育を世界中にひろめたときに GDMがま

ったくかえりみられなかったこととか，国務省

発行の英語教育関係書目録に EPは1960年以

後のっていないこととか， リチャーズの訪中

と関係があるかもしれないという疑いをわた

しはもっている。(京都精華大学名誉教授)

注

1. English Language Research， Inc.， 

Teacher's Guide for Learning the English Lan-

guage， Books One， Two， and Three (Boston: 

Houghton Mifflin Cornpany， 1945; Reprint， 

GDM Publications， 1993). 

2. ].B. Wight， An Outline History of the 

United States (Carnpridge， Mass.; English 

Language Research， Inc.， 1950; Reprint， 

GDM Publications， 1993). 

3. John Paul Russo， I.A. Richards:・ His

Life and Work (London: Routledge， 1989)， 

p.483. 
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能動的主体としての学習者

『日本語学習者の文法習得』を読んで

梶川よ志子

第二言語の学習者は，教えられることを単

にそのま、受け入れるわけではなく，自ら能

動的に規則性を求めて独自の文法を作り上げ

ようとしている。それがとりもなおさず第二

言語学習の過程であり，従って学習者の誤用

は決して意味のないものではない。野田尚史，

迫田久美子，渋谷勝己，小林典子による『日

本語学習者の文法習得J (大修館書庖)はこ

のような考えに基づいて書かれている。

日本語教育においては，学習者の誤用を検

討することによって，私たちが日常意識する

ことのない日本語の体系が見えてきそうであ

るo

例えば，指示詞のコ・ソ・アの中でソとアの

使い方には確かに誤用が多い。学期が始まっ

たばかりの頃には，留学生が休み中に国に帰

った時の話を聞かせてくれることがよくある。

「春休みはうちに帰ったのoJ

「はい。私のうちはヴェトナムのフエで

す。あそこは……。」

日本語の指示詞はコ・ソ・アの三項対立のパ

ターンだということではあるが，このような

留学生はコ・ソ・アを同列に置いて考えるよ

りも，むしろコとの関係でア=遠と理解して

いるのではないだろうか。アを使う場合には

話し手と聞き手が知識を共有していなければ

ならないという条件があることを認識してい

ない。この，知識共有の条件はアに限らずコ

についても当然あてはまる。しかし，ソには

その条件がないのではないか。そう考えると，

まずコ/アの組み合わせがあり，次にコ・ア

/ソの関係があると， 二段階的に説明するこ

ともできるように思われる。

指示詞以外にも誤用の説明が書かれている O

「暑いでした」という過去形の誤用が生じる

のは，日本語文法の過去形の作り方が不合理

だからだという説明である O

日本語文法のこのような不合理な面は他に

も見つけられる。片桐ユズル氏はその一例を

次のような「誤用表現」を使って，鋭く突い

てくる。

rooooはしないべきだ、。」

「べきだ、」は「ほうがいしりや「ていい」と

は違って，その句の前には否定形を取ること

ができない。

する/*しないべきだ

する/しない ほうがいい

し/しなく ていい

このような表現は決まり文句として覚えるし

かなく，なかなか論理的にすっきりした説明

ができない。ここも日本語文法が合理的でな

い部分である。「ないべきだ」はユズル的中

間言語として，日本語文法の不合理な部分に

気付かせてくれるのである O

各著者が強調しているように，学習者の誤

用は決して忌むべきものではなく，教える側

にその言語の真の姿を垣間見せてくれるもの

である。日本語教育であれ英語教育であれ，

言語教育では，誤用を否定してネイテイブ・

スピーカーに限りなく近づかせるのではなく，

外国人としてその言語を習得するという目標

を持つことが最も重要である。その目標設定

があれば学習者はさらに主体的に学習に励む

ことができる O 誤用はその目標を考えるため

の貴重な手がかりなのである。

(京都精華大学教授)

京都精華大学公開講座ユズルの BASICクラ

スに出席して.. .こんな感想がありました:

はじめての授業で人に向かつて“This"

ということに頭の中が??だらけになりまし

た。人に向かつて「これ」って変じゃないの

かしら，と。 3日間悩んで、ょうやく「自分が

日本語でかんがえていたからだ、」と気付いて，

すっきりしました。それからは英語に対する

気持ちが素直になったような気がします。
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Talking in BASIC English 

At Yuzuru-san's suggestion， we had 

“Talk in Basic English" started in the 

monthly meeting of West J apan branch. 

From September meeting we have about 

thirty minutes for “Talk in Basic English" 

All of us come to the meeting with a short 

story in our mind. When the time comes， 

everybody is ready for talking. We take 

turns to give a talk one by one. After one's 

talk， the others say some words for her /his 

talk. Some persons' talks are about what 

they have done these days. Others give 

talks about what they have in their mind. 

This is a good experience for all of us. 

All through the time we are talking， we are 

very conscious of the words we are using. 

“1s this a “Basic" word? 1s this on the list"? 

So far in the regular meetings we are 

through with two of the books by Mr Goto 

Hiroshi. Right now we are reading Learning 

Asada Akie 

Basic English by I.A. Richards and C. Gib-

son. So our knowledge of Basic English is 

greater than before. But when it comes to 

talking， it is another story. Sometimes we 

come to a stop and say “1s this Basic?" We 

put our heads together， and give deep 

thought on it with the list of BAS1C EN-

G L1SH and The Basic Dictionary in our 

hands.“Yes， it is a Basic word." Then the 

talk goes on again. 

We are getting more conscious of the 

words we are using while talking and in the 

rest of the time as well. We take more care 

about the use of words not only in English 

but in J apanese. 

1n every meeting 1 see a great smile on 

everybody's face. Talking in Basic English 

gives us pleasure and power as well. 

“W ill you come to our meeting and have 

a talk in Basic?" 

。.。東日本支部活動報告+++

(2000年 8月-2001年 7月)

.2000年
8月17-20日 夏期英語教授法セミナー YMCA 東山荘

9月9日 月例会 三田福祉会館

10月14日

11月12日

11月12日

12月9日

デモ:

トーク:

月例会

デモ:

トーク;

中級セミナ一

月例会

デモ:

トーク:

月例会

デモ:

トーク:

"cause/effect" (EP Book 2 pp.87-88) 唐木田照代

「つづりの学習法を考える」 安西聖雄

渋谷区立新橋区民会館

“where (rel.)" (EP Book 2 p. 17) 植田恵子

「英語教育再考一小学校から大学まで」 阿部幸枝

中野サンプラザ

中野サンプラザ

passive voice 佐藤正人

Round the table discussion on what 近藤悠子

GDM can offer in the 21C 

目黒区立下目黒住区センター

comparison (EP Book 2 p. 60-) 黒瀬るみ

oppositesを考えれば英語の basicstruc- 牧雅夫

tureカfよくわかる
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.2001年
1月 6-7日 初級セミナー 三田福祉会館

1月27日 月例会 目黒区立田道住区センター

デモ: “go" (EP Book 1 p.29) 菅生由紀子

トーク: 「社会人の外国語学習と GDMJ 千葉洋子

2月24日 月例会 神奈川県民センター

デモ: “near/far" 箕田兵衛

トーク : 「英語発音のチェ ックポイント」 中郷慶(愛知淑徳大学)

3月17日 月例会 豊島区立勤労福祉会館

デモ: EP Book 2 pp. 4-6 (志木高校生徒) 新井等

トーク: 「ベーシックイングリッシュに親しむ」 加藤准子

4月21日 月例会 船橋市立中央公民館

デモ: “keep" (EP Book 1 pp. 96-98) 村田晴子

トーク: 「会話の中の暖昧さ」 田中典子(明海大学)

5月13日 月例会 目黒区立下目黒住区センター

デモ: “who (Rel.)" 中山滋樹

トーク: rGDMの教授学的特徴を考える」 磯野秀仁

5月26-27日 GDM発音ワークショップ 2001 川崎市青少年の家

6月10日 第44回 GDM英語教授法公開講演会すみだ産業会館

1 講演 rGDMとは一英語教育の流れの中で」 相沢佳子

2 授業実演 唐木田照代

3 参加授業 1) r英語以外の外国語第一時間目J 伴野温子

2) r少しすすんだクラス :haveJ 竹内久枝

3) rすすんだクラス:same/differentJ 新井等

7月14日 月例会/総会 目黒区立田道住区センター

デモ: “Where?" 多羅深雪

。。。西日本支部活動報告+++

.2000年
9月17日 月例会 大阪市立弁天町市民学習センター

号ロ室'JLl苦詮Zふ~、 『道具としてのベーシック英語教本』

デモ : “ part" 

10月22日 月例会 大阪市立弁天町市民学習センター

号jlJ室L 霊E佳~~ 『道具としてのベーシック英語教本』

デモ : “before" 

11月 5日 初級セミナー 大阪市立弁天町市民学習センター

12月9日 月例会 大阪市立弁天町市民学習センター
ー日τ冗'"'<音事.宏J、 Richards， I.A. & Gibson， C. Learning 

Basic English 

デモ: Which? which (rel.) 

ム
京
ム
一
品

例

書

月

読

年例

日
0
日

司

ζ

ドい・ー
大阪市立弁天町市民学習センター

Richards， I.A. & Gibson， C. Learning 

Bωic English 

What? 

大阪市立弁天町市民学習センター

「おもしろ英語体験」

EP. Book 1 p. 4-p. 12 

愛知県青年会館

愛知県青年会館

get 

2月18日

3月10日

デモ:

初級セミナー

弁天町春のセンター祭り

デモ:

3月24日， 25日 中級セミナー

3月25日 月例会

デモ:
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後藤寛著

松川和子

後藤寛著

此枝洋子

麻田暁枝

宮本涼子

松川和子

片桐ょう子



4月22日

パネルデイスカッション 「わたしのめざす英語教育」 中郷慶松浦克己，水谷広子，

石井恵子(司会)

大阪市立弁天町市民学習センター

Richards， f:A. & Gibson， C. Learning 

Basic English 

“who" 此枝洋子

大阪市立弁天町市民学習センター

Richards， I.A. & Gibson， C. Learning 

Basic English 

“come" 麻田暁枝

大阪市立弁天町市民学習センター

Richards， I.A. & Gibson， C. Learning 

Basic English 

“into， out of， through" 

月例会
号室三缶.，d、
ロゾ'L苦言:z:;;

5月20日

デモ:

月例会

読書会

7月7日
-
ム
ロ
ム
一
品

モ

例

書

デ

月

読

ム京総部支
:
本

モ
日

デ

西

松川和子

公開講演会

6月24日(日 GDM教授法「公開セミナー」 大阪国際交流センター

講演 『英語を「勉強」しないでうまくなりたい 片桐ユズル

GDMによる体験授業

人へ』

l. rアラビア語一時間目の授業」

2 r英語 :前置詞 in， onJ 

r公立高校で GDMは可能か』

樋山貴彦

片桐ヨウコ

中山滋樹授業報告

意味の三角形から見れば

一マーク・ピーターセンの新著『痛快! コ

ミュニケーション英語学』は，日本人が間違

えやすいポイントをまとめた一冊だ。同じ未

来形でも rwillJ より rbegoing tOJの方が

rlf'予定が決まっている』 というニュアンス

が強い」とか，英和辞典にも載っている

r will= ~でしょう」という訳は誤りなど，

→理解ー

つ つ

つつ

つつ

will =でしょう

記者には目からうろこだった。

「中学や高校の英語の先生たちは一生懸命

に教えている O でも，受験を前にすると“一

つの単語には一つの意味"というように，単

純化して教えざるを得ない。その弊害が出て

いるのでしょう J.. . (宮代栄一)

一朝日新聞 5月 9日夕刊

/ 
He will take hls hat . -
o符thetable. 
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GDMビデオ全リスト

(特価提供中)

研究・教育目的のために LanguageResearch， Inc.から特別に許可をもらっており，洋販発行

のものとは別の音源を使っています。

ENGLlSH THROUGH VIDEO EP 1， 4-51の絵に音声をつけた最もスタンダードな AV教

材。

ENGLlSH THROUGH TELEVISION EP 1の後半にもとづきながら，単語と文型をいくらか

ふくらませ，アメリカの日常生活をえがいている。各レッスンはA，B， C，の 3部分に分かれ，

Aは soundのみによる導入 Bは音声のあとにリピートのときに captionがあらわれる。 Cはテ

スト用で，絵が先にあらわれ，あとに caption/soundがくる(全 3巻)。

Video 1 : Lessons 13-17 (EP， 58-81) 

Video 2 : Lessons 18-21 (EP， 82-100) 

Video 3 : Lessons 22-23 (EP， 101-112) 

SPANISH THROUGH VIDEO Spanish Through Pictures， Book 1， 1・40.Cartoons. 

アニメ版はじめてのにほんご 円まじめてのにほんご.!IJP 1， 1-51ページの cartoons.

ビデオはじめてのにほんご アニメと音声による導入からはじめ，ライブと書き順と読み方練

習を組み合わせた画期的な日本語 AV教材(全4巻)。

その 1 ステップ 1-3 (JP 1， 3-12) 

その 2 ステップ 4-6 (JPl， 13-19) 

その 3 ステップ 7-9 (JP 1， 20-30) 

その 4 ステップ10-11(JP 1， 31-36) 

はじめてのかきかた 『はじめてのにほんご.n3-36ページの，ひらがな，カタカナの書き方を

おしえます。

価格は単品 1巻3，000円(送料サービス)。

English Through Video & English Through Televisionの4巻セット特価10，000円(+送料)

「ビデオはじめてのにほんごJ 4巻セット特価10，000円(+送料)

問い合わせ・注文片桐ユズル

干603-8035京都市北区上賀茂朝露ケ原町16フォルム上賀茂202

TEL/FAX: 075-712-1951 

Email: yuzuru@kyoto-seika.ac.jp 

送金は郵便振替 o 1 0 00-3 -1 2 3 7 9 片桐ユズル研究室

• ， 
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