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研究の目的と経過

本校でほ表記主題のもとに中高一貫の英語教育を目ざして研究を展開して釆た。前年度までほ，

現行中学校・高等学校検定教科書の語いの調査を行いその成果を発表して釆た所である。

今年度からは，現行中・高等学校検定数科雷の文法事項の配列と内容面の分類とに重点をおい

て調査を開始した訳である。

この主題のもとでの研究がスタ【トしたばかりでまだ充分な成果をご報告出来ず，その点を申

し訳なく思っているが，今回ここに上記副題の研究内容をまとめたのでご報告申L上げご批判を

仰ぐ次第である。

中学校の英語教科書の内容という点に関して考えてみると，本来BookIもその研究の対象

に含めるのが筋であるが，BookIの段階では語い，文法事項の制約のために仲々ある程度の高

さを待った内容をもりにくいので，今回の研究でほ各教科苔ともBookIを省かせていただき，

BoolくⅠの研究ほ別の折の研究に任せることとなっている。

現在日本で使われている教科書は，順不同に申し上げると New Prince English Course（Kaト

ryudo）．New Horizon English Course（Tokyo Shoseki）．NeⅥr Everyday English（Chukyo

Shuppan），The New TotalEnglish Course（Shubun Shuppan）The New CroⅥ7n English

Series（Sanseido）の5種頬である。

教科書を調べてみて感ずることほ，それぞれに，それぞれの特色を持って居り，道にまたその

特色が見方を変えれば改善を要望したい点ともなっているわけである。

今回の研究の目的は各社の教科書をとり上をずて，それの優劣を論ずることではない。また絶対

的な価値基準をふりかざして特定の線を出そうと言うのでもない。

今回の研究はまず第仙▲に上記5種類の検定教科書のBook2．とBook3とを調べて（従って

全部で10汀耶こなる）その内容面についての実態調査を行い，それに対してレポーターのコメント

を付して，広く皆様のご批判を仰ぎ，語い・文法事項等の様々の制約を受けながらも，作って行

かねばならぬ中学の英語教科書の内容の もetter なものはどのようなものであるかを探ろうとす

仙189－



るものである。

現場ほ（そして，当の学習者である生徒は）あらゆる意舜でのよりよい教材である教科書を必

要としているからである。

資料を読んでいただく上での注意事項

1．Lessonとtitleの下の記載事項ほ①，②，（釘のようにして整理してあるが，①ほ，表現形式，

文体，illustration等外面的な事項に関するコメントであり，①以下ほ内容に関するコメント

を順次記載してある。

2．引用してある英文ほ，いずれもその教科書のその課の中にあるものであって，内容を分類す

る上で判断の資料となった英文である。イタリック体に印刷した物ほ筆者が特に強調したくて

やったものである。

3．右の欄に各教科書の課を分類する分類用語が記載してある。使用した分類用語は次のような

ものである。

情 操……ゆたかな心。情操の廟養に資するもの

生 活 訓‥‥‥実生活を営んで行く上での教訓

人 生 訓‥…・長い人生を生きる上での物の考え方等に示唆を与えてくれるもの

ユーモア・‥…英語民族がユ叩モアを重んずる民族である所からユーモアを特に1つの項目

としてみた，これにほ日本を素材にしたユーモアも含めている。

科 学‥…・科学的内容に関すること

芸 術……芸術の内容について論じたもの

歴 史‥‥‥各国ないし世界の歴史に関すること

言語に対する関心‥‥‥言語の本質とその運用についての興味を与えるもの

国際理解……他国の理解，国際平和を目的とした諸団体，国際連合等について

人類の課題……特に新設した項目であるが，資源有限とされるェネルギ′叫の問題，核戦争の

脅威，公害の問題等，人類がその生存のためにどうLノても解決しなければな

らない緊急の課題を論じたもの

雑 記 事‥…・以上の項目に分類出来ない，ないLほ，分類する程の内容を持たないもの

〈尚参考のために形式を主にして次の分類項目を加えてある〉

Story・…‥‥・民話，短編，S．F．等

伝 記……数としてはかなり多い

詩

劇

4．1つの章でも，2つ以上の分額をしていることがある。

例えば，進化論を扱っているダーウインの所では，科学という分煩と伝記という分類がつい

ている。
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1．

研 究 大 綱

個々の教科書についての内容の分枝ほ，各々についてやってあるので，ここでほ，現在発行

されている中学の英語教科書5種類の Book2，

の英語の教科書の内容の傾向を探ってみる。

教 科 雷 名

New Prince

New PI・ince

New王iozizon

New Hozizon

NewEveryday

New Everyday

New Total

New Total

TIle New Crown

The New Crown

2

3

2

3

2

2

3

数ふ草

14

12

162

123

1
4
詩
1
3
1

16

1
2
2

1
5
1

124

＋

＋

＋

＋

＋

＋

＋

情

操

生
活
訓
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ア
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訓

Book3 の全てを1つの単位として，日本

科

学

芸圭歴

術 史

言

語

国
際
理
解

課

題

人
類
の

…稚 む0｝S
伝

記
詩 劇

4

2

2

3

3

1

1

2

3

9

5

5

1

2

8

2

l

l

4

7

2

3

総葦数1～ 詩な ど
184川面16 913 1‡20 事57 3！24124 事10

総項目数に対する項目
別パーセンテージ

8・2卜5亨9・7号3
4．4】1 0．5≡10．2129．2⊆1．5】12．3…12．3】50，5【0．5

このように日本の英語の教科書全体を1つのものとして見ると，項目で多い順に述べると，国

際理解29％，言語に対する関心10％，人生訓9％，情操8％となっていて，英語の教科書として

は全体から判断すれば，一応妥当な線を行っているのではないか。唯，雑記事とレポーターが分

精したものが12％もあることほ考えさせられる問題である。英語の時間も削減されて来たことを

思えば，その少なくなった時間の中で最大の効果を上げるために，雑多な内容はさけ，やさしく

てもよいからしっかりした内容のものを選ぶべきであろう。

また形式別に見ると，StOryが12％もある。伝記ほ5％であるが，一応妥当な線と言えよう。

しかし問題ほ各社によってかなりのバラつきがあることであって，一冊しか選択出来ない生徒

の英語学習を考える時，むやみに著者の好みや傾向によってその本を特色づけることなく，すく小

れた教育的識見によって内容の選択を行うように切望してやまない。

2．次に1つのCaSe Study として国際理解というものについてどのように扱われているかを分

析してみよう。
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他国理解

北 米

アメリカ合衆国‥‥…‥‥・14 ㊨％

カ ナ

南 米

大洋州

ア ジ ア

東南 ア

ダ‥…‥…‥1 1．7％

…‥・…・‥

0

…‥‥…‥1 1．7％ オーストラリア

ジ ア‥…‥…‥1

中 国 大

中 近

ソ 連

東 欧

西 欧

アフリカ

日米関係

日英関係

陳‥‥‥…・‥1

東‥…‥‥‥・0

‥‥‥‥‥‥ 0

‥‥…‥‥・0

‥‥……‥

7

‥…‥…‥

2

…‥‥…‥ 8

‥‥‥‥‥‥ 0

日本とその他の外国との関係…・‥2

日英米の生活の習慣。言語の相違8

日本の紹介・日本の発見‥‥…‥…7

1．7％ マレーシア，シンガポ｛ル

1．7％ （古代蒙古）

⑲％ スイス，イギリス，フランス

3．5％ ケニア

14％

3．5％

14％

12％

国際協力（の必要）。国際平和運動2 3．5％

国際連合 ・………‥11．7％

国際理解と外国語学習・…‥‥‥‥2 3．5％

57

このケース。スタディから分析してみると，まず他国理解についてであるが，英語の教科書で

あるから当然と言えるかも知れないし，また中学生の学習能力の制約を考えた場合，止むを得な

いということも言えようが，アメリカの紹介，イギリスの紹介，日米関係，日英米の生活習慣と

言語の相違等に関するものが多くなっている。

そして，地域として紹介されていない所は，南米，現代の中国，中近東，ソ連，東欧となって

いる。更に西欧の内容を分析してみると，スイス，イギリス，フランスということであって，南

欧が含まれていないことに気がつく。

いずれも限度ある紙数の中での編さんであるから，止むを得ない面が多々あるであろうが，中

→高という】一貫の教育を考えた場合にほ少なくとも高等学校の教科書で，今，紹介さjtなかった

と申し上げた地域についての記事が欲しいものである。

また国際協力・国際平和の項目についてほ，Clara BartonのAmericanRed Crossの例が挙

げられており，その他，Food fromthe Seaという Lessonで国際協力の必要性が説かれてい
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る。国際協力の必要性ほ今後ますます増加するであろうことを考えると，国際協力に関する実

例等を扱った1essonが出て釆てもよいであろう。

また，日本の紹介・日本の発見の項目を検討してみると

伝統的日本文化に関すること

空手

京都，竜安寺で考えにふける人

さくら，さくらの歌

Otokosan and Straw Coatの話（民話）

Mujinaの話（L．Hearn）

現代日本に関すること

東京が世界最大の都市の1つであること，ラッシュアワーがひどいこと

夜はタタミの上に寝ること

くつを脱いで家に入ること

赤坊を背中におうこと

この項目は日英（米）の生活習慣の相違の項目とも関連して考えることが出来るが，まだ中学段

階でもあり，その内容ほ，幼稚とさえ表現してもよいであろう。したがって，高校段階に於いて

ほ，文化人類学的アプロMチによるエッセイなどが必要とされよう。

国際連合とその6つの公用語についての記述，そしてエスベラソト語についての言及は外国語

を学ぶ老が一度は考えることである点を考慮すると，よい題材の選択と思われる。

高校段階に於てほ，国連の更にくわしい活動であるとか，国連での名演説であるとかを入れて

もよいであろう。

さらにエスベラソト語についてほ実際にその文法の一部を説明した英文のテキストなどがある

と大変興味あるものとなろう。

3．次にケーススタディの第2として，伝記にとり上げられている人物を研究してみよう。

まず国別で行くと

アメリカ 5回

フランクリン（2匝1）

エディソン

ヘレン′。ケラー

クララ・バ巾トン

フランス 3回

ミレー（2回）

／ミスツーノレ

イギリス 1回

ダーウィン
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イタリア 1回

カーリ レ：オ

次に分野別にしてみると

学 者

フランクリン

パスッーノレ

ダーウイン

ガリ レ：オ

社会奉仕家

ヘレン′・ケラー

クララ・バートン

芸 術 家

ミレー 2［司

政 治 家

フランクリ ソ

以上の分頸から判るように，

国別ではアメリカ。フランス。イギリス。イタリアといった北米と西欧のみとなっている。将

来ほ，この地域に変動ああることも予測されよう。

また分野別でほ，日本人の好み，教科書であることを反映したのか，学者，社会奉仕家が多く，

次に芸術家，政治家となっている。ユ

以上，別に異論があるわけでほないが，事実を報告する次第である。

いずれも，各人物の扱い方ほ，各人物の業績を紹介し，く苦難を通して，人々のために尽くした

ことが措かれていて，青少年を励ますように描かれている。

4．次にケ叫ススタディの第3として言語に対する関心をとり上げてみよう。

言語の本質。習得の過程・文字の発生等原理的なものに関すること

狼に養われた子供の話

人と動物のCOmmunicationの違い 曾

COmmunicationに占めるジェスチャーの位置

記号から文字へ（文字の発生）

数の表現の仕方

文法に関すること

正しいpunctuationの必要性

動詞と目的語との関係（ひα£gra horseと∽才J滋acowの違い）

英語の歴史

同じ大きいということに対して，英語にほgreat（ドイツ系），1arge（ローマ系），
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big（北ヨーロッパ系）の三つがあり，この三つの系統が英語の基をつくった

（日）英米で使われている英語の用法の相違

英 tube，atumun，lift，pOSt box

米 subway，fall，elevator，mailbox

（日本語でほ1iftというと，もっぱらスキー場のリフトのことになる）

国連の公用語

Englisb，French，Chinese，Russian，Spanish and Arabic

アフリカのケニアの公用語

Swahili

エスベラソト語

その歴史と現状

外国語学習の目的

国際理解と協力の手段として

人前でのしゃべり方

沈黙ほ金でほない

以上のように多方面にわたっていて，ほほ言語に関する問題を尽くしていると言えなくもない

が，強いてまだふれられていない分野をさがすと，①言語の相違から文化の相違を論ずること，

②日本語と英語の文法上等の違いをわりやすく述べて学習の参考に資すること，④英語の国際語

としての位置を具体的にのべること（英語が世界でどの程度通じるか），ゆ外国語学習が国際理

解に役立った実例を上げること，㊥日本人としての外国語学習の歴史をのべること，㊥ェスベラ

ソト簿についてもう少しくわしく，①より効果的な学習の仕方へのアドバイス等があげられよ

う。
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研究資料1．教科書名 New Prince EnglishCourse2．

Lesson＆Title

l．Squi汀elin the‡）ark・

① 人間と動物との温い交流が措かれていて興味深い。

桓）日本のSquirrelsについて，

SquirrelsinJapan are not asfriendly as squirrels here・

7鳩βツαrg叫ケα㌶〆α∫ と述べられているのほ残念であ

るが事実である。

2．Sports・

Is baseballmore popular than basketballinJapan？

Yes，itis・Perhaps baseballis the most popularsportin

my cotlntry．βα∫g∂α′g 才∫少0クZ‘′αrゐgrg，gO仇 力，∫0αr

乃αgわ乃α′坤Org．Do you have anationalsportinJapan，

too？

3．A Boy’s Coins・

のんびりした勧善懲悪の話

4．Let’s play tennis・

電話のかけ方が判る点でほよいが‥‥‥

5．Paul，s Pet

長期間外出する時に，petをpetsl10pあずける′というhuman－

ity（or動物愛護の精神）に富んだ話

6．The Bird Feeder

（り Birdsにもそのライバルであるsquirrelにもひとしくえさ

をやるように考案するという動物愛護の精神が判る

④ Bird Feederという表現がこのやさしい英文の中に入って

不吉∃然さを感じさせないという点に動物愛護の精神が行き

渡っている文化的背景を感ずる。

Two
squirrels were sitting

on the box and eating the

seeds・Some pretty birds，tOO，Were eating the seeds on

theぁざ7ゼノをβ滋r・“Oh，Whata goodidea！”cried Rose．

“Dad，did
youあzJ～gd吉ゐα吉∫ゐor～メをgdgrノbr

gぁだ ぶす〟わ一一

rgg5？”“Yes，Idid，”said Mr．Adamsひ言とんα577ヱ∠Jg．

7．Let’s Laugh

4つのjoke集である。特に第2のものほtadpole→frog cater－
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Kairyudo

情操（野性動物への愛情）

生活訓（自然保護の必要

性）

国際理解（日米スポーツ

の比較）

人生訓（勧善懲悪）

ニL－－モア

△内容ほ乏しい

情操（Petへの愛情）

情操（野性動物への愛情

or 自然保護）

ニL－モア



pillar→butlerflyとの関連でⅩ→Mother を話題にしていて，

自然との結びつきがあってよいと思う。

8．The rails sing

①
m一人の少年の仙・一途な心とそれが大人達の生命を救ったとい

う話
∨

⑧ そしてその少年ほ作曲家A．DVORAKであり，その時の

ことが名曲 Humoresque の中に表わされているという話

9′ A Visit to Disneyland

や LessonlOとの関連で見ないと理解が出来ないであろう。

⑧ 子供達ほDisneylan′iなるものには興味をもつであろうか

ら，題材の選択としては適切であろう。

10．The mouse and the artist

① 失望してもくじけてを早いけないと，少年達に夢を与えるよ

うに描かれている

HeⅥraS riiscouraged．Some of his friends said to him，

“Don’t be discoura酢d．Ⅵrelike your pictures．Thereis

SOmething very goodin them．1Ve tbink you willbe

known as an artist somed．ay．”

⑧ 若く貧しいDisney少年とmouse との友情が措かjtてい

る。

Day after day the motlSe Camein and紗α∫g～㍗g〃∫0〝Zg

∂7・βαd．Inthis way，£ゐβ
ブナヱ0乙‘5β α乃∂ 娩βク00r αrと如

∂βCαプ7‡ピgOOd．付言g7‡ゐ．

㊥ Disneylandを生んだDisneyの考え方が出ていてよい。

Disney always wantedto please children．He said“流砂

∂£′∫みヱgぶ5ゐ ね g才γe ゐαメ少才乃g∫5gO fゐg cゐ∠〟rβ7ヱあ gゐg

∝ノOrん7．”

11．Flying Saucers．

㊥ 先生Miss Greenの指導による reporトdiscussion を中心

としたアメリカの授業風景が描かれている。

⑧ 題材の選択としてほ青少年の興味に合致してよいのではな

いか。

12．Ken and Karate

① 日本のKarateとJudoとについて述べられていてよいと

思う。
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人生訓（一途であれ）

情操（名曲の背景）

国際理解

（アメリカの遊園地Dis－

neylandについて）

人生訓

（いつも希望をもて）

（物事をなすに当っての

思想の必要性）

Story（S．F．）

国際理解

（日本の発見）



パⅥ7bat，sあgαCゐみgg古？”

“Thecolors ofthe belts show degrees of skill．7頂♂

紘cゐみgg£s壬10WS a bigh degree and£んg wぁぉ占egと

shows alow degree．”

⑧ Karateの説明も面白い。

No．Karateis a very safe sport．You must stop your

puncbes and kicks before touching the o血er person・

1椛do′Z，gゐ之Jrg gαCゐ0才ゐg7一‥‥‥

13．The sister city movement

㊥ sister city movementほ生徒達も興味を持つことであろう

し，題材の選択としてほ適切である。

Oakland and Fukuoka are sister cities‥・…．Osakaisthe

sister city of San Francisco‥…・．San Diego and Yoko－

hama are sister cities‥‥‥

‡t（sistercity movement）beganin1955．In that year

Nagasakibecame the sister city of St．Paul・

⑧ sister city movementの目的が簡潔に述べらjlている。

What’s the object ofthe sistercity movement？

力，∫ねあ7・g乃g‘王み0‡Jgα∂g才f♂r〟刀（おr∫ね乃dあg∂ggひどg′‡gゐg

♪goクゐ5〆∠ゐggひOC才才∠わ．mりgエCゐα乃gggゐβわ・C乙‘gよα柁．

14．A Mujina

Lafcadio Hearn というⅥ一人の西洋人が白木の晋の話を美しい

英語で再現してくれている。（retoldでほあるが）

コメ ント

（1）Book2の内容を分類すると

情 操 4

生活訓 1

人生訓 3

ユーモア 1

StOry（S．F．） 1

（2）この本の Book2．

国際理解

のようになる。

としてほ，言語に対する関心を呼び起こ

すもの，科学に関するもの，社会生活に関するものなどがあ

ってもよいのではないかと思われる。

（3）扱い方としてほ，6・TheBirdFeeder．8．Therailssing．

10．Tbemouse and the artist．12．Ken and Karate．13．
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国際理解

（sistercity movement

市民参加の運動として）

国際理解

（日本の発見）



Thesistercitymovementが優れていると思う。

（4）2・Sports・についてはアメリカにおいて現在はbaseballよ

りも baslこetballの方が盛んであることなどを述べるべきで

はないかと思われる。

教科書名 New Prince E℃唱1ishCourse3．

Lesson＆Title

l．A trip to San Diego

（i）家族内の会話のあり方がよく表わされている。

“It’s a beautifulmorning，isntit？”saidRose．“Yes，it

is，”said her father．“肋γβα7‡加わ勿”“rゐα〝滋プ∂〟，

かαd．”“rα丘g
cαⅣげユ′OZ′r5β抗”saidher mother．

① Sea World の中でJapaneseⅥrOmen（あま）が働いてい

ることが述べられているが，日米のかかわり合いを述べて

いて面白い。

2．A Letter from a friendin Switzerland

の 手紙という形式をとり入れているのは，手紙の書き方を教

える点でよい。

① 日本の中学生の多くがスイスとうい国にほ関心があるであ

ろうから，スイスは国の選択としては良いのでほないか。

積）スイスの特色がよく述べられている。

。‡llaVelearned thatクβ0〆gげd抑rg乃g O7一なぁ5′∠γβ

ねgg才ゐgr才〝～みゐ5〝ヱα′g co〟乃≠り：German，French，and

Italian．

・Ihear thatin this country o乃わαノ盲wクβ（ゆggゑ乃0て〃

才ゐど乃α77チビげ£ゐgわ・少rビゴたね7‡≠．

3．The San Francisco Earthquake

（カ会話形式をとっているので理解しやすい。

① 地震に際しての心構えが具体的に述べられている。

Ken：FirstI’11put on the fire．ThenI’11get under a

desk or a table．

A man：Good．And alⅥ・ayS keep something to eat at

hand：Canned meat，Canned fruit，and so on‥…・

A man：Ⅵrell，yOu had better keep a transistor radio

With you……
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Kairyudo

言語への関心

（親子の間で使われるこ

とばの日米の相違）

国際理解

（日米の出合い）

国際理解

（外国の事情）

生活訓

（地震に際して）



4．The Story ofⅥrilliam Adams

（む 日本史の一断面をのぞかせて興味がある。

。In1610the second ship crossed thePacificandvisited

Mexico．ItwasthefirstJapaneseshiptogotoAmerica．

。Ⅵ々ggぬ〝乙
Adαチ乃5 W才gg みg

rβ∽g∽あgrgdカ㌻
gγgr α5

才ゐgカ‡≠ゐgrげ∫ゐゆろzJオ〟加gみzゐクα札

5．Food from the Sea

の 題材は良いが，導入・展開が少し難しいのでほないか。

① 海洋国日本として考えておくべき多くの問題を含んでい

る。

Almost allthe sea もelongs to a11the cotlntriesinthe

world．To solve alltIleSe prOも1ems，We have to unite

ourselves and work together．

（申その他scientificな内容も豊富である。

6．Rose’s DiaryiIュEurope

（わ文体ほ平易でよいと思う。

① 語句の商でイギリス特有のものが紹介されているのが面白

い。

Ⅵre went toIiyde Park∂ッわ‘∂g．

△㊥ Shakespeare’s play‘TⅥrelfth Night．，とかLake District

というイギリスの文学ないし文化を理解する‘keyⅥrOrds，

が出て来ているわけであるが，これを，「内容」のある

SentenCeにもって行けないものか。

△（彰 俳句と結びつけているのほ面白いが俳句に触れるよりも先

に Lalくe Districtのpoetsたちのことに触れなくてよいの

だろうか。

7．Let’s Laugh

① このようなjoke の課があるのほ良いと思う。問題ほどの

ようなjokeを選ぶかということである。

①ii弓じ語の配列でもpunctuationの仕方によって，全く逢っ

た意味になってしまうという例。

What do you t‡1inlくⅠ’11cutyour hair for nothing and

give yotla dTi‡lk

＠ 英語を通してでないと（日本語に訳してしまってほ）判り

にくいjokeの例
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国際理解

（日本と西洋の出合い）

国際理解

（国際協力）

科 学

（人類の福祉への応用）

言語への関心

（イギリス特有の表現）

国際理解

（イギリスの文化歴史の

理解）

言語に対する関心

（punctuationの必要性）

（外国語そのものを通さ

ないと判りにくい外国語

のjoke）

ニL－モア



“Mr・President，りshesaid・“Todayafriendofminesaid

that∫coα肋，≠ge才∽Org才ゐα乃才抄0ひ07滋0α≠〆ッ0α．

IsaidIcould・Wemadeabet・乃“‰ぞ£わざg，＝answered

the President．

8．The Sheriff and the Violin

㊥① 非常に良い内容である。人と人（場合によってほ国と国も

そうであろう）との交渉において，厳しいことを言いなが

らも，相手からIlikeyourⅥrayOfdoingthings．と言わ

れるように訓練をつむ必要があることを，生徒に教えるも

のである。

① 荒くれ男の心を violin の音が，静めるというのもしみじ

みとした感銘を与えるものである。

Dick’sfather（荒くれ男のこと）wassilentforsometime．

Thenhe heldthesheriff，sbandandsaid，り∫／才丘ピッ0〟r

抄αブイdoみzg才ゐ才乃g5，Officer．ア〝Zggα∂∫プ乃βオブ0子√．

ThanlくyOu for your advice．

9．Marks Speak

◎① 導入・展開の仕方が非常によい。

① The pictures of glass and egg botb means‘Handle

Carefully’，When they send packa酢Sin America これほ

人間心理の上からも面白い。

④ 基本的には，WritteIllanguageの起源はsigns or
marks

であるということを思わせる面もあり，面白い。

1例
／丁′‾‾、＼

せ ＝No Fishing．

10．The Beaver

（わ 内容が相当につまっているので，紙数にゆとりがあ涼1ば，

会話体などを入れてとりつきやすくしてもよいのでほない

か。

㊥ 動物であるBeaverと人間との類似性と違いとを述べて，

中学生に人間としての自覚を与える点で興味がある。

Among
mammals only men are as good engineers as

beavers．Men and beavers are the only mammals tbat

malこe dams．Both men an（ヨbeavers are hard workers．
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人生訓

（人と人との付き合いの

仕方）

情 操

（荒くれ男の心を鎮める

音楽の音色）

言語に対する関心

（文学の由来）

科 学

（動物と人間の違い）

人生訓

（動物と人間の違い）



Thenひゐα≠ぉ古ぁだ抑柁乃〝 ろβ才℃ぴgg乃∽g乃α乃∂みgα－

γg7・ざ？Å飽乃才ゐあゑα乃d才椚少roγg 娩β才r ひαツ q′ g砕

みz∠才∂gαγgrざ0乃抄柁クgαgαJ∽0ざ吉gぁだ∫α桝g ≠カわ郁 ユ′gαr

（‡♪grッgαr．

11．Th Last Leaf

① Retoldに使われている英語も適切である。

① 本当のmasterpieceとほ何か，本当の芸術とほ何かを問い

かけている文であって示唆に富んでいる。

12．The Dancing Men

の 中学3年間の教材の中で，初めて出てくる長い読み物であ

る。

① Sherlock Holmesstoryほ適切なarrangeを加えれば，中

3の生徒にほ面白い読物となろう。

コメ ント

（1）Book3の内容を分類すると

情 操 2

生活訓 1

人生訓 3

国際理解 5

言語への関心 3

ユーモア 1

科 学 2

Story（Detective）1

（2）この本のBook3としては，内容の分配ほ一応当を得ている

ように思われる。ただ社会生活のルール的なものがあっても

よいのでほないかと論者は考えている。

（3）扱い方としては，

荒くれ男の心を鎮めるヴァイオリンを主題にした L．8T王Ie

SheriffandtheViolin，地震に対する適切な心構えを説いて

いる L・3TheSanFranciscoEarthqualこe，Beaverと人間

との違いを説いているL・10Beaver，国際協力の必要性を訴

えている L・5FoodfromtheSeaなどが優れている。

（4）改善の必要性を論者が感じた所は，L．6Rose，s Diaryin

Enropeに於て，ただ単にTⅥrelfthNiめtやLakeDistrict
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人生訓

（本当のmasterpieceと

ほ何か）

情 操

（本当のmasterpieceと

は何か）

Story

（Detective story）



という語句を並べるのでほなく，それらについての内容を盛

り込むべきであると思う。

2．教科書名 New Horizon English Cou．rse

Lesson＆Title

l．Mike and Katby

① 同じ内容について，説明文と会話文との両方の記述がある

のはよい。

⑧ 内容ほわぎとらしいし，平板である。

2．IwasinJapaIiLast Year

△①Japan（Japanese）とかAmerican English 等のことばが

出て釆ているが，内容的にほ乏しい。

3．Ⅵrhat did you do？

① 面白いには面白いが，滑穫とういべきほどのことで深みほ

ない。

4．Mike，s New Friend

△① 本文の中にもschooIcafeteriaなどの写真を入れるべきで

あろう。

△① 内容としてほ，日米の学校の学期。学科目‥‥‥お弁当等の

ちがいが表わされているが，記述は平板である。

5．In the Parl（

△① アメリカの交通琴識，広い道路等の写真を本文に入れるべ

きであろう。

△⑧ 日米の生活習慣の相違が述べられているが，その記述ほ平

板である。

・We
drive on tbeleftinJapan，yOu know．

。The roads are much wider here tbaninJapan．

6．The Big Dipper

往）illustrationも内容にあっていてよい。

⑧ 非常によい内容である。少女のやさしい思いやりの話で，少

女が水をくむために使ったdipperが7つのdiamondsに

なり，空へのぼり，今も人の日にとまっているとうい話。

7．Akio Goes to SchooliIISan Francisco

⑧ 平板でほあるが，日米のことがらが紹介さjlる。

。Is t王はtSO？Our schoolyear beginsin September・
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東京書籍

雑記事

雑記事

雑記事

△国際理解

（日米の相違）

国際理解

（アメリカの生活）

人生訓（やさしくあれ）

情操（やさしくあれ）

国際理解

（日米の生活習慣の相違



。Ⅰ’m from Tokyo．Tokyois the capitalofJapan．It’s

the mostimportant cityinJapan and one of t‡le

もiggest citiesin the world．It bas too many people

and tdo
many cars．

8．Mike and Nancy Visit t王1eFarm

（ヨ アメリカの農場の写真ないし美しいスケッチが欲しい所で

ある。

⑧ 話の内容は平板である。

9．Jane Visits Washington D．C．

（カ LessonlO と本来一つの課にしてもよいような程度の内容

であろう。

① 内容は極めて平板である。

10．Jane’s Pictures ofⅥrasbington D．C．

（カ Lesson9と一つの課に合わせるべきものであろう。

⑧ 内容は平板である。

11．Mike Writes a Report

△（カ（1），（2），（4）の文をもう少し整理して，（3）の内容を充実すべ

きであろう。

△①（3）のPatric Henry の“Give meliberty or give me

death．”にしても，これを中心にして，もう少し感激牲の

ある文を作り上げるべきであろう。

12．Tom Has tolVork on Saturday

①illustrationはよい。

① Tom Sawyer の retold されたものであるが，内容は，

中学生には面白いのではないか。

13．C壬1ristmas Presents

⑧ 本来胸を打つ話しであるが，終りが平板である。

“What shallwe do？”Theylooked at each other for

some time．Then tbey smiled．は無くてよいのではない

か。

要するに，もう少し感激性のある文を書いて欲しい。

芝…謡芸1・Numbers・
（∋illustrationほよろしい。

① やっと興味ある内容にありつけた。今，あたり前のことと
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日本の紹介）

雑記事

国際理解

（アメリカの紹介）

国際理解

（アメリカの紹介）

国際理解

（アメリカの歴史）

Story

（文学）

Story

（文学）

！言語に対する関心



されている数の言い方もそれが生れてくるのは大変だった

ことが判る。

・W－e think that countingis easy．Butit was not easy

long
ago．People did not knowhow to count．

。In Chinese the word for 〃two”is the same as the

WOrd for“ears．”Tn anotherlanguageitis the same

as the word for“eyes，”

14．Canada

① 内容は平板であるが，カナダのことが紹介されている。

。Frenchis spoken by many people．But Englishisalso

usedl）y many．

。Is Canada bigger than t壬IeUnited States？Yes，itis．

Butit doesn’t have as many people as the Uuited

States．

。Iknow thatJapan buyslumber from Canada．

15．Peoplein London

① イギリス人のユーモアが出てくることが面白い。

“Well，yOung man，”said the gentleman．“Ⅰ haven，t

stolen the poem．Look at that page．It’s stillthere！”

（彰 イギリス英語のtubeが紹介されているのが面白い。

会話 On tbe Telephone．

特に言うことなし

16．Joyぐe，sBirthday

① 内容的には，乏しいが，贈り物をもらった英米人がそれを

すく小その場であけかつ礼をのべるということが出ている。

Here，s a presentfor you．Thank you．May‡openit？

Ob，aJapanese払n！HoⅥr pretty！

領）日英米で使われる英単語の意味が違う用例が出ている。

You don，t use the word“elevator．”That’s right．Ⅵre

usually say“1i氏．”T壬1at，sinteresti咽．TnJapan“1ift”

andりelevator”mean
different things．

這…盗品2・TheStoryofaSailor

① 原作の改悪の例と思う。

Enoch Ardenを改作したものであろうが，endingにおい

－叩205州

（数の言い方）

国際理解

（カナダの紹介日本との

関係）

ニL巾モア

国際理解

（イギリス人のユーモ

ア）

国際理解

（日本と英米の生活習慣

の違い）

言語に対する関心

（英米日の英単語の使い

方の違い）イ

Story

（文学）



て After that there was no news aもout him．というの

ほおかしいのでほないか。Enoch が人知れず死んだこと

が宿屋のお上さんの詣で伝わり，Enoc‡1こそほ最もbrave

なsailorであったとして盛大な funeralが営まれたとい

うことを述べないと，単なる tragedyに終ってLまうの

ではないか。

コメ ン′ト

（1）Book2この内容を分類してみると

情 操 2

生活訓 0

人生訓 1

言語に対する関心2

国際理解 9

雑記事 4

ユーモア 1

StOry 3

（2）この本のBook2の内容として

① ほじめの数課の内容が極めて乏しい。

① 国際理解についてであるが，大部分が， 極めて平板な，事

実をのべているといった感がある。要するに深みがないと

いうことである。

⑧ story の retelling ヰ），もう少し感激性のあるものにして

欲しいと思う。

（3）内容的に良いと思われる課としては

L．6．TheBig Dipper，ReviewReadingl・Numbersが

上げられよう。

教科書名 New Horizon English Course3．

Lesson＆Title

l．Springin America

① 無難な書き方である。

① 日本との関連がのべられている。

Perbaps youhavebeard aもouttbecberrytreesin
Wa－

shingtonD．C．They were given
to America byJapan

in1921……

1Vben tbeも10SSOmS are at t‡1eirbest，a festivalis beld．

Tbemost beautifulgirlis chosenastheCherryBlossom

Queen．
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情 操

（最後まで人の幸せを考

えよ）

束京書籍

国際理解

（日米関係）



㊥ 母の日のことが述べられている。

Thesecond Sunday ofMayis九舶ther，s Day．Children

Often give their mothers presents to thank them．

2．Mike Goes to the Dance

① 内容として funny であるが，それ以上のものはない。少

々幼稚と言えよう。

3．Benny’s Flag

⑧
仙▲人の孤児の作ったdesignがアラスカ州旗に定められた

という話。深い感銘を与えるであろう。

Bennyんαd御♪α7－ピア如，but hellad many friendsinthe

missionhome‥‥∴ Buts。metimes，bef。re he wentt。

Sleep atnight，ゐβ′をたgo乃g秒andlooked at the starsin

thesky‥‥‥．Suddenlyhehad anidea．Hedrew gold

StarS On a blue㌫eld．rんg∂J～（ピノおぉひα∫ノも7－gゐgAg－

α∫ゑα7ヱ∫丘ッα乃d gゐピル7部ト7？g】乃れ rんg go以∫ねr5

Wg7－ピノb7一タカgAbrgん励αrα7言dgんgβなβ如gr‥…・

On the Fourth ofJulythere was a big paradein the

Village．Everyone cametoseeit．βg乃乃ツWα5αggゐgゐgαd

（ゾ才ゐピタαrα（お．放てぴα∫Cα＝ツ∠乃gAgα5丘α〝βαg．

4．A Fire Drill

⑧ 良いことを言わんとしているのだが，内容の展開が戯画め

いている。

5．From Mike’s Diary

（′りせっかくアメリカの10Calcommunity の生活を述べてい

るのであるから，出来たら具体的地名を記述すると更に仰一

層興味がわこう。

① アメリカの10Calcommunityの姿がよく描かれている。

・mg Cgrg77ヱ07ぴ（論者註graduationceremonyと思われ

る）∫舌αrgg才α才β：00g7Z才ゐggγg乃わ7g．Allthegrαdαα£－

Z77g5g〟‘ゐ′？g5ざα吉0乃gぁだ5gαgg．

・Iwent
to the co㍑乃砂、わざrwith my family．There

were alotof（才才坤gり′みαg〟ぁが‥‥‥．Inthethirdthere

were pictures painted by farmers’wivesandchildren．

会話 At a Store

特記すべきことなし

一207－

（アメリカの生活）

雑記事

人生訓（希望をもって苦

難に耐えよ）

情操（自然との関りを大

切に）

雑記事

国際理解

（アメリカの10Calco－

mmunityの生活）



芝…謡蒜1・JodyandHisDeer

① 開拓農民の子供Jody と鹿Mondayの物語。二人ほ互い

に友情を深めるが，Mondayほ成長するにつれてwildに

なり，畑の作物を食べてしまうようになる。Jodyの父ほ

ついにMondayを撃たねばならなくなる。

“Listen，Jody，”hisfather went on．“Ⅵre have tolive．

We need our fruit and vegetables tolive．”“Monday

has tolive，tOO．If you want to killhim，killme，tOO，”

Jody cried．But bis father went out with a gunin壬iis

hand．Jody ran out of tbe house and Ⅵrentinto t王ie

woods．After along time he was foundもy the spring．

He was
crying．“Jody，Ⅰ’m very sorry for you and

Monday，”said his払ther．“But gゐわぁJ砕．Myfather

alway said thatひβ∽α∫才ggαr乃♪0∽gそ斥．”

6．A Letter from Mary

① 手紙の形式で展開しているのほ非常に良いと思う。

㊥ 自然な文章のうちに，日本人の生活様式がよく措かれてい

る。

。Tbe youngest member of myJapanese familyis a

baもy wbois ten montbs old．Isometimes cα7－7つ′ゐわ柁

0乃プアひあαCゑ！

。At nightIsleep on futo王1．Itis a kind of mat wbic王I

is spread on tatami．

。Ⅵre eatourlunchin our classroom．Every day，after

scboolて〃βC′gα乃OZ∠r7－00〝之OZ‘71ぎg′γg5．

7．A Visit to London

① 会話調であるし，写真もかなりあるので理解しやすい。

① イギリスの特色が色々紹介されて興味がある。

・The hotelIstayedin was eight stories high and

gooゑgdoJd．But gγgりgゐ才乃g才乃∫左ぁてぴα5γg7つ′∽0滋r乃．

・且7好gゎぁ∽β乃g才丘gわ才αJゑαあ0そ′～舌ゐβひどα£んgr，yOu know

……・Ithinkit’s becausetheweather changes very

Often・Itsometimesrains severaltimesinoneday．

・んぶ之‘仇∽grgゐg5〟乃∫めαろ0α才gなぁ才0，cわc丘あgゐg

仙208－

人生訓

（生きることの厳しさ）

（自然への愛）

国際理解

（日本の紹介，日本の発

見）

国際理解

（イギリスについて）



gγg乃加g・Solittle children haveto go to bed，though

they want to
play out of doors．

8．丸4illet，sⅥrorks of
Art

① 会話まじりの文で理解しやすい。

⑧ ミレ巾の自己に真実であり，自己の最もよく理解したもの

だけを描くという人生観がよく描かれてジいる。

・In those days manypainters wereⅥ℃rkingonpictures

Of gods，幻owers，and rich people．“Everyonein
Paris

paints gods，”he said to himself，“butJ’7乃 gO加gわ

♪α如才クgo〆βて〃ゐ0∫gg的∫丘乃0ひγg叩ひど仏‥…”

・“Ordinary people and ordinary以earen’tbeautiful．If

youwanttobe払mous，yOu muSt paint morebeautiful

people and things，”his friend said．Millet did not

change his mind．ガ旨♪α加古gdク才c吉α柁5 0f少gαざα乃わ

WO7・丘わzg o乃、柏タワ7乙∫

・“Iwant
to paint thelife thatIunderstand best”，

Millet said．

・By1860he waswellknowninFranceandothercoun－

triesinEurope．But he said，“アブクエα♪gα∫α乃£α乃do乃抄

α♪g年5α7れ”

9∴Paris

① 比較的写真も豊富でよいと思う。

① バリーの紹介よく描かれている。

・rゐβ7Z才cゑ乃α〝ヱgげfbrわぁgゐg
Cわ′ 〆エなぉ∫．Do

you knowⅥrhatit means？Many beautifulbuildings

areligbted at night・…‥．Forhun血edsofyearsParis

has t）een tbe center oflearning，art，and music‥‥‥

Forthis reason also，peOple callit tbe City of Lights．

。肋∫才抑cg5α乃dざ才07一β∫CJo∫ピノbr紬0
ん0α7つZ7子吉ゐβ

〝子必Jβ〆才ゐgdの．1好orkersgo壬10me払r theirlunch．

・the
Seine，Nortre Dame，tbeEiffelTower，tbe‡ノOuVre

の紹介もある。

△欲を言うと日本との関連をのべて欲しい。

会話 A Visit

特に記載すべきことなし。

仰209】

人生訓

（自己の生活に忠実であ

れ）

情 操

（絵の見方）

伝 記

国際理解

（フランス並びに／ミリー

の紹介）



10．Otoko－San and the StraⅥ7Coat

①illustrationにユーモアが感じられてよろしい。

① 日本の民話を紹介しているという点でユニークな内容であ

ると思う。次の箇所などほ，人の悪をあまり厳しく責めな

い日本人的気質がうかがえるような気がするが……。

He wassittinginthewa如Withoutanyclotheson・rゐg

クgo〆g wゐo grわdわCα舌Cゐ ゐ才∽Jα年gゐgdα乃d gα7Zgぁだd

ひゐg乃gぁり5αWゐ才∽．

……謡芸g2・A Lesson from Nature

① 内容ほ良いが展開が少し難しいように思える。写真が入っ

ているのほ大変よい。

⑧ 自然界に存在する balanceが措かれている。

Hawks eat field mice．They catch manymorefieldmice

than chickens．If hawks become fewer，㌫eldmicegrow

in numもer．The farmers who killed the havks did not

knowthat would happen．Tゐ砂滋朗ナ0ツgd才ぁだろαgα乃Cβ

げ乃αg‡‘rg．

11．Africa

① アフリカについての紹介ほめずらしいが，今後の世界に占

めるアフリカの重要性を考える時，題材の選択として適切

であると思う。

。But才ゐβ“かαrゑCo乃方言77β乃g”ゐα∫Cゐα7‡gβd〝之αCぁぶ古刀Cg

まぁg〝ヱ誠Jgげ舌ぁざ5Cピタ如£7つ′．Africahasalotofnatural

resources．Peoplein Africa arelearning to use tbem．

カぉ吉仇少Orgα乃fねggαr乃αあ0〟才A升わαα乃d藷ざクgo♪ゐ．

。4什才cα乃クgoク′gα7－ggrgα若α7－gゐわ‥‥‥．Picasotried to

paint the beauty he foundin African art．

。Aメナわα乃♪紺クgβαrβgれヲαg∽Z‘5才cぬ乃∫，ね0……．Soon

they mixed their music with the Americanmusicthat

they heardin the NewⅥrorld．This was the begin－

ning of jazz．

。7協gカr5才grgα吉∫わ乃g∂α才以才乃g・∫わヱんわねりひg柁〝言α滋

みz耳gッ夕方．

会話 Asking the way．
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国際理解

（伝統的日本の発見）

ユーモア

科 学

（自然の生体系）

国際理解

（アフリカの歴史と現

在）



特記すべきことなし

12．The Last Message

①illustrationも面白いし，他の惑星との交信という場面の設

定もよいと思う。

① 人頬がこれから直面すべき課題がとり上げられている。

（他の惑星からりメッセー汐）

Ⅵre used up allnaturalresources suchascoalandoil

many years ago；and atomic energy has taken their

place．Tbis酢e表tenergy has chan岳ed ourlife alot．

But才ゐg′でてぴαぶ∫わ〝ヱggゐみzgwピノも柑・0吉……．1γβd㌶7ヱ，吉

良乃0ひ舌ゐαよWg，dゝあだα才抄αr
ひざ才ゐ乃αg㍑rg・…‥．The air

and waterarefJllof radioactivity・・…・．Aftersaying

this，She（交信に出ていた他の惑星に住む女の子）never

cameもack． ぞ

……三宝蒜3・Clara Barton and the Red Cross

⑧ American Red Crossの生みの親であるClara Bartonの

生涯と彼女のいだいた信念の中に Red Cross の精神が述

べられている。

Atoneofthe叩eetings Clara Bartonmade a speecb．

“Jbelieve that the Red Crossis doing some wonderful

work．l，tOO，have
known

warin America．Waris

CertainIy bad．In war peoplelose their families and

theirlives．But仏is sometimes happens evenin peace．

People willneed…helpintimeofnaturaldisasters．They

also need help when they’re hungry or sick．Ⅵre must

help poorpeopleぎwho haveno homes．†陥プ7‡α57之’gJb7一－

gg～α′ひ077gひゐ0ミク7之の乃gβdゐgゆ．Aプひ♪g門07王〝ヱαツ乃ggd

5Z∠Cゐゐg砂．A7ぴ方言タブヱg！A7ぴWゐg7′g！

コメ ン′ト

（1）Book3の内容を分掌涼してみると

情 操 3

生活訓 0

人生訓 3

ニL－モア 1

言語に対する閑ノM

国際理解 8

人輯の課題 1

雑記事 2
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人棋の課題

（人類存続の道）

Story（S．F．）

国際理解

（国際協力）

情操

（悼惜。人道主義）

伝記



科 学 1

Story l（S・F・）

伝 記 2

（2）この本のBook3の内客としてほ

① 国際理解の項目が非常に多いということが特徴的である。

特に単に英米日本の紹介にとどまらず，フランスやアフリ

カといった非英語圏の地域についても相当詳しく述べてい

ることほ好ましいことではないかと考える。

① またこの本に於て初めてrFった項目であるが，L．12The

Last Messageに対して，人放の課題とうい項目を設定し

た。これはReviewReading2 A Lesson from Nature

とも関係した内容をもっているが，人奨存続のためのさし

迫った解決すべき課題を提示している点で非常に注目に催

すると思われる。

（3）Book3としては若干，言語に対する関心の項目がないのが

知こなるが，もし雑記事的なものを転換出来るならば，言語

に対する関心を呼びおこすような内容があってもよいのでは

ないかと思われる。

（4）Book2に比較して，Book3においてほ非常に内容の濃い

ものとなっている。

3．教科書名 New Everyday English2．

Lesso＆Title

l．My Family

① アメリカの10Calcommunityの姿がよく描かれている。

Now welivein a smalltownin America．批，s our

home town．It’s a
cogなgポゎひ吼‡t，s very beautifulin

the spring．Ilike the town very much．

2．In the Library

① 少年と少女の会話の中に日本が出てくる。

Do you know anyJapanese songs？

Yes，Ido．‘Sakura，Sakura’is t壬IemOSt beatltifulsong．

It’s a song aもout cllerryも10SSOmS．

④ 図書館ではしゃべるべきでないことが善かれている。

Don，ttalkintheliもrary．

一212仙

中教出版

国際理解

（アメリカの10Cal

COmmunityの生活）

国際理解

（日本の紹介）

生活訓

（生活のきまり）



3．American Taxis

① Taxiの乗り場やTaxiそのものの写真があってもよいの

ではないか。

⑧ アメリカの生活がよく描かれている。

・Mrs・Newmangoβ∫わgゐβ∫～ゆgr7花αr滋βgatfouro，clock

βγg7つ′ダr物．

・Open the door（タクシーのドアのこと），Judy．Ⅵ々

ゐαγgわ∂♪βノZ娩gdoo′・あA∽gγ才cα

4．How clever you are

⑧ 一応は面白いが平板な内容である。

5．The ants and thegrass bopper

⑧ 無難な内容である。

6．Judy talks aboutJapan

① 日米の生活習慣の遠いが出ていて面白い。

。“‥‥‥And wemade a mistake．”A girlasked，“What

wasit？Ⅵrasit a big mistake？”“No，it wasn’t，”

saidJudy，“It wasIl，t a bigmistake．1Vβd諺乃，£才αゑg

りアozげ5ゐog5．”“滋ゆα乃g∫ビタgo〆βねゐβりア娩g∠r5ゐog5

わヱまぁg才rゐ0〟5eぶ．”

・Ienjoyed theJapanese bath．Ireturned to my room．

Then my friend came and said，“Whydid you empty

the bathtub？”‘BecanseIusedit，，Isaid．“Icleaned

the bathtub and emptiedit．”よ坤α乃g∫g♪go♪Jビガo7之’若

ひα5ゐ才乃gゐβろα≠ゐ紬∂．

7．Tbe television pregram

㊥ 留学している日本人の先生を登場させるのは新しい趣向で

ある。

△① 3．と4．との関連がないのがちょっと不思議である。

内容的に乏しい。

8．The First Thanksgiving

① TheMay Flower に関する何らかの写真でもあるとよい

のだが。

⑧ 苦難の生活のあとの，初めてのThanksgivingのことが書

かれている。

。ThelO2peoplelandedin
December，1620．ItⅥraS
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国際理解

（アメリカの生活）

雑記審

人生訓（勤勉に働け）

Story（童話）

国際理解

（日米の生活習慣の相

違）

△国際理解

国際理解

（アメリカの歴史

Thanksgiving Day

の起り）

人生訓



verycoldt壬1atWinter・T壬IereWaSnOtenOugbfood…

…Many people diedin the茄rst winter…・‥

。In theね11（次の年のことであろう）they got plentyof

food．They held aもig party and≠ゐα乃丘ed
God．Tゐ言5

Wα5まんgカr5£rんα乃ゑ5gg℃よ乃g．

9．AⅥrolf Girl．

（カ これほ極めて驚くべき事実であるので，この少女の，又ほ

このことを述べている本の写真があってもよいのでほない

か。

① 言語の習得ほどのようになされるか，社会生活への適応ほ

どのようになされるかについて種々示唆が与えられる。

Novshe had tolive as a human being．β之‘吉5ゐgco〟〟

乃O土中gα丘．▲弘g co〟〟0乃砂ごり∠才ゑgひOJvgざ‥‥‥

Five years passed．Now she could eat and walklike

other children．j抗g coα／dα′50‡Jぶg∫0∽βひ07－（ゐ．

10．The White壬iorse

① 英語圏とほ全く関係のないMor唱01iaに場面を設定したこ

とほ大変良いと思う。

① 悲しく美しく詩情豊かな詣である。

Some dayslater，Grace appearedin Soho’s dream．

She said，“Please make me a harp．Use my bones and

hair．And when you go out，please carry the harp．

mg乃ツ0αひ才Jgメ旨βJgゐαgf，プ乃ひ藷ゐッ0α．”Gracetaught

how to
make a harp．

12．Nessie

① 地図を入才tたということはよいと思う。

① 題材としては非常によい。少年の頃ほ誰しも怪獣の存在に

興味を持つだろうから。

△ 欲を言えば，記述が少し簡単にすぎる。日本の少年少女ほ

Nessieについてもう少し多くの知識を持っていようから。

13．White Sheep

◎㊥ 殆ど詩が教材からなくなってしまった中にあってやほり詩

ほのこすべきでほないかと思われるが，どうであろうか。

14．The King’s Magic Suit

① 生徒が劇として演じられるように助言を加えたら良いので

－214…

（先人への感謝）

情 操

（先人への感謝）

言語に対する関心

（言語の習得）

国際理解

（Mongoliaの民話）

情操（人と動物との心の

交流）

Story（民話）

科学

（Nessieの話）

詩

劇



ほないか。（場面の設定の仕方など）道具・効果。音響等

についても。

① 内容としては無難なものであるし，劇という形式のものを

入れておいてもよいであろう。

コメ ント

（1）Book2の内容を分類してみると

情 操 2

生活訓 1

人生訓 2

言語に対する関心 1

国際理解 7

雑記事 1

ニL巾モア

科 学 1－

Story 2ジ

詩 1、

劇 1．

（2）このBook2の内容を検討してみると

の 国際理解に関することが7／14で，5割を占めている。

全般的に言って英米寄りのものであるがMongoliaの民話

を入れたのは大変良いと思う。

⑧ 科学の内容としてのNessieの話し（L．12）ばかりではな

いのだが，一般的にいって内容のつっ込みが足りない嫌い

がある。

④ L．9のA Woほ．Girlは異色の題材であり言語に対する関

心を深める上で非常によいものと思われる。

④ 詩と劇という他の教科卦こない形式のものを入れているの

ほ評価されてよいと思う。

教科書名 New Everyday English3．

Lesson＆Title
∈

1．Judy’s visit
to Flori（払

㊥ 少しやさしいのでほないか。

① アメリカ合衆国の南北の気候の違いがはっきり出ていて，

アメリカ大陸の大きさを理解させる。

In Springfield alot of snow fellthis winter．The air

VaS Stillvery cold．Judy said
on the telephone，“It’s

varmin Florida，isn’tit？”Jim said，“Yes，itis．The

仙215－

中教出版

国際理解

（アメリカの風土）



orange blossoms areもeautifulnoⅥr・…‥”

2．A Busy Day

⑧ 日本人形のことなどが出て発て親しみが持てるが，あまり

深みのあるものでほない。

3．A Letter from Tomoko

① 手紙の文であるカミ，このように筆記体を使って書いてある

のは，1つの良いideaであると思う。

① Ryoanjiの所での次の記述ほ良いと思う。

A manlooking at the garden‘7㌶乃0才〝‡0ひβ．Ithought

be was娩才〝鬼才乃g．Isatもeside‡1im andか滋d
ね 才ゐみ‡ゐ．

4．A Letter fromJlユdy

の 手紙の往復の形式をとっているのほよいと思う。

① Washington D．C．のCherry trees が TolこyO から送ら

れたことほ有名であるがここにも述べられている。

W－e saw the cゐgr7ツ汁gg∫5g乃才タ077ヱrOゑッ0．Thecherry

blossoms werein fullもloom．

5．T壬Ie Cutty Sark

① 鼠の中でrudder（かじ）をなくしながらもEnglandへ航

海をつづけた勇敢な話しである。

6．Pasteur

① Pasteurの努力した姿が措かれている。

。Pasteur alwaysgo£以♪α£カγgO，cgooゑ才乃若ゐβ仇0グー乃才乃g，

because the silkworInS had their first mealthen．He

♂㌶乃0才goねろgd若宮ggプ〝左ゎな如．

7．Tony went to England

巾 文としては良いがもっと写真を入れるべきであろう。Tra－

falgar Square，Buckingham Palace，t‡1e Thames，tbe

Houses of Parliament，etC．

① 英米間の英語の用法のちがいが判って面白い。

Steve said，“Let，s goもyわ‘ろg．”Tonycould not under－

Stand the word‘gαろg，．Tony asked，“Ⅵ7hat does‘g之‘ろ〆

mean？”Steveansw・ered，“0‡1，itlneanS‘∫αみひの，．yo〟r

E乃gg才ざゐα乃do乙｛rぶα7－g乃0若ヴ‡滋g≠ゐe5αプ乃g・WelユSually

use‘αα～〟椚乃’for㌔粒gg，α乃♂‘gそ符，for‘g′紺α紬7・，．”

8．The Red River Valley

－216w

雑記事

国際理解

（日本の発見）

国際理解

（日米関係）

人生訓

（勇敢であれ）

（苦難に耐えよ）

人生訓

（努力の必要）

伝 記

（パスツール）

国際理解

（英米間の用語の違い）

言語に対する関心

（英米間の用語の違い）



① 歌が入っているのほ非常に良いことであると思う。

⑧ 少なくともappendix等にほいくつかの歌を入jlるべきで

あろう。

9．A D喝Of Flanders

① 中学生にとっては非常に感動的な詣であろう。

10．Judy’s Diary．

① 日記形式をとり入れたことは評価したい。

① 内容ほ簡単にすぎる。例えば，

FriリDeぐ．12thの所に，Please give blood．とあるが，

学生達にほ，bloodをgive するのほ何のためなのかを考

えさせるような内容を組むべきではないか。

11．Energy．

① エネルギー資源の有限性を述べている。

Can you tellwhere fuelis stored？加’s storedin t壬Ie

earth．βα£ざ0∽g（わひg乞む才gJゐαγg乃0ルビg．Ⅵrehave

to find something else．

△桓）次の文は少しoptimisticに過ぎないか。

We
wi11haveα∂rなぉカね7・gif we茄nd a new source

of energy．せめて，We must try to find a new source

Of energy to make ourlivesもetter．位にした方がよいの

でほないか，と言うのほ新しいSOurCeOfenergyもpollu－

tionのもととなるかも知れないからである。

12．Galileo Galilei

① 非常に考えさせられる内容を含んでいる。

・白から考えるガリレオの姿

旅co〟J♂乃0才ぁだJおγg α7び才ゐ勿g ひ藷ゐ0〟才 お5わ乃g れ

Some teachers did notlike bim．Tbey said，“You

are only a student．You shouldlisten to us．”

In those days some people wgrβあgg才乃7Z才乃gね≠ぁざ乃丘

カrfゐg仇5ggγgテ・

。人類の歴史の一端をのぞかせる。

He discovered alot of new facts．Ⅵrhen he wrote

these new factsin his book，才ゐg み00丘 〝7αdg 〝之〟Cゐ

吉roα∂お．

13．The Fisherman and the Mermaid．
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Story

（文学）

科学

（資源の有限性）

人類の課題

（資源有限化時代の人棟

の生き方）

人生訓

（自ら物を考えよ）

歴史

（人間の知識が進歩する

ことの難しさ）

伝記

（ガリレオ）



ゆ 英文の文章もなかなかよい。

① 内容は生徒に深い感動を与えるであろう。

コメ ン′ト

（1）Book3の内容を分叛すると

情 操 1（

生活訓

人生訓 3√

ユーモア

科 学

歴 史

Story

伝 記

l

1

2

2

言語に対する関心

国際理解

人頬の深溝

雑記事

1

4

1

詩（歌）

（2）この本のBook3の内容を検討してみると。

①
一般的にいらて，まず，つっ込みの足りない課が多いよう

に思われる。（編集者の意図でこのようになっているのか

も知れないが・‥…）L．3，4 の日米関係にしても，L・11

のEnergyについてもこのことを特に強く感じる。

① 人生訓としては L．5．The Cutty Sark，L．6．Pasteur，

L．12．GalileoGalileiなどは，青少年の心を励ます内容で，

非常によいと思う。

（釘 歌をおいてあることほ評価したい。

情操

Story（童話）

4．教科書名 NewTotalEnglishCourse2． Shubun S壬1uppan

Lesson＆Title

l．It’s sprlng

① Vincentが撮った写真を2～3枚掲載してほどうか。

⑧ 内容は無難であるが盛りwLがりに欠ける。

2．At the TropicalGardens

① どこか具体的なtropicalgardenの写真が欲しい。

（参内容は無難であるが，盛り上がりに欠ける。

3．Hopes for the Future

△① 内容的に乏しい。Endingもどうもちく小はく小な感じである。

“Miss Christie，”shout Vincent and Stanley．〃Ⅵ伐α≠do

プ0子‘℃ぴα乃才
わ あg？”“A5ゑ 椚g ∫07乃g

O～ゐgr（わッ，”says
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雑記事

雑記事

雑記事



Miss C土1ristie．きHNoⅥrClassis over．〃

教師に対して，Ⅵrhat do you wantto be？と聞く、のも，

ちょっと理解が出来ない。Ask me some other day．とい

うこたえも，教師のことばとしてはどうかと思う。

4．A Big Birthday Party

△②lう容が極度に乏しい。

㊥ マイナス面の感情を助長しているとさえ思える所がある。

“Stanley，Willyou play the piano for us？”asks Mary．

“No・Iwant to sing，tOO．ShallIsing？”“No，”says

Vincent．Ⅵre don，tⅥranttO hear yourvoice．1陥抄0乃，g

ゐαγgαgqOd．ガ〝Zg．Iwon，t
go．”“You boys are ter－

rible≠”says Mary．“Be good friends．”“Allright，”say

the boys．“Sha11we have a magic sbow，tOO？”asks

Mary．“入b，′どょ’∫7～0ち”saysStanley．エビg’∫ノ〝∫才ゐαγ♂一粒乃

with music and games．

貴重な紙面を使って，長々とこのような記事を書かねばな

らないのか理解むこ苦しむ。

5．A Tape Letter from America

O① テープによる手紙という場面設定ほ面白い。

○① しかし内容的に学ぶことほ殆どない。

6．Benjamin Franklin

① Franklinの写真などがあってもよいのでほないか。

⑧ Franklinと関係のある物事を紹介しているのほよい。

・Franklin stoves：1ightning rod；a new kind of eye－

glasses．

・He（＝Franklin）went
to

other countries and made

many friends fbr America．

△桓）盛り上がりには欠ける。

7．A DictionaryIs Not Enough・

△① 相変らず内容に乏しい。強いて良い点をみつけると，語学

の勉強の仕方についてのヒントが措かれている。

But才ゐどd加わ77α7ツ紗α5〆才β乃0〝gゐ．rゐgrβひgrg7‡，gα7ぴ

∫g乃～g乃α∫加古ゐβdわ才あ乃α7ツ．Therewereonlywords．The

boys needed a good bookandsome即Odlessonsontape．

8．Why Do Men ClimもMountains？
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雑記事

雑記事

国際理解

（アメリカの政治）

伝記（フランクリン）

言語への関心（外国語学

習へのヒント）



⑧ 内容があまりまとまっていない。これ位のページを使うな

らば，いっそのこと，SirHilaryのことを述べるこ－との方

がよいのでほないか。

⑨ くく正攻法”（正面から物事と対応しようとしている内容）の

英文が殆ど見当らない。

9．Mary’s Diary

⑧ 内容は殆ど無に等しい。語句として，Ⅰ’mas hungry as a

borse．に興味がある位である。

10．Sherlock王子olmes，Shortest Case

①illustrationよい。

① 何もせずに事件を解決してしまったというhumolユrを解せ

るようにしたい，題材の選択ほよい。

11．Tbe Contest

⑧ 題材としてはよいが，もう少し流れよく書けないものか。

㊥ 語句として，Tムisたog hasもrainsin head．などというの

は面白い。

12．Farmer＆Painter

△ 結論の所にある，FromMi11et，spicturestbeworldlearned

to
understand祈あ才ゐ♂ど0〟乃わツあg才才gr．というのは，ミ

レーの絵に対する芸術論として当を得ていないのではない

か。

ミレーにとってほ，gそ斥才乃才ろgco〟乃わツこそが本当の1ife

であったということではないのか。

13．Jack and the Bean Stalk

⑧ 無難な内容でほあるが新鮮さに欠ける。

14．A Christmas Carol

① めずらしく内容のある文章であるが，もう少し香り豊かな

文が欲しい。

15．A NeⅥrSpaperInterview

① 殆ど内容として見るべきものがない。掛こ〈4〉にいたって

ほ，何をpointとして言いたいのか判らない。

16．The Last Leaf

① 選択した物語りとしては良いのだが，文の流れがsmooth

でほない。従って深い感動を起こさない。もっと香り高い，

莫しい文章が必琴である。
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雑記事

雑記事

ユーモア

Story

（detective）

芸術論

（ミレーの絵）

人生訓

（自己に忠実であれ）

伝記

（ミレー）

Story（童話）

Story

（文学）

雑記事

Story

（文学）



コメント

（1）Book2の内容を分類すると

情 操 0

生活訓 0

人生訓 1

ユーモア 1

科 学 1

芸術論 1三

Story 4

伝 記 2

（2）この本のBook2としては，

l

1

8

トU賂

解

の

事

理

へ

己

際

語

富

国

富

山滞

情操を療養するもの，人生（生

活）訓を与えるもの，国際理解の心構え等を与えるものなど

が，極めて少なく，殆ど，内容的に見るべきもののない雑記

事としてレポータ巾が分類したようなものが8／14，約6割近

くを占めているということである。

かつ，せっかくのStOryも，もう少しnarrationに芸術性があっ

てもよいのでほないかと思うのはレポーターだけであろうか。

（3）これから更に良い教科書を作ってもらいたいがために，敢え

て一教師の愚感を述べた次第である。

教科書名 New TotalEnglish Course3．

1，Vincentin San Francisco

△① 本文の中に於ても，小さくてよいから t壬IeOpera House，

tbe Golden Gate Bridge，Cable Cars等の写真ないし，

“芸術性”のあるsketchがあってよいのではないか。

△⑧ Californiaのことが，よく描写さカlてよい。

“Californiais a wonderfulplace，”said his uncle．“You

Can5鬼才in the mountainsわz～ゐe∽Or乃わzg．and5ひわ乃in

the seaあ娩e q声er7‡00乃．You can 5gg 50プチ号g
O∫娩e

Oんおざ才わでg5in the world，tOO．”‥‥‥“But you can see

someゐαg才g7二伸わでg∫……．Every autumn thousands of

もeautifulbutter鎚es go there to spend the winter．”

2．Rip VanⅥrinkle

（力 さし絵ほよいと思う。

間接話法が豊富に使われており他の教科書よりも程度が高
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Sbubun Shuppan

国際理解

（アメリカの理解）

Story

（民話RipVanⅥrinkle）



い。

① Endingがstoryをしめくくるものとして少し盛り上がり

に欠けているように思われる。

3．The Father of Evolution

◎⑧ ダーウイン自身に関すること，進化論に関することが，判

りやすくよく書かれている。

。…Darwin肋，gざわ∠め′ゐαrdg刀0〟gゐ，and
ゐg んα〆 ね

ggαγg娩g∫Cゐ00g．Hisfatbersenthimtoanotberscbool．

Butbedidn’tdo
wellthere，eitber．（現在勉強不振に悩

む子供達を勇気づけることばであろう）

。（恩師のことば）くくYou shouldn，t stayiIIEngland．

Englandis only one smallpart of tbe world．You

sbould study everything．Eユ少grわ乃Cg才＝ぁだあどぶ≠才gα－

cゐg7∴

進化論に関して

。He taught tbat newanddifferentlifegrewfromolder

life．He said thatlife waslike a great tree．（進化論

の内容）

。九∽0∫才5Cゐ00g∫ゐ才ざ㌶gαざCO乞£gd乃0才 ∂e 才α号‘g如．But

littlebylittle people began to believethem．（進化論

の召二会的影響）

4．The Shopping Center

（カ会話の勉強としてならばよいが・‥‥・

① 内容は無に等しい。

5．Edison’s Tl血king Cap

径）文体ほまあまあよいであろう。

○① to wear a thinking cap．というたとえの使い方ほ非常に

巧妙である。

。HeⅥrOre WOrk caps of many kinds‥‥‥．Then he

Ⅵ和rethe capsとofmany famous schooIs and colle酢S．

月号‘～ゐゐ〝号05g才∽♪07一≠α7プgCαクWαぶぁゎfゐ加ゑわzg cαク．

。Most caps warm the head．But才ゐみz紘～gどαク∫ひ〟r〝ヱ

gゐe℃ぴOr〟．

⑧ Edisonの功績

electriclights，telep‡10neS，reCOrds，mOVing pictures，etC．
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科 学

（進化論）

人生訓ら

（経験が最大の教師であ

る）

伝 記

（ダ叫ウイン）

雑記事

科 学

（エディソソの発明品）

伝 記

（エディソソ）



6．Lisa，s Presents

（カ

㊥

（む

英語のSentenCeSとしてはよいであろうが……。

中味に欠ける。

特に，末尾のW車hingthedishesの所で，冗談のつもり

であろうが，次の主ような文章は生徒一般に与える影響とし

てほ好ましくない†と思うが‥…・。

パ…1Vhoisgoing㌢tO help me？”said Mrs・Ⅵrilson・〃I

can，t，”said Vinとent．“Ialways break them．AndJ
至

ゐαγggO5わ‘み〝少ゐゐgo7つ′770吉g∂00点・”

said Bob．“Ihaセetoleaveassoonas

t。Visitmyfrienさs．”……肋．耶g∫07Z．

“∫cα乃，ちgゐゐgr，”

possible．‡have

5〃之才ggd∫αd砂α7Zd

／¢gゐg roo∽ひ担ゐゐゐひ砕．‡

圭

7．The Great Escape Aftist

（阜）文体とi11ustratioふともによろしい。

⑧TheGreatEscap㌣ArtistであるHarry王ioudiniの生注

が措かれているわけであるが，アメリカの大都市ニューヨ

ークの退廃的雰囲気がよく出ている。（自分の生命の危険

をおかしてshow

8．The Wizard of Oz

（カ文体と

する所などに）

ともによろしい。

① 内容も空想に満ち…ていて大変面白い。

。登場人物
Dor？thy＝the biggestofthelittle people；

a man who was made of tin；a SCareCrOW；Oz＝an

old man whoIiad a kind round face

。出てくる物
head with sharp knives；a red cloth

heart；COurage medicine；a
flying machine etc・、

9．Miss Brill

（⇒文illustrationともによい。

① 他人が，自分が相手のことを思っている程に，自分のこと

を思っていてくれないという人間関係の「悲しさ」が表わ

れている。

rん0乙‘gゐ泌55 βrZg∠5ブナヱ才Jgd乃わg秒α才あ0£ん ≠ゐピッ0α乃g

♪go〆g，舌んりd㌶7ヱ，£goo丘αgんβr・Theyboth walked by

without stopping・But
a few minuteslater thegirlsaid

in
aloud voice，“Stupid old woman！”
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雑記事

Story

（読み物）

Story

（読み物）

Story

（読み物）

人生訓（？）

（人間関係の悲しさ）



10．Two Saints

径）illustrationはよろしい。

⑧ 少し内容ほ単純であるが，貧しくても正直な老によいむく

いがあるということを興味深く語っている。

11．The Nightingale and theRose

⑧ 0．W’ildeの作品であるが，中3位の子供達にはやさしく

てやれば読めるだろう。

④ Nightingale の純粋な気持の中に，芸術とか愛というもの

を至上のものと考える0．Ⅵrildeの傾向が出ている。β〟～

わびg才5みg吉おr舌ゐα乃gそ斥．

（彰次のような文にほ西洋人の物の考え方が出ていると取って
ノ

よいのだろうか。

And whatis the heart of a bird？Tんgゐgαr≠〆α∽α乃

ゐgrβαおr．

㊥ 純粋なNightingaleの気拝も結局ほ省みられなかったとい

う点に0．Ⅵrildeの人間と芸術に対する気持が表わされて

いると見てよいのであろうか。

以Oh！”cried tbe student and才ゐrgひ 才ゐg r（）5g g乃ね ～ゐg

5か℃g乙

12．Bridges of Peace

① p・72のillustrationほもう少し改良すべきであろう。

○⑧ 非常に良い内容である。

・まず英語の歴史が判る。

For example，“great，”“1ar酢，”and“big”allmean o紘

“Great”came from the old German dialect．“Large”

wasborrowedfromthe Romans．A countryinthenorth

OfEuropelentus“big・”And so we gotthreedifferent

WayS tO Say the same thing・

・英語（外国語）を学ぶ意義が説かれる。

Ifyoulearn a foreignlanguage，yOulearntounderstand

tbe people who speakthatlangua酢．And tbis under－

Standingis anecessarystep to
world peace．In other

Ⅵ）rds，WgCα乃α∫g才ゐgざゎめq′力作な乃
gα乃gαα即5ね

ろα才〟みr秘∫0′クgαCgα∽0乃g才ゐg coα乃か一ゐ5げ才ゐg

て〃Orん7．
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Story

（読み物）

Story

（読み物 文学）

情 操

言語に対する関心

（英語の歴史）

国際理解

（外国語を学ぶ目的）



至…慧㌔、．Whyistheelephant，snoselong？
（カ

（勤

Reading
Lesson2

（む

（勤

illustration よい。

象の鼻が何故長いのかという空想に満ちたお話し。

The Story ofIielen Keller

illustration よい。

若干記述が平板であるが，題材の選択としてほよいであろ

う。

コメ ン′ト

（1）Book3の内容を分類すると

情 操 1

生活訓 0

人生訓 2

言語に対する関心1

国際理解 2

楽臣記事 2

ユーモア 0

科 学 2

Story 7

伝 記 3

（2）この本のBook3 としてほ，①雑記事（4．The Shopping

Center．6．Lisa，s Presents）の数が減っている。このことほ

筆者によれば，歓迎すべきことと思われる。

①
一応，内容の分配についてほ，ひどいアンバランスは無

いが，Storyが7／145割を占めているということは，当否の

判断ほ別として，このBook3の著しい特徴である。

（3）Storyが非常に多いので，Storyの扱い方について一言触れ

てみたいが，Rip VanlVinkle（民話），The Great Escape

Artist（実話の読みもの）TheⅥrizard of Oz（空想の物語）

Miss Brill．（読みもの）Two Saints（民話）The Nightin－

gale and theRose（文学）Ⅵrhyis the Elephant’s Nose

Long？（空想の物語）のように民話と空想の物語が2つずつ

を占めている。残りの，The Great Escape Artist，Miss

Brill，The Nightingale and theRose ほ，特に前二者ほ，

その良さがよく判るにほ精神的成熟が必要であろう。

（4）事の当否は別として，この本全体のtone として，若々しい，

青少年らしい，ういういしさに若干欠け，「大人」の目で見

た人生の描き方が若干多いということほ事奏であろう。
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Story

（読みもの）

人生訓（勇気をもて）

伝記（ヘレン。ケラー）



5．教科書名 The New Crown English Series2．

Lesson＆Title

l．Sunday Morning

① 一応アメリカの家庭生活と思われるものが記哉されでいる

が，内容的にほ乏しい。

2．Radio，Television，and NeⅥrSpaperS

⑧ 日英のテレビのChannelの数の違い。

1Ve can watch≒television
on seven channelsin Tokyo．

‥・Ihave
some friendsin England・Theywatch tele－

vision on only three cbannels．滋ゆα乃g∫g Cゐ才〟71ヲ乃ひα≠cゐ

才gggγZぶわ乃7乃Org才ゐα乃E乃gZ才5ゐcゐ才〟rg札

（釘 スペイン語が出てくる。

Can，yOu Say，SOmethingin Spanish？

くく～Co∽0β5gα？”rゐα才，∫（くガbひα柁ツ0α？”

3．A Day at School

特記すべきことなし

4．AliceinⅥronderland

（むillustrationが内容によく合っている。

① nonsenseに対する喜び。興味をひき起こすAliceinⅥron－

derland を判りやすく書いたことほ大変良いと思う。

5．Earthquake

△① eartbquake という日本人として最も身近かな問題を扱う

のだから，もう少し内容を充実出来ないであろうか。

6．A Party for MissIiori

△① 愉快な感じを与えるが，内客ほない。

7．Sashimiand Tea

△⑧ Thestrangestthingis
sashimi．E乃ggゐゐ♪gわ〆g

乃gγgr

βα才rα㍑沖ゐ．

国際理解にしてほあまりにも内容が乏しい。

8．Don’t Open thelVindow

◎① Air
po11ution という深刻な社会問題がとり上げられたこ

とに，一つの衝撃を覚えるのほレポーターだけではないで

あろう。

滋∽β方言∽g5Wg椚αぶ吉ざゐα≠ひ才乃ゐひ∫ゐr才乃g、お5∫0乃ざ0乃
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Sanseido

雑記事

国際理解

（テレビと国民性）

言語に対する関心（英語

以外の外国を知る）

雑記事

情操
’

（nonsenseの喜び）

Story（文学）

雑記寮

雑記事

△国際理解

人頬の課題

（公賓問題）



ゐ0若∫α〝之椚gr勿5．Tbe▲airisnot fresh The noise of

the carsis terrible．

△㊥ ただ，外国との関連や解決への示唆を与えて欲しかった。

英詩 Ⅵrhatis ye110W？…

英詩が入っていることを評価したい。

9．You can swim，tOO．

① 写真が使ってあることほ良いことと思う。

⑧ 内容的にほ少々つっ込みが足りないと思う。

They callit Gfeat SaltI⊥ake・▲‥．The water comes

from a number of rivers，but thelake・does not have a

way out for the water．

Part of the water goes upinto the air・The saltin

the water has to stayin thelakeこ The wateris very，

very salty‥・

ゐプアゆ加ゎ≠ゐgひαggちα乃dッ0ヱ‘㍑才Jgβ0政yo㍑ひざJg

∂egood5Wわ7ヱ7乃er∫如才ゐβ∫αg£紗α吉gr・

10．FutureJobs

⑧ 少しやさし過ぎるのでほないか。

④ the United Nationsという表現が一度出てくる。

Iwant to work at ～ゐg U乃如d A払とわ乃∫．Jひα〝占 わ

てがOr丘わゐg抄クgoクゐαJ′0℃，gr才ゐewo7一紘

11．A Letter To Monica．

（り 手紙の形式が判ってよい。

⑨ 内容ほ乏しい。

12．Kenya

⑧ 内容は面白いがつっ込みが足りない。

。ケニアの言語

TheyuseSwahiliin Kenyaas a commonlanguage・

Swahilibecame their o払ciallanguagein1971・Englisb

is also used by alot of people there・

。ケニアの自然

ThereisabigparkinKenya・Theykeepalotofwild

animals Lthere．

。ケニアとイギリスの関係

KenyawasgovernedもyEngland，もut nowit≒isゥan
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国際理解

（アメリカの自然）

科 学

（アメリカの自然）

雑記事

△国際理解

△国際理解

国際理解

（アフリカの新興国ケニ

、Jアの事情）

言語に対する関心（ケニ

アの公用語）



independentcountry・Thecountry7is governed by the

Kenyans themselves・

13．The United Nations

⑧ 内容ほかなり豊富であるので評価してよい。

。国連の発足

Thefirst meeting of the United Nations was 壬Ieldin

Londonin1946

・国連本部ビル

くくⅥre
should build our own building，”they thought・

The United Nations building was builtin New York

in1952．

。国連の公用語

Six o払cia11anguages are usedin the United Nations・

They are English，French，Chinese，Russian，Spanish，

and Arabic．

。国連の目的

They are working for world peace・

Ⅵrhat A BeautifulDay！

天気を表わす表現をこのようにまとめることほ良いと思う。

14．Benjamin Franklin’s Snake

（彰絵も写真もあって非常によいと思う。

⑧ 若干短い嫌いはあるが，riddleの要素を含んでいることも

あり，文全体としてほ非常に面白い。

・フランクリソについて

He was a 払mo11S American stasesman，Writer，and

scientist．

。plCtureについて

The picture shows a snake．Itis
America．1tis cut

into severalparts．Each partis a colony・The head of

the snakeis New England．

rゐg∫乃αゑgぴα∫乃Ogα少．7協g coわ乃わ5Wgrg‡J花才若gd．

15．Mr．darpenterinJapan．

⑧ つっ込みがたりないと思われる。

④ 現代の日本が紹介されている。

AJapaneseis reallypolitein壬1isilOuSら butbeisnot
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国際理解

（国際連合）

言語に対する関心

（国連の公用語）

国際理解

（アメリカの歴史）

伝記（ベンジャミソフラ

ンクリン）

国解理解

（外国人から見た現代日

本の発見）



always very polite outside the house・βαrわ智～ゐβ7一〟5ん

ゐ0αrちゐg∫0〝子g方言〝Zβ5ク才‘∫ゐg∫0娩grクgo〆β紬ggg加ゎ娩♂

よrαわ‡Or gゐe∂〟5．

コメ ン′ト

（1）Book2の内容を分摸してみると

情 操 1

生活詩

人生詩

国際理解 9

言語に対する関心3

雑記事 5

ニL－モア

科 学 1

人輯の課題 1

Story l

伝 記 1

（2）この本のBook2としてほ

㊥ まず一般的につっ込みがたりないということである。9／15

を占める国際理解にしても国連の紹介，ケニアの紹介等一

部に優れたものはあるが， 7・滋∫み才7乃才α〝d rgα・10・

FutureJoもsの内容などほあまりにも簡単すぎるのではな

いか。

① Story自体が少ない訳であるが，読み物として感動を与え

情操の感養に資するに足るようなものほAliceinWonder－

1and位で，この面での補強が要求されるのではないか0

㊥ 雑記事が多いことも目につく，5Eartbguakeなどは，地

震国日本として，また発生が恐れられている大地震も予期

せねばならないのだから，もう少し内客を盛らねばなるま

い。

④i11ustrationが豊富なのほよいと思う。

教科書名 TheNewCrownEnglishSeries3・

Lesson＆Title

l．ATripto SoutbeastAsia

① 写真は非常によい。

① 東南アジアを扱ったものほ少ないので，題材としてほ異色

なものといえよう。

。シンガポールの清潔さ

－229－

Sanseido

国際理解

（東南アジア）



yoαCα乃乃0吉d7・坤肋grあgゐβ5わマ紘If you do，yOu

have to pay five hundred dollars！

・マレーシアとシンガポールの人種構成

There are many diだerent racesin both Malaysia and

Singapore：Chinese，Malaysians，Indians，and others，and

gゐ♂柁ゐαγg∂gg乃∫0〝ZβJα乃g〟αg♂ひαr5α∽07ヱg吉ゐg〝‡・

2．Is Silence Gold？

⑨ 前半ほ面白い文面があるが，後半ほ平板である。

・西洋文化の中に占める議論の位置

InlVesternculture，argulng，inaway，isagame・You

willhe surprised tolearnthatメ）g坤ggβ乃ノ0ツαrgα才7各

④ speech の仕方を論じているという点でほ異色であるが・‥。

Do you Like BallGames？

productionの要素が入っていることほ評価出来よう。

3．Lookit Upin Your Dictionary・

⑧ 色々な語の国による，場面による使い方の違いが出て来て

面白いが，若干やさしい。

。英米の違い

‘Autumn，is chie幻y usedin Britain・This word came

from Frencb・The Englishpeople begantouse訂rench

wordsin t壬1eeleventb century．‥・‘Fall，is cbie幻y used

in the United States．

。Station という語の使い方について

Ⅵrhatis a5gα吉ゐ乃？Is there‘Z♪oJ才cg5才α≠わ7Zin your

town？How about（‡ノブ7℃5ねめ乃？

Where do we酢t On a bus？Ⅵre geton a bus at a

busstop or atαろヱ上55ね£go乃・‥・1Vhere dowe getona

train？At（Z r（‡才′7－0αd∫才α占わ72．

4．A Present for You

①illustrationは大変良い。

⑧ 文面も比較的よく出来ている。

The Boat Goes Down the River

productionの要素が入っていることほ評価出来よう。

5．Communication

① communication，COmmunicate，Wag 等の語ほ少し難しい
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△国際理解

（西洋文化の一端．少し

短かす、ぎる）

言語に対する関心

（人前でのしゃべり方）

言語に対する関心

（単語の使い方）

情操（人への思いやり．

人生の皮肉）

Story（文学）

言語に対する関心



のではないか。

⑧ 考えさせる内容を多く含んでいる。

・言語の本質

Cα乃Wg才ゐわzゑひざ才ゐ0〟才～α乃gααgg？允rゐαクざ乃0才．But

thereis one thingthatis certain．エα乃g〟αgg才∫07Zg O′

才ぁだク乃0∫方言〝ヱ少Or吉ゐ乃才ひ（ひぶげcoプ7ヱ〝は乃たα才ゐ乃．

・動物の“言語”と人間の言語との違い

Some people say‘Z乃わ7ZαJ∫Cα乃0乃かごoタグヱ〝Z壬ム乃わα才g∫0〃子g－

～ん才乃g才ゐαgg∬才5ね≧ゐβ7－gα乃d7‡0ひ．Butwecantalk aもout

SOmething that壬1appenedlong ago．≒1Ve can also talk

about something that may happenin the future．

Culure and civilizatioIlare handed down because we

havelanguage・

6．Chieko，s London Diary

（む 日記の月日等も入れたらよいのでほないか。

◎⑧ イギリスの生活の内面にまで触れる紹介があって，大変良

いと思う。

。イギリスの公園
ミ

There are alot of parks which are really beautiful

and clean．

。イギリスの老人問題がうかがえる

Inthe parkIoftenseeold people who are enjoying

thesunshine．‥・Someof these old people have≒dogs，

but mostofthem
are alone．‥・Imay beⅥrmr唱，butJ

≠ぁわ2ゑ才ゐα≠0′dクgo♪gβ才乃E乃gね乃dαrg椚Orどわ7Zg抄～ゐα”

gゐ05g才乃ゐ♪α乃．

・SpealこerS，Corner のことについて（イギリスの自由な雰

囲気）

Iwentto aplacecalledSpeakers，Corner・‥…・Lotsof

peoplewerelisteningto anIndian㌢who
was criticizing

theBritishgovernment・…A町07～gひゐ0ひα〃わわ才αg丘

cα乃椚αゑgα碑ggcぁぁgrg・

Please Give Your Cat Some Milk

water a horse 馬に水をやる

milk a cow 牛からミルクをしぼる
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（人と動物のCOmmunト

Cationの違い）寸

国際理解

（イギリスの事情）

ニL－モア

言語に対する関心（動詞

と目的語との関係）



の適いをユーモアをまじえて語っている。

7．Gestures Talk

⑧ 日頃気付かない事を教えてくれるという点で，適切な題材

と思われる。

。Winlこについて

Now he‡laSえ1earned that English－Speaking people

Wink to signalaylot more thanliking．

。日本と英語国民のヂェスチアーの違いの一例

TileJapanese point to t壬IemSelves with the forefinger

to the face or to tbe nose・English－Speaking people

usually point to themselves witht壬Ie thumb or thefore－

finger to t‡le‡leart．y〟ノ言ゐα∫ggαr乃gd才ゐα才gg∫わ‘柁5α7・β

抑柁〝≠加d坑絃柁乃才rαgわ′柁5，α乃イ≠ゐα＝ゐ町α柁わ7之♪07一－

gα乃才みz co〝け乃昔′乃わαgわ刀．

8．How to MeasureⅥrater

①inc壬1，foot，yard等の説明の仕方がすく“れている。

The
wordゾbo才，whichis used fortheunitcamefrom

the word‘foot’whichis apart oftheleg・‥・Atwelfth

part of one footis called（Z乃勿rゐ．

Ⅵrell，theⅥ℃rd‘yard，is also used for a unit・0乃g

ツαrdis tbree feet．Athirdpartofayardisfoot・

㊥ 数え方での日本語と英語の比較

Therearean？mberofw－aySOfcountingin≒English・

But you should know tbatゐカα刀gざgゐα5＿紬rプ乃OrgⅧdツ5

げr∂α刀オブ乃爵

△④ 分数がかなり出て釆ているが，中学でほ難しくはないか？

What ColorIs a Mailbox？

英米の郵便ポストの色と英語での言い方の違いが判って面白

い0

‥・In the United States a
mailboxis red andも1ue．

Tbe word‘mailも0Ⅹ，is ciliefly usedin tbe United

States・In Britainitis a post box．A post boxis red．

9．A Pot of Poison

①i11ustrationも内容に合っている。

① ユーモアないし頓知の内容である。
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言語に対する関心

、（communicationに占め

るヂェスチャーの位置）

言語に対する関心

（countingの仕方）

国際理解（日本語と英語

のCOunting の仕方の違

い）

言語に対する関心

（英米の用語の違い）

ニLMモア

Story（日本の民話）



“Sugar？”said Chin・“Itwaspoison，WaSn，tit？”

‖Pleaseforgiveme，Master，〃saidKan・以′ろro丘ビジ0αr

わ℃αざ子‘柁dγα∫gわ桝ぉ古αゑg．J～ゐ0αg如∫5み0α〟丘才／J

〝ひゴビ彷ざ0∫わ0長α／g～んピタ0わ0乃．”

10．Australia

① 写真が豊富でよい。

① 内面的な所までの紹介にはいたっていないが，オーストラ

リアについて一応よく紹介されている。

・オーストラリアの季節感

In most
ofJapanitis

too cold to swimin December，

butin Australia≠ゐどぶひわ花∽加g∫eα50乃みgg才乃5如かgcど∽－

みgr・Itis so warm atthe end ofthe year才ぁりCα乃桝～

g町0ツα“附加Cゐrわ才〝‡α5．”

・オーストラリアの広さ

Even ordinary houses arelargeenough払rbigparties．

苑wゐ0αざg∫αrg紬0－5ねrお♂∂gcα号‘∫g苦ろgrgゐ♪ゐ乃砂げ

Jα乃d．

In some places；as払r asIcould see，there was only

one
straight road・取払，〆∫gピ α7ぴ 0タカgr α7nノbr

α乃々0αrα乃dα々α彷

・広大な国土を走るオーストラリアの汽車

Eαごゐr∂∽クα畑乃g乃gゐα∫α∂αタカrβ∂∽．Ifyou want to

enjoy conversation or to play cards，yOuSbouldgotothe

lounge
which has sofas and tables，eVen a piano．

△（む 日本との関連を述べてもよいのでほないか。

11．The Beatles

（カ写真が豊富でよい。

⑧ TheBeatlesとしミぅものをとり上げること自体，従来の

“教科書”の発想からいくと極めて異色なものであり，評

価されてよいと思う。

。The Beatler発生の由来

The BeatlesformedtheirgroupinLiverpool，England，

in1961．Liverpoolis a port and has a club named the

cavern．The group began there・

・The Beatlesがappealする訳
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国際理解（オーストラリ

アの紹介）

芸術

（The Beatllesの歌）

国際理解（イギリスの

The Beatlesの理解）

人生訓（新しいものに対

してとるべき態度）



Theirsongsappealto youムg people壬Iere，tdo，カr

～ゐg才rあgα〟才狗g桝βわdゐ∫α乃dひ払

。The Beatlesのような新しいものに対して我々のとるべき

態度

Some people donotlikethemt‡10ughtbeybavenever

beard them．アゐ町ざろ0之‘〟刀0≠ cr立言cたど～ゐど∽ げfろり

ゐαひど乃0才力gα7滋才ゐgろgα〟才析‘～∫0乃g5≠ぁぉg 才ゐg jおαg′g∫

ゐαγeCreα≠βd．

12．‡nternationalLanguages

① 外国語学習の必要性とェスベラソトの意義についで書かれ

ている。内容としては，高く評価出来るのでほないか。

・外国語学習の必要性

The world has become so sma11that we should all

learn to
speak atleast oneimportant払reignlanguage・

・外国語修得の必要性についての日本と他国との違い

Japanis separated from the restofthe world by the

sea．But many countriesin
Asia and Africa are ∫‡‘r－

γ0〟乃（おdわ′COび乃わ滋5 ～ゐα才？∠5g d抑柁乃オ gα〝gZJαgどぶ．

People near theもorders sometimes should bさ aも1e
to

speak severallanguages・

。エスベラソト語の目的と精神

He wished for world peace and felt the need of a

commonlanguageもetween the hations・旅才ゐ0αg如

才みα≠≠んgcoガ〃乃0乃Jα乃g号fαgg5ん0之才gd乃0若あβ娩ggα乃g〟αgg

げα♪αr汝〟Jαr乃α才わ乃，andhe created aninternational

i

langugage caled Esperanto・Esperanto me弧S‘hope・’

・エスベラソトの現在の位置

Tbere are quite alot of people Ⅵrbo use Esperanto，

月之J才α～ク柁∫g乃才Jα乃g〟αg・g∫g戊gE乃ggゐゐ，月〟ざ5由乃，Cゐ加g∫g，

卑αガムゐ，ダ柁刀Cゐ，α乃d月rαろたα7・g 才∽ク卯一ね乃g才乃 あ才gr一

刀α≠わ乃αJco〝‡椚‡∠ガタcα才わ刀．

Some㌧Important Thingsin Our Daily Life

いくつかの短い文の集りであるが，内容として非常に面白

い。

。ナイフの効用
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国際理解

（国際理解の手段として

の外国語学習の必要性）

言語に対する関心

（国際人造語のエスベラ

ソトとは何か）

雑記事



。英語のriddle：Yourclockhasstruckthiれeen．1Vhattime

isit now？Itis time to托pair・

・火とあかりの効用

コメ こ／ト

（2）Book3の内容を分類してみると

情 操 1

生活詩 0

人生訓 1

国際理解 7

言語に対する関心8

雑記事 1

ニL付そア 1

科 学 0

芸 術 1

人辣の課題 1

Story 2

（3）この本のBook3としてほ

（カ国際理解と言語に対する関心に関するものがそれぞれ7／12，

8／12と非常に多い割合を占めている。

① したがって，その他の内容で特にすく、、れたものが少ない。

㊥
㌦・方，雑記審に分額さ滋lるものが非常に少ない所から，各

科とも小さな内容に縮少しつつあるも，仰㌦一応の体さいほと

とのえていると言える。

④ 特によい課としてあげられるのほ，12・Internationallang－

uage，11・TheBeatles，10・Australia）6・Cbieko，s

London Diaryなどであろう。

① 改善を要すべき課は見当らないが，①でも指摘した通り，

内容のbalanceを考慮する必要があるのでほないか0

蝿 全般的に言って，写真。因が入ってやさしくなっていると

同時に，文自体も畳が少なくなっている。

叫235仰




