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Basic Engl ishのむずかしさ

考えてみると ，今までに，ずいぶんいろい

ろなところで，Basic Englishについて話を

したり ，書いたりし ましたが，いつでもだい

たP，Basic Englishはこういうものである

という ，まあいわば，たてまえ的なことをい

ろいろな角度から説明して来たように思います。

ここでは，そうではなくて，もっともっと ，

わたしたち日本人にと って，それから Basicの

むずかしさにもふれて，できたらほんねをは

き出して少し書いてみたいと思います。

Basicがやさしいというのは，けっしてう

そではありませんが，かなり割引 して考えな

ければならないことは， 少し Basicを勉強 し

てみた人なら，誰でも気がついていることで

しょう 。このことにはOgden自身の考えの甘

さがあり，そこか ら出た彼の宣伝文句に責を

負ってもらわねばなりません。インドユー ロ

ピアン語族の聞のことが大きく彼の頭にあ っ

たことはたしかなようです。彼がア ジアやア

フリカを念頭において，Basic Englishのこ

とを考えていたことも初期の彼の文害でわか

りますが，はじめて英語を外国語として'主ぶ，

英語にとっての外国人の例としてだけ考え て

いたようで，アジアの，またはアフリカの，

どれかー・ヶ国語でも勉強したことがあるとい

うNt処はMっかりま せん。11，2才までの|出

FA『

孟

にこういう地域で、母国語が概念形成の枠をは

きりと背三作ってしまっている者にとって，

f ul¥ Englishの核をなしているといってもよ

いBasicのむずかしさは大きいものです。例

をあげると基本的動作品の使い方，前置詞，

冠制の用法，名詞的表現の多川などですO こ

れらはそれぞれ英語使!日共同体の人にはまこ

とにやさしいことでしょうし，仏 ・伊 ・独な

どの人たちにも本質的むずかしさは感じない

のではないでしょうか。語数が850であるこ

とは，記憶の労をはぶいてくれるのですから

たしかにやさしさの要素にはなっていますが

最後にあげた名詞的表現 (nomillale xp r e s -

s io 11 )は，fullEnglish，午キにBasicの大きな特

徴とな っていて.これは，動剖使凡lによ って

ボ脱することになれている、υ本人には相当な

重荷になることは明かで、す。

そもそも技能というものは一一一言訴を)jjl ) 

ることももちろん技能のつですがーーその

ほ能を発押する材料が少なければ少ないほど.

そのことが技能を磨き ，その技能に卜:j主する

f延また必県か くべからざる 法案とな るもので

す。大小さまざまな筆;I/fllJ/.tもあ っては，

筆をたくみに使って，さまざまな感じ.すが

た.カか、たちを表1別;見t する J位支 ih付“術II~“|ドIJ を!陪宮 く 11サfíιi自能ii厄i泡EE引t↑門!

ばわれてしまいます。日本IJ 111のある派の人た
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ちが，たった一本の筆と，墨だけで， どれほ

ど多くの形状と感じと，深さを表現してみせ

でくれるかを観察した人もあることと思いま

す。わたしもそういう場にいて息をのむ思い

でその技能のたしかさに驚日菓したことがあり

ります。

急に話が画のことになったりして，この文

を読んで下さ っている かたは， また室の連想、

の走りすぎにうんざりしたかもしれませんが，

これは，Basicのむずかしさ一一一語の少ない

ことからくるむずかしさ一一ーは， まことに貴

重なものであり ，これこそ fullEnglish に練

達するすぐれた入I.Jであることを，例をあけ‘

で示したかったためです。

動詞がたった16しかなければ，これをどう

かして，他の語(前置詞 ・名詞 ・形容詞等)

と英語らしく (文法的慣用的に)連結するす

べを考えなければなりません。われわれの創

造力と想像力を力い っぱい動員して，そのわ

ざを身につけるようにしないわけにはいきま

せん。 これは苦しいことであると同時に楽し

く， i可よりも(温iil直のあることです。このとき

に，わたしの実感では日本人として， 日本語

でっちかわれた一種の言語 competenceがた

しかに働いていることに気がつきます。 これ

は， u本語で英語を考えるというような皮相

なものではなく，どこか深い深い奥の方で言

語として成り立っかどうかを感じとるという

ようなもので，このことは，とでも ，歯ぎれ

のよいことばで説明などできません。どうや

らChomskyさんに頭をさげたようなか っこ う

になりましたが変なものです。このことはい

つかもっと深く考えて， 書くこと ができたら

書いてみたいと思つでいます。外国語をある

程度学んだあとでは，母国語によ って養われ

た言語competenceはけっして外国語の知識

を深め， またはこれを11ニjpる技をみがくとき

の邪魔にはなりません。 しかしこのことは，

たいへん微妙なことで，表面的な英文和訳や

和文英訳の方法ととりちがえられるとこまり

ます。;号外なところで、英語と H本語の共通

点が表面にあらわれてきたり ，深いところで

正しい英文はこれだという確信を，日本語を

通しての言語competenceが，持たせてくれ

たりします。

話がまたわきへそれたようですが，結論め

いたことを言うとすれば，英語らしさの核を

持 っていると忠われる BasicEnglishのむず

かしさが，そのままわれわれ LI本人に英語の

geniusを感得させてくれ，英語使川の技能を

磨くまたとない機会を )j.えてくれているとい

うことです。
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SBS(株)スクールブックサービス

〒160東京都新宿区高田馬場 1-26-5 
F 1ピル 4階

電話 03-200 -4531 

Text book 1 with 1 s t. workbook 700円
Text book II with 2 nd workbook 

Text book田

Recording Series 1 and II 
Film s t rips 1 

700円

700円

各 8，600円

10，500円

写

生
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小学生， GDIYI英語教育における評価研究
-テスト問題作成の視点、とその具体的実施方法-

|くYEC，小学生英語科

GDM評価研究会

評価研究で最も力点を置いたところは，

“テ スト問題作成の視点とその具体的実施方

法"である。私達は普段の授業でまず，us-

が計れないことがわかり， Testing point を

数枚に分けて見せる事が効果的であることに

気付いた。反面， 6年生になると structure

wordsをほとんどf走って speaking している

生徒もみられたo 母国語においても口数は少

なく，書く方が好きな生徒など，性格的な差

も児られ，同じ pictu reで Writingtestをし

た結果と比べると顕著に個人差が表われてい

る。 recordingを意識して緊張が高まり普段

の実力を出せないことが往々にあり ，授業中

においても tapeを利則するなど普手交から習慣

をつけることが大切である。 さらに 2年目，

5年生のクラスでは，教師がaction をして

生徒がspeakingする，という方法で行ったが，

普段の授業で行っていることであり ，te s tだ

からとい って異和感がないこと ，さ らに

pic tu reを見て speakingする場合と比べて，

反応しでくる相手がいることからか生徒の発

言も多く ， クラス平均85%というより正確な

習得度を測定することが出来た。一方この方

法では，教師のactionがclearであることが

大切である。

以上のテスト問題が果して適当であ ったか

どうか検討の余地もあ るが，/l:] Jffi ，方法， ど

ちらに閉しでも学年，進I交，生徒の11などを

考庖し，クラスに合ったテストをすることが

重裂である 。今回は Speaking test に焦点

を合せて述べたが，その他 3技能についても

研究を進めて来ている。それに合せて，テス

トの結果の処理とその本IlHjの仕方についても

研究を進めてい る。

tening， Speaking， Reading， W r叶iting の 4

技能を総合的に学習するよう Teachin

planを立てて指導しているが， これらが果し

てどれだけ学習されたか知るため， 4技能を

測定する問題を考察した。研究の過程で，過

去において十分な Speakingtestを実施して

いないことが明らかにな った。そこで Spea-

king test について考えた結果， 既習の言葉

を含めて，Testing point を中心に， sltua-

tionに応じて使われでいるか，speed， rhy-

thm， in tona tion， p ronuncia tionはどうか，

さらに文の羅列ではなくまとまりのある内容

かどうかといったことを Speakingtestのネ見

点とした。具体的な方法としで，① 普段の授

業を recordingする。②教師と observerが

教室に入り授業の後で、Speaking 能力を評価

する。③生徒に plcture を見せ自由にspea-

kingさせたものを recordingする。④ 教師あ

るいは生徒が:actionをし，その actionの内容

をspeakingさせ， recordingする。などの方

法が考えられる。①の場合，教師の主観に片

寄らないよう注意が必要である。

週2回で， E P 30ページを終えた 1年目の

3クラス(4包 5，6年で)Iロlじテストを行な

った。方法は 1枚の紙に18ページ以降の Tea-

ching itemをTesting.point としたp'ictu re 

を見せ，自由に speaking させたものを

recordingした。結果， 4年生の習得度は50

%で，テスト問題に 1枚の pictu reの中に全

ての 丁目tingpoin tを合めでは正確な 習得度
文責 : 加納 貴美枝
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2年前の御殿場セミナーに参加して， 1， 

Youを「自分の」ことばとして「話し」た，

全く新鮮な経験は，それ以前にはないことだ

った。素直に感動をおぼえた。それは，自分

で体験すれば納得のいくことでしょう 。私は

その時，これこそ探していた教え方・学び方

だと閃いた。私は新設の普通高校で，色々の

教材も出来る限り変化にとむ工夫をしで導入

してきたのですが，生徒の学習は概して受身

です。言葉を使うには主体性が第ーなのに，

ごの主体性の欠如をどうしたものかと考えて

きていました。 GDMは，今までになかった

とっておきの処方室を与えてくれたようです。

早速，放課後希望者を対象に，また一宇期

の初めのひと月，実験的に EPのp.30ぐら

いまで授業を試みました。私自身が未だGD

Mをよく理解しでいなか4たり，英語の理解

が不十分であ ったりで，これを克服すること

が第一に必要であることを前提にして，今の

f'''川川川

安 西聖雄

ところの生徒の様子を記しでみます。

多少出来るといわれる生徒を真にこの授業

にとりくむにはどうしたらよいか。つ まり，

本人は出来るつもりでいるのに，発話すると

なると，出来ないといわれでいる生徒よりも

できない場合がある。にもかかわらず，でき

るつもりでいるようです。

GDMは，英語しか使われないし，対話の

要素もあるので，生徒の中には，会話は必要

だから GDMはいい方法だ，と 言 う者がいま

す。これは，動機づけとして利用すればいい

のではないでしょうか。自分で主体的に英語

を使うことが眼目なのでしょうから。

英語や内容はやさしいのに， 言おうとする

と言えないという生徒が多いようですが，こ

れも大切にしていきた L勺生徒の対応だと思

います。

(神奈川県立新羽高校教諭)
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授業と併行して 1月19日から 2月23日まで講師養成セミナーをしていたこともあって 3学

期が流れるように過ぎ， 4月8日の開講式まで名古屋の GDMクラスは春休み，この 3月で

名古屋 Yの講師であったI竹田るみ子さん，I司出須磨子さんがおめでたのためやめて，この 1

年間新人講師として GDMを勉強してきた小池さん，太田さんも Yを離れ就峨した。 4月か

らは，水谷さん，小笠原 さん，酒井さん， 高須さん，都築さんの 5人が新 しく講師として名

古屋グループに加わる，学校で入学式があって卒業式があるのと反対に，毎年何人かの経験

者を送り出し，新人講師を迎え入れることがくり返される。NewsBulletin No.30の片桐ユズ

ルさんのことばを借りれば， 「・…・・かえ ってコミュニケーションが活発になって古い人も自

分の穴にとじこもってはいられないから幸か不幸かわからな PJ にしても，常に自分の穴の

外にある↑内部を見逃さず敏感に捉えるアンテナを持ちつづけたいと思う 。名古屋では毎月 1

私'Imlll川，111111111"1川1川 111111・1111川 111川 111111'111111""1111111'11111川 [11111・11111111川柳川111111川1111111'11111111'1111111川111111'1111111'町111川 11¥11・川IIIWIIIIIIII川11111'111111川 11111'11111111'11111川 111川 1111川
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認識の喜びを感じさせる GDM

加藤直子

今，私はAntoinede Saint Exuperyの

The Little Prince (英語訳)を読んでいる。

generalとparticularの視点から見で私なり

に興味をもっ箇所もあるが，それについては

別の機会に書くとする。

15番めの話についでO 単の王子さまが訪れ

た6番めの星は20人も30人もの人がいられな

いほどの小さな昆のようだ。そこに地理学者

がた った 1人で住んでいる。王子さまが地理

学者に，この足には海，111 ，町，川， 砂漠な

どがあるかどうか尋ねる o すると地理学者は

この星には地理学者である白分が 1人いるだ

けで探検家がいないからわからないと答える。

地埋学者は，探検家の話を吟味して記録する

のが重要な仕事だから探検家のように歩きま

わることはできないという。このJ首にででく

る地理学者は探険家の話，すなわち間接的経

験のみに車直って仕事をしている。だから ，遠

くから来た探般家の話の記録はしでも ，小さ

な自分の星すら探険していない。

この地理学者はなぜ白分で探検しないのだ (名古屋Ylv!Cr¥講師)

ろう ，奇妙な人だなと私は思った。 しかし，

思いかえしてみれば，私自身この地理学者の

ように，自分で直接的な経験を得るよりも間

接的に得た知識に満足する傾向があるのかも

しれな Po もし先生自身が新 しいことを知る

大きな喜びを感じなければ，生徒には伝わら

ないと思う。それには，いつもいつも，よく

整理さ れた知識や技術のみを得ょうとしない

で，もっといろんなものが混りあった生の材

料から自分なりに知識や技術をつかむことが

必要だと思う。

GDMの特色のひとつは，生徒がsituation

から白分で法則をつかむ喜びを感じることだ。

説明を聞くのではなく ，自分で考え，みつけ

るところによさがある。生徒が直接経験から

学ぶ喜びをl味わうような授業にしたい。

探検家の話も記録するし，また，自分の足

で探検して実際に見ないと気がすまな Po私

は，G D Mにかかわっている人々のそのよう

な態度が好きだ。

11111山

凶勉強会で BookReportを読けているが，この勉強会でも新人講師と 一緒に GD 1¥1に直接

関係する例 えば室さんの“BasicEnglish As A Sorting Machine " から始めて片桐ユズ

ルさんの「意味論と外国語教育」を読む一方で!よく英話や教育に関連する「ことばの魔術」

「身ぶり言語の日英比較J r甘えの構造」などの本を読んだり ，16のBasicverbsのroot

senceを調べたりしでその手がかりをつかもうとしてきた。名古屋では新人は初年度は

Class obseruationをすることにな っているし ，f受業後も必ずrneetillgをするようにして，

片桐ユズルさんのことばで「安全運転」が行われていることになるかもしれないが，それが

one pa tte r n になって ， 出来上 っ たレールの上しかえれなし、汽中にはなりたくな ~) o また同

じ安全J~j伝にしてもコンビューターじかけでキ且みこまれた IX J;，必だけしかできな いのでなく ，

臨機応変の処置がとれる勉強を名古屋で目指したい。
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渡辺せつ

GDMの歴史を語るのは丁度神話から日本

史を語るように， ミス・チャペルとの出会いの

神話か ら書きたい程，もう そんな昔の事にな

る。その神話を語るのは又の事にしよう 。数

年後，先生を紹介してほしいと頼まれ私は吉

沢，阿江両氏を拝み倒した。ある U彼女達は

氷を一貫匁風呂敷に包みポタポタ滴をたらし

ながら私の家に目指ぎ着いた。 1 アー暑~¥。氷

を食べよう叫と言って。私は派出婦会々長の

如く 「御苦労，御苦労」と 言う 始末。吉沢氏

念発起してハーバード大JJ:へと洋行する。

その才能と努力により今日の優秀なる皆棟が

生れた。

英語か らはすっかり 引退 した私が，孫娘と

友達数人を 5年程前に教えた。彼女達は熱心

でappletreeのbefore，afterの所までこな

して中学生になり ，英語は得意でFあるそうだ。

ところがである。その弟の 5年生と 4年qt，

その友達合せて 7人の腕白小僧を教えるはめ

となり，老女は今悲鳴を上げている。 1コラ

/ボクシングの教室じゃ無い/ 人の言って

る時にも聞いていなさい /J と止むな くLl本

語で怒鳴る。 1変な四国だナー，....:j，U半島が

大き過ぎるよ叫 とガ、ヤガヤ。 1あ‘教組 ミス

チャペルは先生の画は下子な程 (-供が興味を

侍つといみじくも仰せ給うた」 とそれらの言

葉は無視して授業を続ける。かくて，吾がひ

かり号は無惨や瀬戸内海を isgoingo 1ワー

イ，海ん中だ」又も無視して The train 

went to HAKATA.坊主連は大喜びである。

帰りは 1)、ィ ，ハイ」と予をあげるので順に

j豆半式-f-になり ，wi¥l go， is going， went と山
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陽線は迂回して無事陸路を岡山へ大阪へ名古

屋東京へと 行 くC

聞けば今の落ち こぼれ高校生の中には be

動詞や prOllounも使いこなせないのがいると

か。わが腕白小僧達は，いつの聞にかそれは

マスターしているようだ。

はるかなるカ ナダのチャペル先生よ，御身

のあの昔日の根気良さに，我れ続かんかな。

(住所・〒176東京都練馬区豊玉北 4-8) 

溝口寿美

みなさん こんにちわ / (と書いでも，私

を御存知の方は少ないかもし れませんが)

5年前，長女を出産するために，G D Mの研

究会や職場から離れま した。ただ今，2人の

で子供の親となり ，毎日育児に追われておりま

す。

GDMの教段法を勉強しできたなかで，教

えようと している事がらの選び方，とらえ方

与え方などの具体的な手法が強 く私の心に残

りました。そこで，これらの事を白分の子供

を育て ていくうえで，生かさ れな いだろうか

と思いながら子供に接してきました。たとえ

ば「あっしりという形容詞を，子供は次のよ

うな順序と経験で覚えました。物を食べると

いうことから『ミルクがあっしV 次に，お風

呂に人った時，いつもより 『お湯があっ P.!I

次に，夏になり『外はあっし'.!Iこれは，ほん

の -例ですが，子供が学んでいく 過程をみ る

ことは，とても楽しいものです。

もうしばらくしたら，また，みなさんの仲間

に加えてもらい， 今， 経験していることをノI~

かした いと思っています。



高橋美智

GD!¥1は私の英語学習の原点です。 ICU

で吉沢女史から英語教授法の講義を受けたの

が，そもそも GDMとの出合いです。以来日

本の英語教育をいつも批判的に，建設的姿勢

で見てこられたのもこの出会いからと感謝し

ています。ルーテル英語学校の講習にまだ大

学に在学中に出させていただきました。卒業

して 4年目にや っと学校に勤めることができ

ました。再び大久保の英語学校の夏則講習に

行きました。(今から18年前のこと)

私立の企子中学生に EPを使って約10ヵ円

程やってみまし た。吉沢女史が素晴しいデモ

もして下さいました。それなのに，例会での

私のデモは散々でした。厳しい批判は良い勉

強になりま した。 (goとcomeのところ)

亡くな った樋IJ先生から今の字国にお誘い

を受けたのも GDMの縁からです。男女中学

生に実験 クラスを 1年間やらせていただきま

した。厚生年金会館での公開講演会のデモも

うまく 行きま せんでした。字国発行の「中学

教育研究」に書いた報告を樋LI先生が読まれ

て， 「一人で孤立させないで，もっと応援し

であげる べきでした4とおっしゃ ったのを覚

えています。亡くなった後，男性上位の教自fli

集[-，[1で英語科主任を勤めました。樋LI主任コ

ンプレックスを克服するのに10'.1:.位かかりま

した。

中学から高校に移って 7年になりま す。御

殿場のセミナーで新しい会t.，)のブjたちとエネ

ルギーをHTえました。*JドYWC八の夜間 ク

ラスを 1i~三 nntJ:l.当させていただきました。 fflJ

会のデモで‘は， 「書かせ過ぎ」とのご批判を

いただきました 全くその通りだと深 く反省

しました。

高校英語は受身人聞をつくって いるようで

す。何とか「自己表現のできる人聞を育てた

い。自主的英語学習を身につけさせたしりと

願って，スピーチだエッセーだとわめいてい

ます。そんなとき GD!¥1が私の心のよりどこ

ろになってくれてい ます。

(玉川学園高等部勤務)

藤井増子

『アンヨ'/..1 と1才4ヵ月の娘が椅子の足

をさわっつ言うのにハッとして，白分がクラ

スで Itsを導入していた時の事を想い出し ，又

教えも しないのに娘のセンスの良さ(?Jに感動

したりしています。結婚して GDMから離れ

て3年， 二月に次女が生れ育児と家事に追わ

れております。お父さんは?と聞けばア ッチ

おじいちゃんは?ア ッチ.グ おばあちゃんは

?ア ッチ川/とドアの方やら窓の外を指して答

える娘に iThereJ と心の中で叫ぶ自分を感

じ，お母さ んは?と 聞きながら心の中でコ ッ

チと 言うのか ?ココと いうのか?何と 言うだ

ろうと胸をドキドキさせれば「ア y 夕 y 夕 y

. (在っ た)Jとかけ寄って来て胸が熱くな っ

たりの毎日です。GDl¥1で学んだことが，育

児でも，どんなに生かされていることか/

今も G0 1¥'1ニュースを読んで血が騒 ぐ(?lこと

も度々ですが当分は娘達を相手に育児 GDM

で頑張りたいと思ってお ます。

~~~~~ t:ゅうす d包~~~~~誤認訴。宮司柄。~~羽根~~~~~~~~'à~~~~
食〈

古 小高一夫さんが，BritIsh Council ・文部省の関係で英国に 3ヶ片間留学。

~ 名古屋の増田るみイー(旧姓内木)さん，広島の迫出久美子-さ んがおめでたです。

i 合 雑誌 “宝島"2月号に GDMの特集記事あ り。

~ヨ宮司包司包...a.~~~~号包~~~ヨ'à-.a:~さ~~哩雪'<2~~♂2主:-."?~宮司包..a，~~~~~~号宮岳宮司宮司宮司宮司雪-<l~~~号g司官-él~也雪ヨg占 師
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Summer Seminar， 1979のお知らせ

入門期の英語教授法

入門期の英語指導に有効な技術 -SItuationを活用して，先生はあまりしゃべらず，生徒の発表

力をそだてることを中心にすえながら，四技能を平均しでのばし，同時に教師も高度の thinkingin 

Englishの習慣を身につける技術-Graded Direct Methodの正しい方法を研究してみませんか。

各方面から注目されている当研究会のサマー ・セミ ナーを涼しい富士山麓の御殿場で聞きます。

GDMの方法で実際に英語を習っている子供たちの実験クラスを見学したり ，実習しながら ，討論

の積み上げによって埋論をふかめ，わたしたち自身もいっしょに育っていこうと計画しています。

とき : 1979年8月17日(金) - 21日(火) 4泊 5日

ところ :日本 YMCA同盟東山荘 静岡県御殿場市東山 TEL 0550 (3) 11 3 3 

講師 : 伊達 民和(大阪府 ，1.羽曳里子高校教諭 ・発音クリニ yク)

内容:

東山 永 (G D M鎌倉グループ代表) 村上 光久(金蘭女短大助教授 ・発音クリニ yク)

片桐ユズル (京都精華大教技) 中郷 安浩 (大阪市立大助教授 ・発音クリニ yク)

片桐 ヨウコ(京都 YMC八講師)

升川 潔 (国際基督教大助教段)

箕田 兵衛(東京都港区立亦桜中教諭)

( a ) Theory 

( b ) Clas s Obs e rva tion 

( c ) Training 

恨古屋 常雄(千葉大付属中教諭)

小川 和子 (GD M鎌合グループ講師)

山田 初裕(東京都立向島商業高校教諭)

沢 美穂、(国際基督教大講師・ GDM研究会代表)

(d) Discussion 

(e )発音 Clinic

( f ) Recreation 

※ Clas s Obse rva tion ではGDMで授業している小学生のクラスを実際に見学します。

受講資格:英語教師または英語を教えることに興味があり，このセミナーに全期間参加できる人

定 員 : 一般セミナー・…ー この方法について初めて学ぶ人 (60名)

定 員 中級セミナー・・….c.;OMセミナ ーの経験がある人 (30名)

上級セミナー…ー この方法による授業経験が豊富で，より深い研究を希望する人

(20名)

受講料: 申込金 Y 3000 受MIt'J!(￥ 20，000 

宿泊料: 25， 000 ( 4 r(l 5 11食事っき)

教材: English Through Pictures， Book 1 (￥ 700) 

Teachers' Handbook for English Through Pictures (￥1700) 

申込先: 〒 550 大阪市I)~l丘土佐掘 1J Î~ 5 - 6 

大阪 YMC八英語学校 G DMセミナー係 Tel 06-441← 0892 内線 240昏

しめきり: 7H31L1 ただし，定員に達ししだいしめきります。

l編集後記I: 今回は，かつてじ [)Mで活路した人たちの近況をのせてみました。 例会には顔を

出 さなくても ，GD Mの精神を忘れずにがんばってい ることはうれしいことですね。

また，室 勝さんが， “Basicのむずかしさ " ということで，書いていますが，勉強すればす

るほど，むずかしさ が 身 に し み で きます。(川、ド 微 ・みか川嘉孝)
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