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英語科教科教育法の

問題点とその解決案

安藤昭一

本稿は,私の経験と研究に基づいて,英語科教科教育法の主要な問題点を指

摘し,その問題点の一つ一つに対する具体的な解決私案の要点を提示したもの

である。

私は5年前より京都大学その他で,英語科教科教育法の講義を担当している

が,教科教育法というのは旧制大学にはなかった科目で,自分に受講経験がな

いため,さて何をどう教えたらよいのか,最初の2,3年は全く手さぐりの状態

であった。

幸いその間,京教組主催の教育研究集会外国語部会や,京都市内の中学・高

校・大学の英語教師の有志で作った英語研究サークルには殆んど毎月出席し,

文部省,教育委員会,その他各種英語教育団体の主催する中・高の現職教員研

修会にも,たびたび講師として参加する機会を与えられ,また3年前には,ミ

シガソ大学で専門的に英語教育法を研究することも出来て,最近になってやっ

と教科教育法の講義に自信をもち得る段階に達した。

毎年学年末に受講生に書かせる感想文の結果からみても,勿論大勢の中には

酷評を加える学生も皆無ではないが,大半はおよそ次のような感想を述べてく

れることに我ながら気をよくしている。

「毎時間たいへん興味深く,たいくつを感じたことはありません。まず講義内容が最
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新で,本当に大学で学んでいるという気拝になれます。」

「語学教育がこのように科学的に研究され,且つ実行されていることを驚き,嬉しく

思います。」

「先生の講義はどれもこれも自分の身にしみて感じるものばかりで,本当に現在の自

分にとっては,毎時間毎時間が何か自分を批評されているように思われる。全く有意義

な講義です。」

このような学生の反応に一応満足しながらも,これでよいとは少しも思わな

い。そうではなくて,次の段階に進むた捌こ一度ここで立止って,問題点を整

理しておきたいと思うのである。同科目を担当中の方々,及び今後担当予定の

方々に,多少の参考となることを希望すると共に,厳しい検討と批判をお願い

する次第である。

問題意識他のあらゆる科目におけると同じく,英語科教科教育法において

も,何を(what)どう(how)教えるかが問題となるが,しかし私が経験上知

ったことは,本教科では先ず最初の時間に,何の為(why)の問題をとりあげ

徹底した問題意識をもたせることが,その後の全講義の成否をきめる程に重要

であるということである。

というのは,毎年のことながら私の学生の殆んど全部が,最初の時間,殆ん

ど何の問題意識も期待も持たず,ただ教員免許の取得に必要な科目だからとい

うだけの,全くお座なりな気拝で出てきているにすぎない。従って,講義する

側もお座なりになれば,何ということなしに学期が終ってしまうであろう。

そこで,どのようにして,どういう問題意識をもたせたらよいか。私は今年

の講義では,次のような清水幾太郎氏の疑問を引用借用することにした。

‥・…まじめな話,君のように外国語や外国文学を専門にしている人間から見て,日本
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の中学や高等学校でやっている外国語教育は,あのままで構わないのだろうか。方法

の上で根本的な改革が必要なのではないだろうか。僕のような教師にとっては,いわ・

ば卒業期という季節が誘う感傷かもしれないが,毎年今ごろになると,日本中で外国

語の勉強のた捌こ空しく浪費されている青年のエネルギーというものについて考えこ

んでしまうのだ。じっさい,明治から今日まで,日本の青年が外国語のために費して

きたェネルギ一,しかも,その行方が一向にハッキリせぬェネルギーの総和というも

のは巨大なものだと思う。結局,それはどこへ流れて行ったのであろう。どんな意味

があったのであろう。気がついて見ると,過去数十年,空しく浪費された青年のェネ

ルギーが,LLるいるい(死屍累々),この日本中に横たわっているように思われてく

る。学校教育に縁のあるかぎり,誰も彼も,来る日も来る日も,外国語,特に英語

のために骨を折って,そして役に立たせるどんなチャンスがあったのか,また,役に

立つはずのチャソスの前でどんな役に立ったのか。君に聞きたいのは,どこの国でも

同じようなことをやっているのか,ということ,それから,今までどおりの努力の仕

方なら,今まで程度の役の立ち方で我慢した方がよいのか,ということなのだ。・…・・

(中略)=…・とにかく,日本の外国語教育は,ひどく不安定な土台の上に立って,小

さくない,そして,望ましくない結果を生み出していると思う。(『日本が私をつくる』

光文社pp.11ト5.)

これにより学生は,今までの日本の英語教育には多少とも問題があることを

悟る。そこで次に清水氏の疑問の中心である「君に聞きたいのは,どこの国で

も同じようなことをやっているのか,ということ,それから,今までどおりのr

努力の仕方なら,今まで程度の役の立ち方で我慢した方がよいのか,というこ

となのだ」という点に答えて,アメリカとソ連を中心として殆んど世界的規模

で起きている,ここ数年来の著しい外国語教育改革の現状を概略説明し,外国
①

語教育法は,次の三つの理由より変らざるを得ないことを説く。

①RobertLadoもLangぉage7tachb2gの第1章で同様の見方をしている.
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①現代言語科学のめざましい進歩。

⑧視聴覚教具・LL施設等の出現。

⑧訳読のみにとどまらず,言葉を使う能力も得たいという,学習者側の要求

の変化。

そして最後に,日本の英語教育の現状と,改善すべき問題点を示唆した,ミ
(診

シガン大学ErnsetN.McCaruS助教授の次のことばを紹介して終る。

WhiletherearesomebrightspotsatalllevelsintheteachingofEng-

lishinJapan,theover-allpictureisquitedisappointing.Thetypical

studentarrivesincollegeunabletospeakevenpoorEnglish,andthe

greatmajorityofuniversitystudentsnevergettothepointofbeing

abletocarryonasimpleconversationinEnglish.Theprincipalreasons

forthisare(1)hugeclasseswithfewhourscontact,(2)inadequate

teacherpreparation,(3)universityentranceexaminations,and(4)facul-

tyattitudestowardforeignlanguageteaching.(ELI,TheUniversityof

Michigan:FhalRqo71QfACTT叫cttotheR)rdFbunゐtion,p・12・)

なおついでながら,この場合に限らず,問題意識をもたせるということは常

に大切である。その為,毎時間,次の講義のテーマを示して問題意識を喚起

し,例えば「言語とは何か」とか「英語のリズムと日本語のリズムはどこが違

うか」というような問題を宿題として与え,毎時間初めにリポートを提出させ

て,それを参照し,それに答えながら講義を進めることによって,70名を超え

る学生を対象にした講義に,セミナーの利点を加味することにしている。

概論と各論そこで次に何を教えるかだが,大切なことは,教授法のみを教

くりMcCarus助教授は1964年秋,日本の英語教育事情を視察した。
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えるのでなく,教育法を教えることである。後述する通り,教授法は教育法のJ

一部にすぎない。教授法に限ると,英語教育を単なる技術面に閉じこめて,弊・

害が大きいと思う。

ところが教授法でなく教育法を教えるとなると,扱うべき事項が余りにも多

い。普通,教科教育法は後期2単位,多くて15回の講義である。通年講義でな

く僅か15回の講議で何が出来るか。とにかく時間の足りないのが,私の毎年の・

一番大きい悩みである。大学によっては通年でやっている所もあり,羨しい限

りだと思う。

ところで後期2単位という制度の所では,前期に教科教育法概論2単位をお

いている。従って,短い貴重な時間を前期と内容的にだぶらせない注意が肝要

となる。その為には,前期担当者と連絡をとるとか,学生のノートを調べる等

の方法を講ずるとよい。云いかえれば,後期の英語科教科教育法・社会科教科一

教育法・数学科教科教育法などは,前期の教科教育法概論に対する各論に相当

するもの故,概論ですませたことは各論で扱う必要がないのである。これによ

り例えば教師論の如きは省くことが出来ると思う。従って私の講義でも教師論

は,ただ私の考える望ましい英語教師像を参考程度に一言,次のように表わし

てすませることにしている。日く「英語が好きでたまらず,子供が好きでたま

らず,英語を教えることが楽しくてたまらず,常に勉強し人格をみがき,国際

性を養い歴史と共に前進し,職場の民主化と教育条件の改善に努力する教師。」、

英語科教員の資格英語科教員の職は一つのPrOfessionであるから,おの・

ずから厳しい資格が要求されねばならない。ところが不思議なことに我が国に_

は,そういう資格の厳正な規準がない。これが最も大きな問題だと思う。その

為,優秀な教師とそうでない教師の見分けがつかず,また自分がどの程度の資
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格をみたしているかの判断もいたしかねる。

そこで私は,アメリカのMLAが作製採択した規準表を,我が国の実状にあ

うよう一部手直ししたものをプリントして学生に配布し,大きな効果をあげて
③

いるが,ここには元のままを参考資料として掲げておく。

この表によると,外国語科教員の資格が外国語使用能力の4項目と,言語学,

文化,教授法の計7ヵ条について,minimal,gOOd,SuPeriorの段階が示され

ているのであるが,なおこの外に,これからの英語科教員にはLLの智識と取
(彰

扱い能力も必要となろう0

さて私は,受講生全部がこのminimaIの資格を満たすよう指導することを,

英語科教科教育法の目標にしたいと努めている。とは云っても,時間の制約が

あるので,以下各項目について述べる如きいくつかの便法をとっているのでは

あるが。

ところで,この裏の受けとり方には注意を与えておく必要がある。と云うの

は,学生のみならず現職の教師の中にさえ,これを見たためにすっかり自信を

失う人がいる。もっとも,アメリカではこれが公的規準として教員採用に適用

されている適切な規準なのであるから,これで自信を失うような著は英語教師

にならねばよい,と云ってしまえばそれまでだが,しかし出来れば全学生にこ

の裏を,今後の努力の方向を示す励ましとして受けとるよう指導すべきだと思

う。努力に正比例して実力を高めうるものである以上,英語教育という間口の

広く奥行の深い仕事にこそ却ってやり甲斐があるのだ,という認識を待させる

のが本当である。

⑧この表は,起草委員の一人Alt把rtH.Marckwardt教授に伺ったところでは,1954年に代表17
名で起草し,その後18の外国語教育団体により正式に採択され,以後,外国語科教員採用試験の隠
題を作製する規準等に利用されているものである。

④Cf.Lado,LangⅣage7tachねp.10.
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∴学力観の設定我が国には悪名高い学力テストはあるが,正しい学力観はない。

例えば文部省の中学校学習指導要領にいう「聞く能力及び話す能力の基礎を養

う」といった表現は何だろう。まことに非学問的なあいまいなことばで,何の

規準にもなり得ないではないか。

これに反して,例えばアメリカのA-LM教材はそれがめざす学力の目標を次

・のように規定している。

A→LMisanaudio-lingualprogram,theobjectivesofwhicharetohelp

studentslearntounderstandaforeignlanguageasitisspokenbyedu-

Catednativespeakers;tOSpeakitwithinthelimitsoftheirexperience

inamanneracceptabletonativespeakers;tOreaditwithcomprehension

andpleasure;andtoexpressthemselvesinwritinginamannerthatis

・Culturallyandstylisticallyauthentic.(A-LMTをacher'S施nual,Level

Tho,p.1.)

また,ソ連の中学における英語学力の設定は次の通りである。

・①中学校に予定されたテーマに関して,英語による説明および会話を行える

ようにする。

′⑧文法的には既に履習した,100語につき4-6の未知の単語を含む簡単な

テキストを辞書なしで読み理解する。

・③文法的には既に履習した,100語につき6-8の未知の単語を含む通俗科

学,政治,社会,文学関係の簡単なテキストを,1授業時間(通常45分)

1500字の速さで,辞書を用いて読み,理解すること。

以上の例よりも伺われる如く,外国語教科は一義的には,内容によって教え

ていくcontentsubject(例えば地理・歴史のような教科)ではなく,能力を
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養うskillsubjectに属する教科であることの正しい認識を与えることが必要で

ある。このことは,後述する教授法と直接関係のある重要事項である。

凡そ言葉は使えなければ意味がない。何に使うか。聞き話し読み書くのに使

うとするのが一応妥当な答である。しかしもっと根本的にに云えば,認識・伝

達・思考・創造に使うというのが厳密な意味で正しいと私は考えている。がそ

れはともかく,正しい学力観の設定は,例の「教養か実用か」という,わが国

にのみ見られる余り建設的とは言えぬ論議をさけることも出来て有益である。

私は,学力が向上すれば,結果的に次の4つの効用が得られるということで,

英語教育の意義と価値を説明することににしている。

①新しい思考形式の獲得-これは複眼を得たと同じことで,物の見方・考

え方が正確になる。また,その国の人々の精神構造の内部にまで入りこむ

ことが出来て,真の人間理解に役立つ。

②外国文化の吸収-外国語を通してその国の文化,歴史,風物等を知る。

またそれを媒介として,日本文化を世界文化の域にまで高めるのに役立つ。

⑧直接的意志の疏通-日まLに狭くなる世界において,言葉の通じない不

便を克服出来る。民間外交を盛んにして,国際連帯の絆を強めるのに役立

つ。

④母国語への寄与-日本語を反省し,日本語を豊富にし,言語生活を意識

化し,言語生活を正しくするのに役立つ。

そこで元に戻って,MLA資格表におけるlisteningcomprehension,SPeaking,.

reading,Writingの項目,これが即ち学力の中味であり,英語教科が教えるの

もこれである。そして他の項目は,それを効果的に教える為に教師にとって必・

要な事項であって,それを生徒に直接教えることではないことを理解させる。
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ところでIisteningcomprehension,SPeaking,reading,Writingで未だ力の

足りない学生を,少くともminimalの水準に引きあげるために教科教育法の

講義で何が出来るか。実際的に何も出来そうにない。理論的には,どうすれば

能率的,効果的に学力がつけられるかを教わるわけだから,それを応用して自

分で学力の増進をはかることは出来る。またその為の英語のクラスは別にあ

る。しかし私は,何といっても教師の学力の高いことが,正しい英語教育を進

める為にはどうしても必要だと考え,学生の中にはまだまだこのような真二⊃学

力が不足しているもののいることを憂うるので,今年初めての新しい試みとし

て,学内のLLをこれらの学生に開放することにした。

LLの利用毎日9時から10時までの1時間LLを開放して,1週間づつ同

じテープを流し,何曜でもよいから都合のつく日に週1度出ることをすすめて

いる。勿論これは正規の時間外だから強制するわけにはいかないが,殆んどの

学生が熱心に利用し効果をあげている。教材は今年は開拓社の毎7・OUglも〟r

麒喝伝心Phm肋五戒粥を中心としているが,これは学力の増進に役立つと共

に,Phonemeについて講義する際の助けとなって大変好都合である。しかし

LL教材については,今後なお検討の余地はある。

それから今一つLL開放の効果は,学生がLLの操作法に習熟し,またLL学

習の効果を自分で確めることが出来ることである。「LLの意義と英語教育に

おける位置づけ」について講義をする時にも,相手が少しでもLL学習を経験

していると,やり易くてよい。LL開放の試みは今後も続けたいと思っている。

文化の理解そこで再び資格表に戻って,listeningcomprehension,Speak-

ing,reading,WritingとLLの扱いは上述の如く解決したが,残ったapplied

linguistics,Culture,prOfessionalpreparationをどのようにしたらよいか。こ
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の三つの中,文化の項目は詳説するには問題が大きすぎるので,1回の講義で

次のような扱い方をしてすませている。

先ず次の引用により言語と文化の関係について考えさせる。

Aslanguageteacherswemustbeinterestedinthestudyofculture,

notbecausewewanttoteachthecultureoftheothercountry,butbe-

CauSeWehavetoteachit.Ifweteachlanguagewithoutteachingat

thesametimethecultureinwhichitoperates,WeareteaChingmean-

inglesswordsorsymboIstowhichthestudentattacheswrongideas;for

unlesshereceivesculturalinstruction,hewillassociatehisowncultural

COnCeptSOrObjectswiththeforeignsymboIs.(R申071Qf'the聯h

Roltnd771ble几缶etingonLanguageTtaching,GeorgetownUniversity,

pp.100-1.)

BecausehumanperSOnalityhasevoIvedavarietyofwaystolive,WayS

thatwecallcultures,WeCOnStantlymisinterpreteachotheracrossculr

tures.Ifweignoretheseculturaldi任erenceswewillmisjudgeourcul-

turalneighborsMaSWeCOnStantlydoatpresent-foraformofbehavior

thattothemhasonerneaningmayhaveanothertous.Andifwedo

notknowofthedi任erenceinmeaningwewillascribetoourneighborsL

theintentionsthatthesamebehaviorwouldimplyforus,andwould

passonthemthesamejudgmentasonourconfreres.Infact,Iam

afraidthatwedoexactlythatinmostcasesatpresent.

If,Ontheotherhand,Weknowthatanitemofbehaviorhasadi任er-

entmeaningintheotherculturewewillnotmisunderstand.Andwe
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willhaveachancetounderstandourselvesandwhatwedomuchbetter

asaresult.Wewillbeabletoestablishgenuinehabitsoftolerance,

ratherthannaivegoodintentionsthatcrumblethe丘rsttimeourcultur-

alneighbordoessomethingwhichisperfectlyallrightinhisculture

butstrangeormisleadinginours.Invisitingaforeigncountrywewill

actuallybeabletoenterintoitslifeandunderstandandbeunderstood.

(Lado:上乃g〟ゐお∫Arro∫∫GJJ〟rg∫,p.8.)

次にLado:LinguisticsAcrossC〟ltures中,第6章"HowtoCompare

TwoCultures"を要約し,二国間の文化の異同をform,meaning,distribu-

tionの三点より比較する方法を説明して,日本文化と英米文化を比較する手が

かりを与える。

最後に,LanguageLearning(Vol.XIII,No・1,1963)所載のAnitaPincas:

山CulturalTranslationMforForeignStudentsofEnglishLanguageand

Literature.にまねて,英米文学の一節を日本文化に,また日本文学の一節を

英米文化に移しかえる「文化翻訳」を試みる。

なお今年は間にあわなかったが,来年度には,学生の将来の勉強に役立つよ

うな英米文化を知るためのbibliographyを作製して配布するつもりである。

言語観さて,言語学と教授法については,時間の許す限り詳しく説く必要が

ある。京都のノートルダム女子大学の如く,教科教育法とは別に構造言語学の

講義があり,両者の担当教官が連絡をとりつつ講義を進められる所では,十分な

時間のゆとりがあるわけだが,そういう制度の大学は珍らしいのであって,殆ん

どは京大における如く,教科教育法の中で言語分析を試みねばならず,忙しい思
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いをすることになると思う。では言語学たどれだけの時間を当て,どれだけの

ことを扱うのがよいか。私の講義案では,次の5項目につきそれぞれに1回分

の講義時間をわり当てている。①言語観,⑧音組織segmentalphonemes,⑧

音組織suprasegmentalphonemes,④文構造,⑤イギリス英語とアメリカ英語。

先ず②の言語観では,古典文献学(classicalphilology)-歴史的比較言語

学(historical-COmparativelinguistics)-記述言語学(descriptivelinguistics)

という言語観の変遷をたどり,記述言語学,とりわけアメリカの構造言語学を
㌻

外国語教育に応用したのが,所謂linguisticapproachであることを説明する。

次に教授法の歴史を概観し,これをGrammar-tranSlationmethods,Direct

methods,Linguisticapproachに三大別する。

最後に,構造言語学における言語の定義"Languageisanarbitrarysystem

ofvocalsymboIsbymeansofwhichhumanbeingsinagivenspeechcom-

munitycommunicate."に基づいて,Grammar-tranSlationmethodsとDirect

methodsを批判する。私の経験からすると,このような説き方をするのが一一番

学生に受けいれられ易い。

SegmentalphoれemeS英語の音組織をどの程度詳しく説くのがよいか,。私

の考えでは,生徒にphonemeの区別が完全に出来るよう指導し得る程度を目

標とすべきで,allophoneの指導にまでは進まぬ方がよいと思う。何故なら,

発音に深入りしすぎる結果として,思想の表現や理解にとってもっと必要な作

文力の養成を犠牲にすることを恐れるからである。

さて私のsegmentalphonemesの説明の方法は,まず発声器官を図解説明し,

㊥ELEC窮『英語と英語教育』(研究社)所載,中島文雄氏の「言語観の変遷と語学教育」がよい

参考となる。

@Cf.Lado:Lang視age7.baching,pp.4A6.
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続いてmannerofarticulationとpointofarticulationの原理を次のように

説明する。

Stop -Continuant

/＼
Nasa10ral

/＼
FricatlVeFrictionless

/＼
GlideVowel

Stops-/p,b,t,d,さ,5,k,g/

Nasals-/m,n,り/

Fricatives./f,V,0,8,S,Z,岩,互,h/

Glides-/r,1,W,y/

Vowels-/i,I,e,e,記,3,a,u,U,0,〇/

(ay,〇y,aW)

/β幌7毎 ムフ橡ノ岬X_わ赫1車妙摺∴転読

この説明をしておくと,mannerOfarticulationとPOintofarticulationを

組み合せた子音表の理解が極めて容易になるようである。

なお母音のphonemeについては,英語教育の立場からは,Trager・Smith.

の9母音説よりはnkeの11母音説をとるべきだと思う。その方が/i/と/I!

/u/と/U/の如く,音価の差を明示していてよい。
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最後に日本語の音組織とのCOntraStiveanalysisをするわけだが,それに先

きだち,ドイツ人にはmat/madの区別が難かしく,イクリ一人にはwin!

wing,スペイン語を母国語とする人にはbat/vat,タガログ語を母国語とす

る人にはpine/丘neの区別が難かしいという事実を紹介し,その理由を考え

させておくと,学生の興味をひくことが出来る。

ひき続いてここでシラブルの比較もすませた方がよかろう。「クリスマス・

ツリー」が日本語で8柏,英語で3袖,「ストップ・ウオッチ」が日本語で8

才白,英語で2袖で発音されることに注目させるとよい。

SupraSegnentalphonenesFriesの指摘する如く,発音の指導ではseg・
lfl

mentalphonemesよりもsuprasegmentalphonemesの方が重要である。とこ

ろが今までの日本の英語教育では,この点に手ぬかりがあった。従って,StreSS

4つ,pitch4つ,juncture4つ,合計12のphonemesと,それを総合して

timingを加えた正しいリズムは,特に正確に教えねばならない。

英語のStreSS-timedrhythmを理解させるため,私は次の詩を利用して効果

をあげている。

Break!Break!Break!

Onthycoldgraysto工IeS,OSca.

文構造今年はテキストにWomack&Miura:ALingui5ticAMroachto

E〃gJわん『構造言語学入門』(開文社)と石橋・増山編月イ72r砂kqr凡rgな乃

上のg▼Mgg7tdC短〝g『外国語教育法』(成美堂)を使っているが,構造言語学

の方は時間がなくてとてもやり終えることは出来ない。そこで音組織だけをテ

キストに準拠して詳説し,文構造はIC分析だけをやることにした。なおそれ

①Cf.Fries:Fbullゐth)nSjbrEnglish7taching,p.368.
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に加えてPaulRoberts:EnglishSbntencesにおける,Generativegrammar

の英語教育への適用例を紹介し,何れにせよ外国語教育ではpatternpractice

が重要であることを認識させるにとどめたが,文構造の扱い方については今後

なお改善の余地があると思っている。

アメリカ英語とイギリス英語発音・文法・綴り・語免の各方面における両

者のちがいを説明し,特に語彙の面ではイギリスとアメリカの文化の遣いと関

連づけて,やや詳細に説いているが,これについては既に7黒EA上月の現

No.11,1965.に「『アメリカ英語』形成の原理」という一文を書いたので,こ

こではこれ以上のべない。

教授法の扱い方学生は教授法において極めて具体的であることを要求する。

即ち,特定の教科書を使って実際にどう教えたらよいのかと。これは無理から

ぬ要求であるので,私は講義の2回分を使って,一度は中学のテキスト,もう

一度は高校のテキストを使い,学生を生徒にみたててのdemonstrationをする

ことにしている。但し余り具体的でありすぎると,原理を見失う危険がある。

私は基本方針として,応用しうる原理を教えこむことを一義的に重視している

のであって,本当は,原理をふみはずさぬ限り具体的な方法は十人十色であっ

てよいと考えている。各クラスの条件にいろいろな違いがある以上,条件を

無視して画一的な方法をクラスに持ち込むことは誤りだと思う。従って私の

demonstrationも,一つの見本にすぎないことを学生に断ってから行うことに

している。

教授法の原則しかしその前に原理をはっきりつかむことが大切だから,私

はFriesの"LearningaForeignLanguage"(前掲テキスト『外国語教育

法』所載)を詳しく解説し,かつA-LMの次の諸原則を説明する。
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1.Thelearningofamdemfofeignlanguageisasingledisciplinewith

itsownobjectivesandlearnlngPrOCedures,itsowncharacteristiccontent

andexpectedoutcomes.Thelearningofthemothertongueandthe

learningofaclassicallanguageareseparateanddistinctfromthis.

2.LanguagecompetenceonthepartoftheteacherandefEectiveinstruC-

tionalmaterialsarebasicnecessities.Equallysigni丘cantisthemanner

ofpresentationtothelearner.

3.Languageislearned,SyStematic,Symbolicvocalbehavior;aCulturally

acquired,universal,andexclusivemarkofman.

4.Wordsmayrefertowhatisintheimmediateenvironmentofspeaker

andhearer,inrealityorplCtured.Thisisauseofwordsassigns.But

wordsmayalsorefertowhatisnotintheenvironmentatall,eXCept

forwhatisinthemindsofspeakerandhearer.Thisistheuseof

wordsassymboIs;itisbyfarthecommonestusethathumanbeings

makeoflanguage.Thisinsightservesasareminderthatwemustget

beyondwhatcanbeseenandreactedtointheimmediateenvironment

beforeweenterupontheproper丘eldoflanguagesymbolism.Theim-

portanceofthisfortheearlylevelsoflanguagelearninghardlyneeds.

tobestressed.

5.Di茸erentlevelsofmeaningaretobefoundintermsandinprofX)Si-

tions.Thisiswhyvocabularymustbelearnedincontext,andthestud-

yofwordlists,Otherthanthosemadebytheuserhimself,isawaste

oftime.

6.Languageisacentralfeatureofthecomplexofcharacteristicsocial

patternsofbeliefandbehaviorwhicharereferredtoasaculture・The

wordsofalanguagerelatetothecultureinwhichitisspoken,and

withoutknowledgeofthatculture,themeaningofwordscanneverbe

fullyunderstood.
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7・LanguagebehaviorisnotamatterofsoIvingproblemsbutofper-

forminghabitssowelllearnedthattheyareautomatic.Intheformation

Oflanguagehabitstheimitationofagoodmodelishighlyimportant.

8.Theskillsofhearing,SPeaking,reading,andwritingareallinvoIved

inlanguagebehavior.Intheaudio-lingualphaselanguagefunctions

Purelyonitsown.Thevisual・graPhicphaseisancillarytolanguageand

importanttoit,butitcaneasⅡybeforegone,aSitisconstantlyinthe

dailylifeofeveryone.Allfourskillsshouldbetaughtinacarefully

prescribedsequenceandproportionofallotedtime.

9.Incrementlearningisparticularlysigni丘cant.Onedoesnotlearnby

makingmistakes,butratherbygivingtherightresponse.Ifthiscan

begivenpromptlyandeasily,Withlittleornowasteintheformof

wrongresponses,learningisquickerandbetter.

10.Bothanalysisandanalogyplayimportantrolesinthedevelopment

oflanguagebehavior.Moreimportanceisgiventoanalogyandlessto

analysisuntilaconsiderablebodyoflanguagematerialshasbeenlearned.

11.Everylanguagehasagrammarparticulartoifself,fullyunderstand-

ableonlyintermsofthatlanguage.Thereisagrammaroftalkanda

grammarofwriting,andthesedifEeratmanypoints.

12.LanguageiswhatissuesfromthemouthsoflivingspeakersLan・

guageonpaperisaderivedandsecondaryformoflanguage.

13.Theprintedpageisaservant,meSSenger,andally,butnolongera

tyrant.

14.Aprincipalobjectiveistousetheforeignlanguageasitisusedin

theforeignculture,inwhich,Obviously,Englishplaysnopartatall、

Nevertheless,inordertoestablishsemanticmeaningatearlylevels,SOme

usemaybemadeofEnglish.



20 英語科教科教育法の問題点とその解決案

15.Allfourskillsshouldbemeasured.Waysoftestingwithsuitable

accuracytheabilitytolistenwithcomprehensionandtospeakhave

recentlybeendeveloped.Testsofreadingandwritingareconstantly

beingimproved,Withincreasedemphasisuponrecallandactiveperform・

16.Thinking,COmpOSition,andliteraturehavequalitiesanddimensions

oftheirownthatmustbeidenti丘edseparatelyandrelatedappropriately

tolanguageinsubsequentlevels.

(A→上ルrTをαCんgr'∫脇乃〝α7,エeUeJO71g,pp.2-4.)

それから原則を一般的な形で具体化したものとして,私の作った発音と構文

を教えるための教案を示す。(付録として添付)

Demon良trationさて中学のテキストを使ってのdemonstrationは,宮城

県船岡中学の実践例(大修館『英語教育シリーズ』別冊所載)に則応して,山

家方式を忠実に再現し,その効果を同実践例により紹介する。

高校のリーダ,を使ってのdemonstrationは,私の考えた三段階式教育法に

よって行っている。まだその詳細を公表出来るところまでは行っていないが,

簡単に云えば,第一段階では訳読またはoralintroductionにより出来るだけ

短時間で意味内容を理解さす。第二段階では,課外学習・家庭学習も充分に活

用して,mim-mem,patternpraCtice,queStionsandanswers等による徹底的

な練習をする。第三段階では実地応用をして,練習をすませた既習事項の範囲

内でなら,生きた英語を読み書き聞き話せるということを体験させ,生徒に学

習の満足感と自信を与える,というのである。日本の学校英語が初歩の所でい

つまでも足ぶみしないようにするには,これが一番よい方法だと思っている。

教育実習について以上で,主としてMLAの資格表に準拠しての,英語科
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教科教育法の問題点とその解決案を示しおえた。なおこの他に,テストの問題,

教科書批判の問題,諸外国の外国語教育と比較して日本の英語教育がおかれて

いる劣悪な諸条件の問題等があるが,今はこれらを省略して,最後に教育実習

、について一言すると,全く幸いなことに本年は,実習生受入れの経験をもつ現

職の中学の先生が2人,研修員として私の講義に出ておられたので,その先生

より教育実習の諸注意を話していただくことが出来た。また私の講義も現職の

先生が開いて下さっていたおかげで,相当充実したものになり,研修員制度と

いうのは,お互い同志の為になる有益な制度だということを知った。

さて以上をまとめる意味で,私の講義のシラバスを示すと次のようになる。

1週間題提起

2週英語教師の資格

3遇英語の学力とは

4週文化

5遇言語観

6遇segmentalphonemes

7週suprasegmentalphore:neS

S遇文構造

9週イギリス英語とアメリカ英語

10週Linguisticapproach

ll週l/r;Yes/Noの教え方

12遇中学の授業

13週高校の授業

14過LLの意義と役割
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15遇テスト,テキスト,教育条件,教育実習,その他

何しろ時間の制約が厳しくて,意識的,無意識的に云い残すことも多い。そ

れを補う意味で毎年1,2冊テキストを指定し,それを通読して要約することを

冬休みの宿題にしている。竹中治郎氏の『英語教育と新教授法』は,現場で教

える際の細かい注意が行き届いていて有難かったし,大沢氏の『最新英語教育

法』は,特に教授法の種類と聴視覚方法に詳しくて有益であった。石橋・増山

編『外国語教育法』は資料が豊かで教授者のプリソトの労が省けて重宝である。

なお来年は,京大LLでアメリカMLA製作の映画PrinciplesandMethods

ofTeachingaSecondLanguage全5巻を購入することになった。英語科教朴

教育法の有力な武器となることは確実である。それに最近ACCが,劫がわん

了もαごろ乃g几忽grわん(Oct.,1965)という,日本で入手可能な最新の英語教育資~

料を網羅したまことに便利なbibliographyを作ったので,私は早速学生にそ

の活用をすすめている。初めにも述べたように英語を教えるという仕事は,間

口が広く,かつ奥行がどこまでも深い。私の教えた学生が,生涯勉強を続ける

教師に育ってほしいとひたすら願うのみである。
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LESSONPLANFORPREVOCALIC[1]AND[r]

Nativelanguageofthestudents:Japanese.

Problems:ProfessorLadosaysinhisLinguislicsAcrossCultureS,p.15,

"Whenonesigni丘cantunitorelementinthenativelanguageequates

bilinguallywithtwosigni丘cantunitsintheforeignlanguage,Wehave

maximumlearningdi伍culty."AndthisisexactlythecasewiththeJap-

anese[f]andtheEnglish[l]and[r].Bothrecognitionandproduction

ofll]and[r]asinlockand7TOCkareunbelievablydi伍cultforJapanese,

whocannothearthedifferenceandtendtosubstitute[f]forboth[1]

and[r]incaseofproduction.

~Purpose:Thepurposeofthislessonistomakethestudentsawareofthe

differenceoftheprevocalicll]and【r]andtoenablethemtoproduce

themasdistinctphonemes.

TheconsonantclustersinvoIving[l]and[r]suchasplayandpray

willnotbedealtwithinthislesson,butratherinthefollowinglesson.

Attentionpointers:Pointingtothepicturesof`load'and`road'and

thoseof`lock'and`rock',theteachersays:

Look.Thisisaload.Thisisaroad.

Thisisalock.Thisisarock.

load-rOadlock-rOCk

Hearthedi任erence?

load-rOadlock-rOCk

Listentosomemore.

leadTreadlinkTrink

laceMraCeled-red

Arethesedifferentorthesame?

Thus,theteachertriestomakestudentshearthediHerencebetweenll]

and[r],buthecannotexpectasatisfactoryresult.Sohemakesthestu-
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dentsobservehismouthand五mdoutthemannerandpointofarticulation.

Afteraseriesofquestionssuchas山Whereisthetipofmytongue?,,

"Aremylipsroundedorunrounded?=andsoon,heinducesthefollowL

ingpolntS:

[1]Thetipofthetonguetouchesthetoothridge.Lipsarenotrounded.

Sidesoftongueareheldin.

[r]Thetipofthetongueisrolledbackalittle,anddoesn,ttouchthe

roofofthemouth.Lipsarerounded.

Atthesametimetheteacherdrawsontheblackboardthefollowlng

diagrams:

Technique:Provideeachstudentwithastraw.Letastudentrealizethat

withastrawinhismouth,hecanpronounce[r]butnot[1],because

thelipsareroundedandthetipofthetonguecannottouchthetooth

ridgeinthatway,

AIsoprovideahandmirrorandleteachstudentformtherightshape・

ofthemouthconsciouslybyhimself,andpracticethefollowingsoundsこ

llalalalala…][rarararara...]llalalalala…]

[1Elelelelc‥.][rcrcrCrerE‥.】[lcIcIEIEIc…]

[1〇1〇1〇1〇1〇…][r〇r〇r〇r〇rO‥.][1〇1〇101〇1〇…]
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[1uIuIuIuIu…][rururururu…]【1uIuIuIuIu…]

[lIIIIIIIII...][rIrIrIrIrI…]llIl山lIII…】etc.

Thematerialforthefurtherpractice:

lead[lid]!read[rid]

link[lII〕k]/rink[rII〕k]

lace【les]/race[res]

1edlled]/red[red]

lackロ記k]/rack[raek]

lung【laq]/`rung[raq]

lock[lak]/rock[rak]

loom[lum]/room[rum]

look[luk]/rook[ruk]

load[lod]/road[rod]

long[1〇り]/wrong[r〇り]

light[layt]/right[rayt]

loutllawt]/rout[rawt]

loyal[1〇yal]/royal[roy31]

Practiceforrecognitionofthepair(ingroupandindividually):

(1)Arethesesameordifferent?

lock-lock,rOCk一一rOCk,

lock-rOCk,rOCk-lock,

lead～read,read-read,

read-lead,led-red,

led-led,redprβd,etc.

(2)(Put[1]and[r]ontheblackboard,andnumberland2.)

Raiseone丘ngerforl,andtwo丘ngersfor2:

lock,rOCk,rOOm,loom,look,rOOk,etc.

Practiceforproduction(ingroupandindividually):

(1)Repeatafterme.Remembcrthatthetipofthetonguetouches
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thetoothridge.

lead,link,lace,led,lack,lung,etc.

Now,thistimethetipofthetonguemustnottouchanywhere.

Roundyourlips.

read,rinkrace,red,raCk,rung,etc.

(2)Repeatandtellmeifyouaresayingsoundlorsound2.

lout,right,led,etc.

(3)Pronounceeither[1]orlr],andI'11tellyouwhatIhear.(individ・

ually)

Practiceforrecognitionandproduction:

(1)I'llgiveawordll]or[r],andyougivetheothersound.

(2)Astudentsaysaword,andtheteachergivestheopposite.

(3)Onestudentsaysaword,andanotherstudentgivestheopposite.

HavestudentsrepeatthefollowingphraseSandsentences:

1.alittlerock

2.alongroad

3.theredlace

4.rightandleft

5.Thelightisred.

6.Listentotheradio.

7.Didyouwritehimaletter?

-Yes,Iwrotehimalongletter.

8.Doyoulikeasmallroom?

-No,Idon'tlikeasmallroom.Ilikealargeroom.

9.Roundandroundtheruggedrockstheraggedrascalran.

10.Maryhadalittlelamb,

Littlelamb,littlelamb,

Maryhadalittlelamb,

Its且eecewaswhiteassnow.



付録

Havestudentsmemorize7tolObynexttime.

LESSONPLANFORANSWERSTO

NEGATIVEYES・NOTYPEQUESTIONS

l.Nativelanguageofthestudents;Japanese.

2.ComparisonofEnglishandJapanesepattems:

‡

‡
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Areyoualive?Yes,Iam.hai(ikiteimasu)Yes(alive).

Aren'tyoualive?Yes,Iam.iie(ikiteimasu)No(alive).

Areyoudead?No,Iamnot.iie(sindeimasen)No(notdead).

Aren'tyoudead?No,lamnot.hai(sindeimasen)Yes(notdead).

Fiatu7マS:1)InEnglishallyes-nOtypequeStionsareansweredaccord-

ingtothefact,WhereasinJapanesetheyareansweredaccordingto

thelinguisticformsofthequestions.

2)InEnglishthesubjectandthe丘niteverbareexpressedinshort

answers,WhereasinJapanesethesubjectisalmostalwaysomitted.

3)InJapanesethefunctionword`hai'or`iie'aloneis,inmost

cases,aSuaicientanswertothequestion.

Problems:StudentswillcarryovertheJapanesepatternsintoEnglish

an,lsayonly`Yes'or`No'astheanswertothenegativequestion,

meaningtosaythecontrary.Forexample,

Aren'tyoualive?-No.

Aren'tyoudead?-Yes.

ortheymaysay,"No,Iam."or"Yes,Iamnot."

3.Purposeofthelesson:

Thepurposeofthislessonistoenablethestudentstoautomatical1y

respondtonegativeyes-nOtypequeStionsintherightway・
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4.Previouspattern:

Inthepreviouslesson,anSWerStOa風rmativequestionsweretaught,

andthefollowingpatternsweredrilled.

No,lhe

t
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

°
l

she

t
,
・
・
,
・
・
・
・
・
・
・
,

isn't.

wasn't.

can't.

doesn,t.

5.AttentionpolnterS:

Twowallpictures:OneOfanAmericanboy,SayTed,Studying

veryhard,andtheotherofthesameboyfoolingaround.

Theteacher,POintingtothefirstpicture,hasamonologue:

Ishebusy?-Yes,heis.

Isn'thebusy?-Yes,heis.

Then,tOthesecondpicture:

Ishebusy?-No,heisn,t,

Isn'thebusy?-No,heisn't.

Afterrepeatingthemonologueseveraltimes,andhavingstudents

repeatforsometime,theteacherwritesontheblackboardthefollow-

ingdiagram.

Hemakesitclearthattheanswertoanegativequestionisthe

sameastheanswertoana伍rmativequestioninasimilarsituation,

andthatsuchformsas*N),heis.and*挽∫,heLm't.neverappear

inEnglish.Heemphasizesthispointbymakingstudentsregardthe

patternasifitwereonewordlike`Yes-he-is'or`No-he-isn't'.
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6.Practiceofanswerstonegativequestions:

(FirstTeachertoGroup,laterTeachertoIndividual)

Isn'tthisboyTed?-Yes,heis.(referringtothepicture)

Isn'tthisboyAlice?-No,heisn't.(referringtothepicture)

Isn'tTedbusynow?,Yes,heis.(referringtothe丘rstpicture)

Wasn'tTedbusyyesterday?-No,hewasn't.(referringtothe

secondpicture)

Aren'tyou.astudent?-Yes,Iam.

Aren'tyouateacher?一No,Iamnot.

Aren'tyouaJapanese?-Yes,Iam.

Aren'tyouanAmerican?-No,Iamnot.

Don'tyouhaveapencil?-Yes,Ido.

Don'tyouhaveAmericanmoney?-No,Idon't.

Can'tyouspeakJapanese?-Yes,Ican.

Can'tyouspeakSpanish?pNo,Ican't.

7・StruCturaldrillusingacard田forapositiveanswerandlヨfora
negativeanswer:(Firstingroup,thenindividually)

Veryquickly,

Aren'tyouhappy?EEIYes,Iam.

Weren'tyoutired?.ヨNo,Iwasn,t.
Don'tyougo?題ヨNo,ldon,t.

Didn'tyougo?IヨYes,Idid.

Can'tyouswim?fiJYes,Ican.
Isn,tsheyourteacher?EINo,Sheisn,t.
Hasn'tshetalkedtoyou?田Yes,Shehas.
Aren,ttheyyourfriends?田Yes,theyare.
andalotmoreifnecessary.

8.Thesamekindofdrill,butthistimetobotha伍rmativeandnegative

questions:

Areyouhappy?EIYes,Iam.
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Can'tyouswim?白No,Ican,t.
Didyougo?∈JNo,Ididn't.

Didn'tyougo?IヨNo,Ididn,t.
Aren'tyouhappy?JヨYes,Iam.
Isn'tsheyourteacher?圧.Yes,Sheis・etc・,etc・

9.SituationaldrillfromStudenttoStudent:

A.Aren'tyouJohn?

B.NoIamnot.IamHanako.Aren'tyouToshio?

C.Yes,Iam.IamToshio.Aren'tyouHanako?

D.No,Iamnot.IamIkuko.Aren'tyouTaro?

E.Yes,Iam.IamTaro.Aren'tyou-etc.,etc.

Letthestudentsaskthequestionsoftheirown,tOO.

10.Practicethefollowingshortconversations,andletstudentsmernorize

themashome-WOrk:

A.Don'tyouhaveatesttomorrow?

B.Yes,Ido.Don'tyou?

A.No,Idon't.Can'tyougotothemovieswithmetonight?

B.No,Ican't.Iamtoobusy.Aren'tyoubusy?

A.Yes,Iam.Butweneedachange.Don'tyouagree?

B.Yes,Ido.




