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テストのいろいろ

書くカの不足， spelling等

s以上の諸点を考えて必要な点だけをテストす

‘るようにすれば，生徒もむしろテストをたの

F しむようになる。 ~

第三i乙，小テストを度々行う場合，テスト

に要する時聞を最小限lこし，授業時聞にさし

っかえないように計画することが必要であ

る。また，教師の負担があまり多くならない

ように，採点に手聞のかからないものでない

と，長続きしない結果になる。

以よの諸点を考えて，従来行われているい

わゆる Papertestの普通の形式以外のテス

トの形を二，三次にあげてみる。

English ~hrough Pictures，および Learri，;.;

ing English Languageの workbookに

でている線習問題は，そのままテストとして

用いることができるから workbook を一

回ととに採点し，これをテストとして扱うこ

とができる。 L.E.L.の workbook の問

題の一部は Teachers'Handbook にもでて

いるので，これらの参照をおすすめする o

True-false : この種のテストは，‘社会科

や理科などで，授けた一定の知識をためすの

に有効な方法であるが，英語に利用する時

は，何か制限をつくらないと z 英語の力以外

の要素によって左右されることが多く，また

生徒の常設の範囲から出題しようとすると，

絶対的に trueまたは falseの文を作成す

穂美沢士ロ

小人数のクラスでは，あまりテストを行う

必要がないこともあるが，現庄の中学のよう

に多人数のクラスでは，生徒のカを試すため

だけでなく，授業の効果を確かめるためにも

テストに頼ちなければならないことが多い。

第一に，テストは学期試験というような大

きなものを回数を少く行うよりも，むしろ

exercise の形での小テストを回数多く実施

することが望ましい。これは，生徒の成演評

価を公平にするためだけでなく，試験に対す

る恐怖心を除き，いわゆる一夜ずけの試験勉

強をふせぎ平素の勉強に重点をおく習慣を養

うのに役に立つ。

第二i乙，これらの小テストは，進度に従っ

て授業の効果を確めて，教師の反省の材斜に

するために，なるべく目的のはっきりしたも

のを作成しなくてはならない。すなわち，テ

ストの目的以外の原因で成績が左右されるこ

となく，テストしようとする目的の項目の結

果が，直接表れるような方式に作成しなくて

はならない。

生徒がテストft:1E解を出せない原因を考え

てみると次の諸点をあげることができる。

1.問題のやりかたがわからない。英語で指

示されている場合などにおこり易い。

2.問題の与えられた文章がわからない。

3.IE しい答がわからない。

4.解答がわかっても，それを表現できない
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る乙とが医難であり，またテストしようとす

る文型や単語を使いこなせない難がある。し

かし，画や実物を使って situationを限定

し，その situation，ζ合致するものを true

とし， しないものを false とすれば，下級

用のテストとしては，非常に有効なものであ

Oralでやれば，純粋な hearingのテ

ストになるし，文をプリントして渡せば， 乙

る。

れも他の要素を交えない readingのテスト

になる。また採点が簡単なので生徒同志にさ

せることもできるし，時間もかからない。但

し，乙の種のテストに用いる文章そのものは

すべて正しいものを用い，内容で true-false

を判定するようにし，女そのものの mistake

を捜させることのないようにしなくてはなら

ない。

Drawing picture :このテストも oralで

やれば hearing， またプリントlこすれば

reading についてのほぼ純粋な結果が得られ

るとく初歩向きのテストであり，採点も簡単

である。これは短い文によって次々と示され

る situation を次々と各自が画に表してゆ

くものである。例えば，はじめに半紙の四つ

切り位の紙に部屋の out1ine を書かせる o

乙乙までは日本語で説明して一人もまちがわ

ないように黒板に示す。次に，下記のような

文章を一つずつ関をあけて読みあげて，それ

を図で示させる。

A table is.in the room. 

Books are on the table (一つ奮い

たのは誤り，二つ以上書けばE解〉

There are two windows. 

One window is operi. and the 

other is shut. 

A clock is on the wall. 

The time is three. 

Be 動詞と前置詞を使っていくらでも文章は

できる。

¥ 
Compreh，ω説。n:ζれは中級以上に用い

ることのできる形式である。ふつうは少し長

い readingmaterial を続ませてヲ乙れに

ついての true-false.multiple choice，ま

たは questionaanswer を行うもので，普

通は reading-wri tingで行われることが多

いが，乙れを material だけ， または後半

のテストの部分だけを oral，とすることもで

きるo しかし，乙れを hearing のテストと

して行う時は， answerを書かせれば，そこ

l乙 writing の要素が交って来て， 純粋な

hearing のテストにならないので，私は次

のようにしてみた。すなわち materialK 

storyのように筋のあるものを選んで聞かせ

たのち，その大要を日本語で書かせるのであ

る。乙の方法は，始めから Direct Method 

で育って来?こ生徒にとっては，線訳という要

素が加わるのでかえって難しいというととも

考えられるが普通の訳読式をやって来た生徒

の耳の力を知るのには大いに役に立っている

以上は hearing のテストとして可能な

ものであるが.speakingのテストはどうし

ても一人ー人やらなくてはならないので時間

を取るが，乙れは教室の dril1の時注意して

いれば，別にテストをする必要はあまりない

ことが多い。強いてするとなれば，実物また

は，闘を用いて，示された situationK対す

る oralfree composition をやることがで

きる。一人一人の点をノートにメモする時聞

を除くためには，生徒のネームカードを用意

して drillしながらそのカードを机の上の

置くときに三，または四段階に区別して，あと

で結果を記入するよう lとすれば時間の節約に

なる。またこれを writing でやればwrit-

ingと発表カのテストになる。この種のテス

トで， 、教室ではあまり目立たないが，よく理

解している成緩のよい生徒を見出すことがで

きる。またこの freecomposition に用い
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る単語， phraseまたは文型を指定すること

もできる。

以上のほかパターン・プラクティスを応用

したもの，プランクをうずめるもの，半分ず

つの文章を合せて意味を正しくするもの，文

章と画とを合せるもの，無意味に並べた単

語，または phraseを正しい文章に置きかえ

るものなど，訳を使わないでもテストの種類

は数え切れないほどあるので，各位の御研究

に期待してこの項を終りにする。

ニュース

10~ 定例研究会は10月21 日〈月) ，午後4

時から 6時まで，ルーテル英語学校で関かれ

ました。 9月に制度役員等をととのえてから

最初の研究会でしたので，受付の杭などもで

き，会員もーそう張り切って出席しました。

津田熱大学教授 MissMaty Chappellを

お招きして，乙の夏，津図書長大学で行われ

た，米国 BrownUniversityの Twaddell

博土の講演についての伝達講演を聞きまし

た。 Twaddell博土は，米国で下イツ語を教

えた経験から，外国語の学習が，歴史，地理

等の他の学科の学習と違い，知識を得るだけ

では役にたつものでないことを，自転車乗り

の練習にたとえて説明し，言語そのものに関

する知識よりも，それを使いこなす蘇習が大

切であることを力説し，さらに次の点を強調

されました。すなわち，注意深く用意された教

対が必要なとと。よい model を imitate

することが必要なこと。 適切な adviceや

instruction が必要なこと。 よい speech 

habitをつくるためにはよ thoughthabitか

ら出発しなければならないこと。また教師に

ついては，正確さの方がりゅうちょうなこと

より重要であることなどでした。

栂演の後，個々の点について会員の盛んな

discussionがありましたが，結極，細い点

の取り扱い方には，我々の方法といくらかの

遣いはあるとしても，大きな方針，教え方に

ついての意見は，全面的に一致しているとい

う結論を得てこの研究会を終りました。

11月定例研覧会は11月18日〈見)午後4時

からいつものようにルーテル英語学校で関か

れました。ひさしぶりのデモンストV ーショ

ン。まず渡辺せつ子きんが“Youare 

learners. ，.と言われたときは，一同どう

なるかと思ったものです。ゃったところは

“seem"のところ。何を答えていいのやら，ま

とまとしてしまいました。あとで infinitive

の導入の仕方について discussion

ました。

があり

片桐ユズルさんのデモンストvーションは

小学5年生を使って beforeと after(ωn-

junction)でした。まず前置詞としての用法

から入りましたが，その細かい gradingの

よさ，発音の自然で正確な乙と，大いに見習

うべきと感じさせられました。生徒たちが，

なれないせいか，はじめはうまく乗ってこな

いようでしたが，終り噴になると We said 

"Good afternoon， Mr. Katagiri" af-

ter you said“Good aftern∞n， boys and 

girls. ..というような長いセンテンスを小さ

な子が平気で言うのを見て大人たちはためい

きをもらしたものです。生徒たちのイントネ

ーショシがまったく自然なのは，彼らが英語

で考えているからであって，それが乙のメ Y

Fの特長なのだ，とミス・チャペルがおほめ

になりました。 Writingの練習として高木

さんの発明になる単語の尻とりなど珍らしい

方法も紹介されまjした。

乙の日の会は吉沢さんが風邪で，阿江さん

がけがをなさってお見えにならず，いつもと

ちがった雰囲気でした。
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構専修大学講堂を会場として関かれ，千名近 分で英語を身につける作業が少いのでこれを

い参加者を集めて例年の如く盛会であった。 強化すること，参考書等も3(戸手前の古い文体

中学の公開凌禁は，特に新しい教授技術の は訂正を要すること7structureのdrillを加

発表というものではなかったが， oral ques- 味したよい教科書参考書の作成が翠まれた。

tions に対し生徒諸君もよく答えていた。 大学部会では第一日公開援業(大学)のか

Gra，ded Direct Method でやるように， なりきびしい検討のあと，実用英語と教養面

sit由主tionを与えて，生徒自ら作り出す下リ と・の対立については，話し，書く等の力が教

ルを加味すれば更に活発になったであろう o 養を得る手段を妥けている。叉2.-その技術

第二日の中，高，大学各部会で共通のテーマ 自体が教養を凌けていることになる。という

として f社会の要求に応じた英語教育を行う 考え方が参考となった。

にはどうすればよいか』が，主催者より提出 叉東京外大心理のA氏より入試に見た心理

されたが，中学部会では更に問題をしぼっ として， 1.英語の力と理数科の力は別系統

て， Graded Direct Metbodの講習を受け のように考えられているが，英湿の相関は大

られたとドう日大附中F氏提議のli'oral.dril1 きし今年度教育大の例では英数の相関の方

を棒読してゆぐ上での問題却に討議を集中 か英国の相関より大きかったこと， 2.全般

した。上級民なるにつれ，用語がふえ教材が は浪人{年がよい成轟で合格するが，特に優

複雑になり教師の実力や入試の影響により れた成貨を示す者はその年度の卒業生であ

oral work が昆翼震になるとの芦に対して， る，但し英語は長く浪人した者麗成讃がよく

上訟でその量の滋ることの当否は結論が出な なっている。等の興味ある報告があった。

かったが，何れiとしてもポイ y トを押えてそ 最後に要旨次の如き決議があった。

れに集中すること，叉 oralworkの真義を 1 .大学の一般教養課程に於ては教養面ばか

追求実践してその概念規定を大巾にすること りでなく，実用面も考えて現代文を多くし，

などに解決のヒ y トが見出された。 殻解カだけでなく話し方にもカを入れる。

ELEC で作成中の教科書か羽海密主義であ 2.入試問題の作成に当っては中学高校の英

るという一部の非難に対し司会池永先生より 語教脊の目的に即したものへと努力する。

関係者の立温から， {J年間120時間として教 第七回全国英語研虫会は11月14-16日，名

師用を先に作っていること， Book oneを継 古屋南山大学講堂に全国津々浦々の団桝℃表

続しながら今 twof乙移っているが末寛成の 千余を集めてこれ亦盛会であった。第一日文

為発表の段階に至ってないのが実情であるか 部省宍戸先生の講演は広くわが国の教育制度

ら誤解しないでほしいごと，自分としては湧 教育課程変遷の動きの上から英語科の現状

場担当者の立場として生徒の興味に郎すこと を解説された後，英語指導に・ついては先生方

を主議している』などの説明があった。 の精力の最善活用と効期令指導を強調され，

高校部会では，父兄も式会詳も社会でありそ Pattern Practice についてはM:etbod の

の要望に応える乙とも社会の要望に応える道 為に子供を使うのでなく .Metbod.の方を

とも考えられるが，広く身につく英語という 子供花利用して行く乙と，中，高，式会詳の連絡

意味で問題の討議をしぼった。それには教科 区ついてはお互いに緩い心で混濁し合L、生'oc-~ . :.. 

賓と教師自身とのニ点に問題があるとし，蹄 徒を会人的に見て指甑Jて行〈と£などを坦 二
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て諮られた。続いて立つ石橋教授は，我が国 英語を学んでもそノにならない原因について

英語教育技術が先進国のそれに比して30年も 質問があり，ロ γ ずン大学の日本語科では，

.遅れていて，効果がよってなかったとする説

に対して，安政の普以来本邦英語教育史をひ

もといて乙れを反論し，明治以来の方法は決

して無駄でなか-った。その時代の国情に合っ

ていた。今はその使命は終った。今後は聞く

話すにもカを入れた方法を考えるのが我々の

行き方である。色々なことを言われでも決し

てびくびくすることはない。我々の努力が足

りなかったのでもない。各種の oralによる

、指導もかなり行われている。切角始めたもの

を続けることだ， I色々の困難もあろうが実行

せねば現状は脱し得ぬ。云々と，万丈の気焔

を吐かれ，我々 Graded Direct Method 

を推進しようとする者にもーしお感銘が深か

った。 (K.N.D.) 

F.J.・ダニエルズ氏(ロシドン大学日本語

科主任)が11月30日東京アメリカ文化センタ

ーで，rホンヤクJについて講演した。氏は戦

前日本にあり，はじめはベーシッグに反対で

あったがたまたまオグヂンの Bas.icWords 

などを見て，その言語分椋の立派きに感動

し，日本語のベーシック英語訳辞典を篇纂し

た人である。乙の日は，詩のホンヤクにおけ

る量感の一致のため，素音，シラブルの乗数

値を利用する私案を諮ったのち，辞書の問題

に言及，また目的によって辞書の種数をふた

・.つにわけた。即ち Dictionariesfor readers 

と Dictionariesfor .transtatorsである。

特区ホンヤグのための辞書は，可能性のある

あらゆる釈震をのせなければならな1，'0
司、日本語の英語訳辞典を作る場合その文脈に

よって，おそらく無数の英語釈が考えられ，

すべてを網羅することは，不可能に近い。し

日本語だけを徹臨悦教えているから jそ乙

で3年日本語を学んだ人が日本へ来ても大丈

夫やって行けるほどのカがつくということだ

った。 (K.) 

テレビ評

思わぬ怪我でギプスをはめる仕儀となり，

おかげで毎週金曜午後1時N.H.K.のMoore

先生の T.V.英語教室をゆっくり拝見でき

た。何といっても日本人の先笠の追随を許さ

ぬ点があることは確かだ。 6'How do you 

do， boys and girls ! "と徴笑して相手の

眼をじっと見つめる表情は生徒を魅きつける

に充分だろう。それに生きた言葉なのだから

na ti v e s peaker にじかにふれる御利益は大

きい。発音自体は勿論，それが出てくる直前

の口の動きと形，発音の時の息の洩れ具合な

どはっきりわかって有益である。

しかし GradedDirect Methodを学んだ

ものには教授内容の選択や，建設的であるべ

きその組立方法に幾分うなず玖ない点があ

る。各 lessonplan の主眼点がはっきりし

ないし，発展性がない。なる程話題は毎回関

連があって統一されていることはわかるが，

不用意に使はれる種々の形の文章や言いまわ

しは幼い生徒を当惑させないか。次にただで

も20分には多種すぎる内容が盛られてい志の

に，絶えず助手の日本語が時間を費してい

る。乙の通訳は生徒の hearingのカを弱め

英語の soundを破渡して有害ではないかと

さえ思う。英語だけを使ってわからせる乙之

、
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毎回目新しい guest を連れて来たりたえず

工夫研究を重ねていられる点には敬服する。

外国人に接する機会のない生徒が乙の T.;Y.

英語教室を利用できたら一層得るところが多

いと思う。(阿江美都子〉
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私:Question， Bさん.

B : Is that a picture? 

私:Answer， Cさん.

C : Yes， it is a picture. 

このやり方で be動詞を何回かしてから，

他の動詞の宋来形と進行形でもやらせ，生徒

にささせるようにしました。生徒Dを前に出

時事問題を教材に:生徒の興味を高めるた して，

めに，時事問題を教塞i乙取ちいれてみまし 私:You wil1 go to the door.{へ、
一 ・匂・

Tこ。他の方がたもすでにやっておられると思

いますが，御参考に供します。

He， Sheの練習の時， 写真を見せたり，

口で名前を云って有名な政治家などを使いま

す。 Mr:Kishi is a man. He is a man. 

といちように。

Go:のところくp.29)では岸首相などの外

国行きを。 Is，was (p.15)でも同様，またネ

ール首相父娘の来Bなどを，これは with，¥

together (p.39) のところでも使いました

し，Come.(p.ω)まで進めば更に範囲が広

く使えます。

See (p.40)の処では，学校の映画教室で

見た映画のことを映画の名前は日本語のまま

D : 1 will go to the door. 

E : She willgo to the door. 

私:Question， Fさん，

F : Will she go to thedoor， Gさん?

G : Yes， she will go to the door. 

というよう l乙。

少しキカイ的になるキライがありますが，

全部の生徒が，質問を行うチャンスを持つこ

とができました。ただし，だれないうちに切

り上げることが必要です。叉，次のようにも

やってみました2 生徒Hf乙鈴筆を何本か持た

せました。 YouwiU give a question. 

H : Are these pencils. 1さん?

¥ 

1 : Yes. they are pencils. 

用います。 今度は Iさんにペンを一本もたせました。

Ear1h Satel1iteというような単語は難し 1 : Is this a pencil， Jさん?

い言葉ですが，生徒の興味が深川ですぐ覚 J : No， it is riot a pencil. It is.a pen. ー ペ、弁
えまし.た。 p.175ーから p.200 前後にかけて Jさんは，もう私が持たせなくても，自分で

は絶好の材斜です。 Mayを使っては月世界' 本を持って.Is this a book. . Kさん?と質

旅行を話し合いました。限られた文型と単諮 問することができました。(片桐ヨウコ〉

を使って時事問題の一端にふれることができ

た時，生徒の顔も輝いています。〈伊木英子) .広告

Qu倒 tiODS のドリルをするにはどうした

らいいか迷っていたとき.Fri俗博士の 'Po.t

terns 01 English •ぬntent:8$ を見て思いつ

いてやってみました。

まずー枚の絵をみせて，生徒Aをきしまし

た。

A : That is ~ .picture:.:← 

.<， 、 -.-、 古'屯 匂 τ 、、，
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時間海部そのたなんでもパートタイム・ジ

ョプやりたし。杉並区大宮前3-104石井文子

求小学生肉個人かグループ教授，大岡山近

く。 (49)6206目黒区三回54 本間幸子

Basie En空~1.h 協会〈渋谷区原宿2-170)
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Question Box 

Q:学校でなくても企業内で従業員の英語教

育，~ G.D.M.を適用きれないでしょうか?

そのため講習に教員でない者でも英語の理

解カがあれば参加できるでしょうか?

神戸であったような 5日開講習の予定はほ

かにありませんか?

G.D.M.の guidebookは?

(目立造船・大山〉

A:もちろん出来ます。今までも会社のエン

ジニアにこの方法で教えたこともあります

し，自衛隊の英語教育も一部分G.D.M.にも

とずいています。英語を読めて書ける場合に

は話せるようにするのに非常に効果がありま

す。それよりも，また大人でも初心者なら

ば，更に大きい結果を得られる。?こだ(1)適当

な先生を得る ζとが絶対必要です。それと(2)

磁場ではとかく学校のような強制力がないの

でルーズに涜れがちですから，出欠を厳重に

するとと。乙の方法の一番大切な grading

によって一段一段つみ重ねていく過程が乙わ

されてしまうからです。

講習にはもちろん英語のカと教える意志、さ

えあれば，どなたでも参加できます。講習は

例年4-5月に毎週1回約8週間つつ.きのも

のが東京ルーテル英語学校で行われてきまし

たカ九来年度の予定はまだ決っていません，

次号でお答えできると思いますo神戸式の 5

日間集中的講習についても未定です。

G.D.M.の教師用書は Tωc1ar'sHtmd-

book for English through Pictur6S by 

Mioko Y oshiza wa，￥360. 

なお一度英語を習ってきた年長老を乙の方

法で教える場合に注意すべき乙ともいろいろ

ありますが，長くなりますので演を改めてお

答えしたいと患います，

eto 

阿江さん負傷:11月9目午後5時賓新宿付

近の歩道上で停寧中のトラッグの後を通ろう -f

とした時，急l乙メックしてきたトラックと壁

の聞にはさまれて肩に全治4週間の骨折とい

う重傷でしたが経過は良好。

小安さん:11月13目玉のようなお慢さんのお

母さんになられた。

文化学院では阿江さんと小安さんがお休み

なので吉沢さんと渡辺せっ子さんのピンチ写

ッターによって授業が行われています。いま

まで出来る生徒は難しい問題，出来ない生徒

はそれなりにふさわしい問題をあてられてい

たのに，乙んどは知らない先生からカ -f

でばりばりあてられるので，大恐慌だそうで

す。

A First Workbook of French (Based 

on French through Pictures) がポケット

ブックで出ました。ぜんぜんはじめての外国

語をこの方法でやったらどんな気持がする

か，Through Pictures とこの W01幼 ωk

とすばらしい LPのフランス語のνコー下も

ありますから，やってごらんになると面白い

と思います。ほかに下イツ語，イタリー語，

スペイン諾，へプライ語とへプライ語の書き

方の本などもあります。

月例研究会は特に通知のないかぎり毎第

3月曜日4.00-6.00ルーテル英語学校で行

L丸ます。当日の会場費50円，会員以外の方

でも出席できます。

ス会希望者は1年分会費 2∞向を同封し

て杉並区弁お-106片桐ユズルまで御一報

ください。会員には会報(季刊〉と研究会

濁，日時など変更の渇合は通知をさしあげ

ます。

し…N
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問題批判を特集じたいと思いまするそのおつ

もりで，問題を集めたり，感想，讃君事など心

がけておいて下さい。

Harvard Graded: Direct . Meth叫

Teachers' Group News Bulletin 

No.2 1951年主2月16日発行

発計者:Harvard‘ Graded Direct 

Method'T飽 chers'Group 

.編集者:片綱ユズル

.杉並区弁総-106".、:

銅灘濯防、らl

合広告ー質問・ 2 ユース?すてきな ide.a..な

どあったら，ぜひお知ちせください。お待ち

してL¥ます。電話(39)6530都立杉並高校，ま

たは(38)九41--3 (女子美大〉どちらもカタ

ギリまで。

合12月の例会は16自4:∞-6:00p..m.新宿メ

イフラワーでクリスマス・バーテイです。会

費 3∞円

台次号は， .1958年 4月賓の予定で，入学試験

- . 

English thrω:gh Pictur釘…・…..￥170 ' . Anglophone Records for' English 

Jii:か7何stW01'劫ωioザifEnglish.…….日….日.

Tω劫er'sHondbω00，“rk for English 約￥1口1，400each.御注文うけてから，

tJrrough Pictures by Mioko 1 -2ヶ月でお手もとに属きます。

Yoshizawa.……..・・・……・・・・・・・・・￥3ω

東京都中央区日チャールズ.E・タトル商会
本橋高島屋5隠

電話千代田 (27)9929 

英語を主とした高校課程

による

問主E美都子

小安 総

Harvard Graded Direct. Method 
独特の組織的英語教授法で徹底的に

基礎をかためた上で内弁の先生遠の

指導の下に笑際iζ佼立つ英語を修得させる

Harvard Method. 

当握

1958年度f 入学

申込受付 1総 年 1沼 10日より

文化学院英語務
国軍お茶の水駅下車

221'5 

東京都千代田区神田厳河合2-5

Telぺ29)2 2 7 4. 、
.: 
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