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English Through Pictures， Boak 2 

を授業に利用しはじめて

1.はじめに

吉沢.升川両先生を北陸の橿井へお迎えし

たのは，昨年の11月でした。福井商業高校で

県の英語研究会が開かれ，升川先生の研究授

業.その後吉沢先生の G.D.M.についてのお

はない質疑応答が行なわれ，私はなんら目

的もなしに出席したのでしたa その帰りに本

屋へ立寄り， EP 2を買って、横になりなが

ら読み始めました。ページを追うにつれ.こ

れはただならぬ書物であると感じはじめ.何

とか生徒に紹介せねばと一種の決意が生れる

のを感じました。というのは私も教員生活8

年を過してきましたが.受験だやれ進度だと

迷いながら，いつも欲求不満に悩まされて今

日に至ったといってもよいでしょう。持に英

作文の授業の如きは、気の善い生徒が三文の

行を写し間違えて，珍答を板書した時ぐらい

しか笑えませんでした。こんな有様ですから，

何か本物の英語教育をやってやりたいという

エネルギーが，膿のようにたまって，今その

排出の時機が訪れたと言えぽ.学問の官演に

なりましょうか。.このような気持で， EPlと

2を，語い・内容・文型の三面から，まった

く我流に整理してみました。

鈴木弘之

2. 語いについて

EPが BasicEnglishに基ずいでいるこ

とは，いまさら言うまでもありません。 EP

1， p.17に“Thisbook will teach you 

the first steps of English. It gives you 

about 500 important ¥¥"ords in sentences. 

with the meaning sho¥¥"n through pictures:' 

EP 2 .p. 2にリThatbook (EPl) uses 

about five hundred words of English in 

a great number of different ways. lJsing 

those same words. together with about 

the same number of ne¥¥' ¥¥'ords and more 

pictures. thi s book EP2) goes farther 

into the language. This new book uses 

abou t a thousand words of Eng lis h." と

あります。

その他， EPを支える大事な語pとして，

多くの重要な歴史的人物が現れます'0:EP 1 

では Newton等 5，EP 2では，ガリレオを

中心として.孔子，孟子.プレークまであら

われ，その数は30人をこします3

また EP1で専問的な語いと思われるのは、

new moon， light year.等 2，3にすぎませ

んが， EP 2では feed.bac k; :feed. forward， 

photosynthes is等50近て出できます。
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3.内容について

EP 2は233ページから成り立っています

が，章にも節にも分けでありません。相互関

連の上に立っているために分けられないので'

す。しかし生徒にこの textの不思議な力を

紹介するために，次のような一枚に矢印等を

用いで，まとめてみました。

最も簡単に要約すれば， p.230に図示され

ているように，主体→総体，個人→事物一般

へと世界が拡がっていくのです。それを支え

るものは understanding. knowledge. 

thinkingであり，その手段は speech.la ng-

uageであると強調しているようです。

4. 文型について

いかなる教科書でも生徒に利用させるため

とは.文型の面でも細心の注意を払わなけれ

lまなりません。したがって，どんな方法で文

型を整理すべきか迷いました。そのあげく，

安易な自分勝手な方法ですが，音量口直太郎・

高木大幹共著，英文解釈便覧(ATable of 

English Translation)評論社を参考にして，

盤理分類してみました。その結果， School 

grammarで目標としている事項は完全にカ

バーされていること.比較に関する文型がき

わめて多いことが特筆すべきことでしょう。

これらについては，後日機会があれば述べさ

せていた疋きますー0・待に文型の面の整理は今

後の大きな課題だと思います。

5 Teaching Practice (2年12組を中心に

して)

以上の調査を終えて.三学期から実際に授

業に利用しました。私は一年生 4クラス 2

年生 2クラスを担当していましたから.全生

徒に textを買わせ.進度の差は生じました

が，それぞれのクラスで尊い経験を得ました。

6クラスの中で最も充実して行なえたのは，

2年12組でそれについて，少し述べます。

この学級は，本校第E類型(進学希望者)

50名から成っています。第E類型 200名のう

ち成績上位者1∞名を特別編成し，残り l∞

名を均等に配分した 1つが2年12組(他の l

つは 2年10組)です。又学校全体のレベルは，

福井市内に普通高校が3校あって，そのうち

の3番目と言われているように，決して学習

意欲の旺盛な高校とは言われません。

この学級で，Reader 3/week. GramIJiar 

& Composition 2. NHK-Listen to me 1計

6/week のうち， Lを除く 5/weekを私が担

当していました。 ト3学期始めから中間考査ま

では 21-6時間，中間考査以後年度末までは

5/6時間を EP2に当て，試験範囲はプリ

ントでカバーし，完全な自学自習をさせるこ

とによって，他の第E類型3クラスと同問題

で受験させ，何とか危機を逃れました。この

ようにして30時間程試行錯誤的授業をくり返

した後， 2月27日に，本校英語科内の研究会

で授業を観でいただき.反省会も開いてもら

いました。教案は別紙の通りです。その結果

については割愛させていただきますが，ただ

自分にとっては，少なくともよい勉強になり，

今後の足がかりができたという事です。

EP2の授業を終えた学年末に次のアンケ

ートをとってみました。
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第 l表

対 象 2年12組 49名(1名欠席)

実施日昭和43年3月9臼

問 1 従来のR.G&Cにくらべて

a.楽しかった 61.2% 

b. つまらなかった 8.2% 

C. 変りなし 30.6% 

問2 英語で考え.英語で発表す

ることによっで英語を本当に学

習しているという感じは

a. わいてきた ー 61.2%

b. わからない(以前よりも) 6.1% 

と.変りなし 32.7% 

問 3 従来よりも学習内容が

a. 緊張しで疲れるけども身に

つく 53.1% 

b. 疲れるだ:十で身につかない

22.4% 

C. 変りなし 24.5% 

問4 授業中の自分(生徒)の態度は

a. 授業に引きずり込まれる73.5%

b.従来より息抜きできる '10.2%

C. 変りなし 16.3% 

問5 大学受験にマイナスになると

a.思わなかった 26.5% 

b. なると思い不安だった 30.6% 

c .変りなし 42.9% 

次に他の均等配分された学級(2年10組)

との比較をしてみますコ式験問題は R60点，

G& C40点で第E類型 200名に共通のペーパ

ーテストす。(第 2表)

6. 43年度の計画

本年度は一年生 480名 10クラス全員が週

1/6時間を EPlを利用した授業を受けま

す。担当教官 3名。 2年からは類型別に学級

編成されるので，第 IA類型 2クラス(女子

第 2表

1月8日 2月12-
授業 2月5日 3月12日

学級 授業内容
担当者理Z話主盟一中平間均考査点 哩定説り間一期平末均考査点

Reader × 3 3 

× 2 55.4 2 48.2 

tton 

Listen × 1 tome 

EP2 × 。 O 

R個 der s 2 o 

。r旭&町 r

s l 55.5 o 1 45.3 
2の12

C咽 posi-
(+0.1) 1(-2.9) ti叩

Listenω 
S l 

me 

EP2 × 2 5 

96名)を対象に私がEP2を週 5/6時間行

ないます。残りの 1/6時間は， ~HKの

Listen to meですョ 44年度も第 IA類型は

学級編成に変更がありませんから， 2年間継

続して EPの授業を担当できる予定です。な

お上の 2クラスのうちの 1学級を私がホーム

担任も兼ねて川ます。

最後に，私はまだ EPを片手にヨチヨチ歩

きを始めたばかりですが，いろいろ親切に御

指導下さっている片桐・升川両先生及ぴ並々

ならぬ理解と協力を惜まない羽水高校英語科

の先生方に感謝しつつ，第 1回の報告を終ら

せていただきます。 昭和43年 3月

(福井県立羽水高校教諭)

News 

岡部幸枝さん 7月24日に男子2人誕生一一

秀紀(ヒデノリ)君，伸哉(シンヤ)君。
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【名著紹介}

Basic English and Its. Uses 

葛 戸 克 憲
ネ袋 町

English Through Pictures を使って一

つ大きな疑問に思っていたことは，この教材

やその配列は日本の現状;こ合っていないんじ

自ないかということでしたこ

これ:二フリーズの“Foundationfor Eng-

lish ~re辻 c !1 ing" iページでしたか

Tne second consideration upon which 

this selection rested was the results of 

a careful comparison of the basic signal-

ling de，.ices of Japanese with the active 
functioning patterns of English. というく

だり.すなわち.英語の言語記号の仕組みと

して重要な事柄と同時;二号[!I語の基本的なや

り方と対照的である事情を初期;こ導入し教材

全般:こわたって用い発展させる.ということ

'デて・→-
、‘司

金界的にみて特異三言語精造をもっB

本語を号国語とする日本の学生:こは当然違っ

た配吹が£つで然るべき三こ患ったのです乙

じかし.この BasicEnglish andlts uses 

を読んで¥E.P.の背後:こ;;Basic English 

という大きな母体があるー しかもその母体:ム

1 .世界の相互理解をめざしている=

2_単語や文型は最少限にしであるが，そ

れは使用頻度からではなく意味論上から

の重要さによる。

ここまではセミナーで学習した覚えがあり

ますと(次の事も学習したのでしょうが.はっ

きり記憶がありません0)

特に面白いと思ったのは，

3. 自という視覚が，学習に非常に役立つ

ものであるが，基本語のほとんどは視覚

的な意味をもっ。

それに

4. forgettingと rememberingの心理学

上の法則に従って教材の配列がなされている

ということ，

などです。このような充分な配慮がなされ

ている以上，今度はこのような見方から，も

う一度初学年を担当し教えようと思っていま

す。

い私の立場から特に面白かったのは，これら

を含む filmの必用を説いた第 5章言語教育に，

これ程の全面戦争を採用強力な武器を開発し

ていることは，これが今から二昔以上も前の

ことだと考えると，大へん面白いと思います=

というのも最近視聴覚教具そのものの教育

的意義を考え，それぞれの受持分野をその本

質に従ってわける必要がある。そしてそれが

できれば最も合理的かつ効果的な教育方法が

確立されると思うからです。

English Through Pictures， Books 1 and 2…………………・……・￥ 220each 

First Workbook 01 English ・H ・H ・.-……-…...・H ・-…H ・H ・....・H ・....・H ・...・H ・-…￥ 170

First Steps in Reading English ………・……...・H ・.....・H ・-.…-……...・H ・..・誓 170 

Teache'ts' Handbook 10r English Through .Pictures ・H ・…・….....・...￥ 4∞ 
Anglophone Records 10r Er.glish Through Pictures'"・H ・..……・ー￥6.α)0 each 

Filmstrips 10r English Through Pictures， Series 1 and 2….. ;Y;15. 320 each 

/.i&-

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) 7 0 7 1 

高島屋庖東京都中央区日本構高島屋

6階 TE L. (211 L 5 0 2 9 

- 4ー
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第11回公開講演会(於東京)に出席して

実際にクラスをもっていなかった昨年まで

は，自分でできもしないくせにケチをつけた

がったものだが，クラスを持っている今では，

東山・山田両先生の授業実演は両先生の個性

を生かされたすばらしいもので，ただ感嘆す

るのみ。パネルディスカッションにしろ，実演

授業にしろ，もちろん，質問もあり，意見も

ないではなかったが，時間がきわめて制約さ

れており，外部をいれての公開の催しでもあ

ったので自重する。

・実演授業

1. Hのかき方は山田先生も同様だったの

で安心した。

2. 先生と一生徒の対話{ごY~u will give 

your note books to me~' の練習があったが，

はたして実際問題として，そうたびたびこの

様な状況がありうるだろうかという疑問を持

った。(Iam here.などと同じ)。しかし，そ

の直後 stamp，coin， handkerchief， etc.の例

が出て“誰かにあげよう"ということになり，

皆一斉に手をあげ.なるほどとうなずかされ

る。

3. 山田先生が“暑いY いう意味?使われ

たhotは，直ぐテキストの wordlistにはま

だ出ていない。今までに使われたか.中学校の

教科書にあるから生徒も知っているのだろう

が， GD-Mでは hotより warmが直ぐ出てほ

しいように思う。

4.小学生グループにアルファベットの読

み方をあくまで教えていない。余計な徒労だ

と思うからである。ところが，一方，単語の

綴はあのときのように初歩の段階では Satur.

dayと口ぐせに教えるべきであると前から思

:?~てりるが，- -この点でト単語b灘かしく.なっ

吉田寵恵

てくると矛循を感じることに今気がつく(今

のうちは hat，nose ……の段階だからよいの

だが)。

5.子供の絵が上手だ。今までに何回もか

かせたことがわかる。

・パネル・ディスカッション

確かに司会者の言われた様に，少々抽象的

になったきらいがある。 What，howは当然と

して whyが大切だから宿題にするといわ

れたが，真意がつかみかねる。これは，先生

方かつ英語.英文学の専問家だからではないだ

ろうかとふと思う。

普，“役に立つ英語"ということがいわれ出

した時，時を同じうして whyが論争された。

かつて，私も一度日教組大会に不本意ながら

出席したことがあるが，今でも whyは歓迎さ

れるテーマだろう c 日教組の場合には何故英

語ばかりでなければいけないかという意味の

論争が多く，当時私は驚かされたものだが世

界語ということがいわれるようになって，今

更の知くなるほどとも思う。そういう意味の

why?なのか，それとも外国語全般に対する

whyなのか一寸わかりにくい。私は常に学生

に“Englishの究極の目的は Busines s 

Englishである"と強調している。それが偏

見であることは十分承知しながらも確信をも

っていってきた。“役に立つ英語"がいわれは

じめたとき，私は生気を吹き返したことを覚

えている。矢張り役に立ったのである。

片桐先生が外国でも英語を知らなくても大

ていの用は足りうるだろうと ωわれた。本当

だろうか。貿易実務では絶対ダメである。中

国先生もいわれた通り.その中味が問題であ

る3 私は各大学へ行くチャンスiこ私自身が

-5-
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l清からこのことについては考えていたので

興味はあったが.果して皆に共通の問題か否

か"?¥rhy;ま外人に漢字を教えているとき，

News 

サマー・セミナー，東京では7月26日から31日まで約65名が参加し盛会のうちに日大二高

を会場としておこなわれた。

関西では六甲セミナーとして， YMCAの山荘で小学5-6年生の実験クラスとともに約

人が参加して 8月19日から22日までひらかれるo

高戸克窓さん(神戸市立上野中学校)はフルプライト計画でテキサス大学に留学のため 8

月31日に出発する。

高原絡さん(松蔭女子学院大学)はインデアナ大学で 1年間，言語学を研究するため8月

に出発。

ベトナム人:こも緯国人にも台湾人にも.とに

かく治どのアジア人に見えることを利用して，

下'1:.1予想刊の局:こ入り込んでいって.英語で

物を;沢ねたりぷし込んだりする 2 その大学の

";:.:'ヒ.うUTt九iSに!期する) を知ろうとするタ

ナ乃，U0・.:';j }j疋。その時の学生にもよるの

で.その縫;:tは殆ど Oに近いが，それでも一

般に簡単なことが英語で答えられないのに驚

く そしてパントマイムが始まる。それで大

体答は察しがつく。ニのことを言つでおられ

るのだろうが.確かにマクルーハンの影響が

なくても.言葉で怠を足そうとするところに

問題はあるヴ“役に立つ英語云々"が論じられ

たとき.日教組大会で或る英語の先生が，外

人と JSナとき.すべて絵で用は足せると発言

があった よくもまあ，憶面もなく.とその

Il.lr:.t役時 三r 唖然ともしたが，今になって

みるとた兄丹I明ある先生ではなかったかと思

L かし.中l味である。矢張り実務のため

にほ'どう Lても言葉は必要である。只英語だ

けで采 Lてどの程度事足りるかということに

なるとこれは大きな廷問を含んでいるし，又.

tft '1~語と υ う必要性が切望される ェ そしてこ

この世界活;去来して今のような言葉なのだろ

うか.何らかの形象なのだろうかということ

になるとこれ也大きな問題となるで又.言葉

であるとしても短いものか.単語の羅列的な

色のになるかもしれな L、2

時々同情をもって感じることがある。

時に英語は.心臓が強いか，頭が悪い方が

speaking はできるように思うことカずある コ

学生の英語を聞きながら. (特に Freetalk. 

ikgや A.F.S.の審査の時.女子受験生がニッ

コリ笑って答えるときなど)感じることがあ

¥.t): .少なくとも男性たるものの一生をかけて

~する仕事ではないようにさえ思うことがある。

ただし.子供は一般に知能程度が高いほど英

語が上手であるように思われる。

出席者の一人の質問に「山田j を英語的ア

クセントにしては?というのがあったが.甚

だ属国的で嫌である。山田先生や片桐先生の

お答えはその点で気持がよかった。私も常に

そうしているつもり っその点，新幹線で時々.

ト・キ・ヨー(tokiyo)とかの日本語をきき，

又.カマキfェーラなどときくと全くイヤにな

る。その点.両先生のお答えは気持がよかっ

た。

パネル・ディスカッションは他のグループ

の人にはよかったかもしれないが，会員には

抽象的すぎて.真意がわかりにくかったので

はないでしょうかコ昨年の夏のセミナーとは

異り，今は吉沢先生蕃“絵で見る文型練習"

を並用しているため.忠実にその指示に従っ

てやっているので，お会いし親密感がわいた。

とにかく実演授業はわりに生徒がセレクトさ

れているグループであったにせよ，外部から

の出席者にも大きな感銘を与えたのではなか

ろうか3
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