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学槽 4・ 卜題に [´ た英詩を書 くとき,n01ight,■ o stOve,no window‐

l‖
t:lC｀ などと表現したことが,兵庫新英研例会で報告された。

(4)“ I waS a handsome boy." 一一過去形 1-―

教科書では,「過去形」は,次のように初出する。

Taro:  Are you an American?

Mr.G.: Yes,I am.I was in America last week. I was in

an airplane yesterday.

(1967年版 N.P.R.2,L.3)

日本人中学生が,列車で隣り合わせた,京都へ観光に向 う(ら しい)

一アメリカ人 と交わす会話の一節である。

私は,教科書に入る前に,ちがったふうに「過去形」を始めた。ま

ず口頭で,

I απ a teacher.―→I was a pupl.

You α″ι a pupil.―→You were a baby.

を与えた。生徒たちのコー ラスでは,こ の Iと Youとが入れかわ

る。 何を聞き, 何を話 したのかを皆が分 ってか ら, am一 was,are一
/wereを板書。

私が “I WaS a pretty baby." “I was a handsome boy."な どと

言い始めると,“ No,"“ No,"と 教室はにわかに活気をおびてくる。

続けて私が,“ But l am..…。''と ぃぃかけると,生徒達はすかさず

“an old man."と くる。

これらの文は後に書き取らせた。

(5)A CARP SWIMMING UP A WATERFALL
―一過去形 2-一

過去形の学習を始めたのは,ち ょうど五月五日子供の日の前後だっ

たので (ク ラスによって違った),「鯉のぼり」の伝説を,Wasと said

の二つの過去形動詞を使って自作し,絵入 りのプリントにして,五月

五日の休日の宿題 として与えた。

-214- -215-

ノ

A CARP SWIMMIN(:
UP A WATlllく

「
Al.:.

There was a very l)iA・  w`tl`ヽ :|“ ‖

up the Yellow R市 er in Chinn

People said,``If a carp swi::lH ll:)

the waterfall,it can become ll gro111

dragon and go up to the sky."

Do you like this story P

後で教室であつかったとき,こ の最後の,Do you lke thヽ story 7

の間を私が言い,生徒達に,こ の物語 りにたいする気持を述べさせた

が,“ No,I don't."ヵ 大ヽ部分だった。これは私の予想とも好みとも

大きくくいちがっていた。もちろん,こ の教材は,「立身出世」の考

えにつながっていく危険性を持っている。 しかし同時に私 は, これ

が,どんな困難や迫害にもたえぬいて,新しい社会を築くためにたた

かう人 間, そうした人間像を象徴する物語りとして与えてよいもの

だ, というふうに考えていた。しかし,これ一つが切りはなされて与

えられる場合,「たたかう鋼鉄のような人間」への想像,共感など,

少しも生徒達の間に起こらないことが分った。

同じ「伝説」「昔話」でも,も っと具体的に人民の生活やちえがえ

がかれているものを取り上げる必要がある。一―私は, そうした反1打

を持った。

(6)THE CONSTITUT10N OF JAPAN _過去形 3-―

THE CONSTITUTION OF JAPAN

We, the Japanese people, resolve never to go to

We, the Japanese people, have sOvereign power



Article 12

Article 14

Article 19

Article 21

Article 25

Article 26

Article 28

Article 36

CHAPTER 2 N0 1WAR

9  Vヽe never go to 、var.  So 、ve do not have an army, a

navy, or an air force.

CHAPTER 3 RIGHTS AND DUTIES

OF THE PEOPLE

We must defend the freedom and rights.

All of the people are ёqual under the law. There must

not be discrimination because of race, creed, sex, social

status or family origin.

All of the people have freedOm of thought and conscience.

All of the people have freedom of assembly, association,

speech, and press.

All people have the right to live a decent life.

All people have the right to receive an equal educatiOn.

Workers have the right to Organize, to bargain and act

collectively.

Public ofF■cers inust not give the people_ary tortures and

cruel punishments.

CHAPTER 4 THE DIET

Article 41  The Diet is the highest Organ of the state power.

CHAPTER 10 THE HIGHEST LAヽ V

Article 98  This Constitution is the highest la、 r in 」apan.

Nobody can make any la、 vs contrary tO this COnstitution.

(May 3,1967)

1967年 5月 3日 ,政府が「憲法記念行事」をおこなわず――もっと

1,, これはもう何年も前からのことだが一―新しい東京都知事美濃部
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氏のもとに東京都がそれを行な うとい う現実のなかで,こ の「 憲法プ

リント」の和訳を,5月 3日 の宿題 として課した。

教室では,和訳の点検と (むつかしいのでだいぶ沢山■卜,が :7_て い

た),憲法の内容についての解説をおこなった。 そして, 卜r,に |ハ 鞣

想文」を家で書いてくるように求めた。集まった感想文の中,|む rヴ )

あるもの二十二人分をえらび,私のあとがきを付して,二枚のプリン

トにして全生徒に返していった。

日本国憲法について

★「戦争ほうき」「人民は皆平等」これらは私達人民にとって,な くて

はならいな憲法である。しかし,こ の大切な憲法を私達はすてている。

すてようとしている。例えば朝鮮人のことを例にとってもいえることで

あるが,これを見てばかにした表情を見かけることがある。表情に出さ

なくとも,何かさけるような感じをうける。これを書いている私にもそ

んな′い情が′心の奥深くにひそんでいるありさまなのです。つまり私たち

はそんな人達に完全に負けたといいかえることができましょう。

いくら一人一ノヘ、の考え方が自由であるといわれていても,良心という

かけがえのない心を中に合めて考えなければ,む じゅんした話になりか

ねないと思 うのです。

「人々はちゃんとした生涯を生きる権利がある」とこういうりっぱな

憲法が有 りながら,なぜ,びんぼ うな人はびんぼ う,弱い者は弱い者に

定まった一生をおくらなければならないのだろうか。どんなにまずしく

てもりっぱに生きていける人もありますが,中には生活の上で,い ろん

な困った点があるのです。ですから,みんな平等にしてこそ,こ の法イト

は成 り立つのだと思います。結局,最後に言えることは,『国民の「‖紺

と実行』だと信 じています。私達は日本人であり,世界の一員でル)る か

ら。              (2年 4組 Y.N.女 )

★このプリントをもらって,わからない単語を調べるのに苦労した。

(2年 1組 K.K 女)

★日本国憲法のプリントを訳するのに4時間ほどかかった。

(2年 4剰lA()女 )



★ぼくは最初,憲法というものをむずかしいものと思って いた。 しか

し,贅言Fiで吉いてあるのを見て訳していくと,いがいにかんたんに意味

もよくわかる。まあかんたんに書いてはあるが,法律を少しても学んだ

ことになる。それに,少 し法律に興味もでてきた。

そのほかに,こ の単語はこうにも訳せたのか, と考えて,覚えること

もできた。これからも百科事典に出ている法律を見ながら,少 しでも覚

えていってもよいと考えた。 (2年 4組 Ko S.男 )

★やさいのねあげ,ねさげをする法律は決まっているのだろうか。

(2年 3組 Y.F.女 )

★ぼくは,こ の世から戦争がなくなって,そ してみんながよい生活をす

ごすことをいのります。

おきなわは日本のりょうどなのにアメリカがベトナムをたおそうとし

ている。             (2年 3組 S.K.男 )

★ベ トナムも,黒い霧も,憲法にいはんしている。日本は平和な国でも,

交通事故や火災が大きい。…… 日本は台風が多い。僕の家は台風がくる

と,家がとびそうな家です。だから日本の憲法でなくしてはしいが,そ

んなことはできないが,台風をなくしてはしい。
・
        (2年 3組 Y.0.男 )

★わからない単語を辞書でひいていても, メまくつながりにくかった
が,知っている単語ではかの意味がないかとさがしているうちに文にな

っ た 。

今考えればあたりまえのようなものが,ま だ守られていなかったり,

またやぶられたり,やぶれそうになったりしているが, もっと国民が法

律に関′卜をもたなくてはいけないと思 う。

ぼくたちの身近かでも第 9条のようなことが守られていないようであ

る。いくら良い法律を作っても,守らなければ役にたたない。もっと,

決めたら守らなければならない。 (2年 3組 S.0.男 )

★私はこのプリントについて一番思ったことは,男女差別の こ とで し

た。どうして女のほうがはたらかされたりするのだろう。そして, どう

してり」の人にいじめられるのだろう。  (2年 3組 N.K.女 )

★私にはあまり理解できませんが,し らなかったことがわかりました。

こ″)憲法のことを,父,母,姉,兄 ,妹,弟にも教えてやりました。み
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んなもかんじんしておりました。そのことでみんなか集¬ r‖‖l合 いよ

した。みんなが意見を出しあって……やくにたちそうCす 。

(2年 3組  H.H, /7)

★私は,第12条 と第19条がいいと思います。一行日の「 日本 llll tは け ,

して戦争をしない」は,こ の二つよりももっといいことだと思います:〕

父や母に戦争後のことを聞 くと,いつも食べ物の話 しがでてきまオ̀
,

食べ物がないときなどは,草の根や,つ るなどをたいて食べたとよく間

きます。こんなことが三度 とないように,こ の憲法を守 りたいと思いよ

す。 (2年 3組 K.H.女 )

★私は,今 まで憲法にはどんなことが書かれているのか全然知らなかっ

た。しかし,今憲法のプリントを読んだ時,憲法が私たち日本人にとっ

て,ひ じょうに密接な関係があるのを感じた。

しかし,現在の日本人の大部分は,憲法を知らないと思 う。だから憲

法にそむくような悪いことをしている。

これからの日本人は,憲法をよく理解して,今よりも,も っともっと

美しく,平和な日本を作ればよいと思 う。(2年 4組 S.H.女 )

★憲法があるので, 日本人はベ トナム戦争にまきこまれないから, しあ

わせです。もし憲法がなかったら,い まごろはベ トナム戦争に行ってい

るだろ う。 (2年 4組 K.I.男 )

★日本の憲法は,一つ二つく
゛
らいまちがっているとぼくは思 う。

まず一つは,9条で戦争をしないと書いてあるが,ベ トナム戦争に参

加しているではないか。兵隊は送っていないとしても,戦争で負傷した

アメリカの兵士や,故障した戦車や飛行機を日本に運んで来る。

軍隊をもたないといっているが,軍隊と名がちがう自衛隊をもってい

る。

日本の国は,ス イスやオーストリアのように永久中立国にしてはしい。

25条で,人民は人間らしい生活をする権利をもっている, と述べてい

るが,実状はそうではないと思 う。   (2年 2組 K.K.男 )

★私は戦争をなくして平和な日本をつくりたいと思っています。

(2年 2組 E.S.女 )

★日本は戦争をしないということだけど,今の日本は,いつ,戦争4r l

るかわからないような状態だと思 う。……



′オtl‐ ,今 IЧ題になっているスモッグや,り ||な どのよごれがひどくな

(:ヽ Cい るのが目立つ。こんなことでは,健康的な生活なんかは,た

だ 11だけで終ってしまうと思 う。 (2年 2組 S.K.男 )

★先′li,憲法をおしえてくれてありがとう。ぼくたちが大き くな った

r),す こしでもいいからすみよい日本にしたい, と思っています。

(2年 2組 K.T.男 )

★私たち日本国民は,主権の力を持っているのだから,みんなお互いに

この法律を守って,よ い国をつくりあげる努力をしたらいい と思 い ま

す。戦争というものは,私たちにとっては鬼だと思う。

(2年 2組 M.M・ 女)

☆私は,こ れを読んで,な るほどそうだなあと思いました。第一に戦争

というものはみんながきらっているものだと思 う。尊い人間の生命がう

ばわれる。そうすると,平和な家にも不幸はおとずれる。

(2年 2組 M.S・ 女)

★第 4章の国会は,黒い霧とかなんとかいわれていたが,最高機関の仕

事をする人がこういうことであっていいのだろうか。

(2年 2組 A.T。 女)

★自衛権が存在するのだから,自衛隊は合憲であると信ずる。したがっ

浜塁具讐1複TTし戻守写壕ムみ薫Elttr襲11色黒虐曇I勇冒電霞

ると当然のことだと思 う。しかし,それが軍国主義の復活であってはな

らない。これは,あ くまで民主主義の観念による防衛力の増強であるベ

きである。

これらの理由により,第 9条を廃止又は修正することを支持する。

(2年 1組 HM・ 男)

★「我々は決して戦争をしないノ」この言葉は,私の胸に深く残った。

日本は今までに幾度か戦争をし,最後の第二次世界大戦で負けてしまっ

た。それは,今 も多くの人々のいたでとなって残っている。広島,長崎

に原リユを受けた人々は,きずつき,死に,今なお病気と戦っている。

こんなむごいことになったのは,い ったい何が原因だろう。

(2年 2組 E.K.女 )
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あ と が き

林 野 滋 イけ|

もっともっと多くの皆さんの文をのせたいと思ったのですが,こ オlだ

けでゆるしてもらいます。みんな良い感想文ばかりでした。1りlさ んが,

真剣に,英文の「 日本国憲法」の勉強をしたことがよく分ります。

Vヽhy did l give you the print `The Constitution of Japan'P(4「

ぜ私は「 日本国憲法」のプリントを,皆 さんにあたえたか2)

なぜだと思いますか2-一二つの理由からです。

第一。いまの教科書には,法律の英文など一度も出てこないので,こ

のプリントで少しでも,そ うした英文の勉強をしてもらおうと思

った。前にプリントでやって皆一人のこらず暗誦 してもらった,

あのイギリスの十二ケ月の詩の文と,憲法のような法律の文と,

同じ英文でも, どんなに感じがちがうものか, ということを知っ

てはしかった。

第二。5月 3日 は,憲法記念日なのだから,ぜひ憲法の勉強をして,政

治のことを考えてはしいと思った。 (「政治教育」は,大切です。)

この二つです。

「良識ある公民たるに必要な政治的教養は,教育上これを尊重しなけ

ればならない。」――これは教育基本法 (教育についての法律の中で,一

番上の法律)の第 8条の中のことばです。

言語(こ とば)は ,あ らゆることをあつかいます。自然科学も,社会の

勉強も,毎 日の生活のことも,政治や法律のことも,心の喜びや悲しみ

をあらわす芸術も。英語で色々やろう/

この「英文日本国憲法」には,も ちろん,「過去形」は全 く用い「,

れていない。しかし,法律文が「 過去形」ではあり得ないことをつか

ませたことは,或る意味で,重要な「 過去形」の学習であったといえ

よう。

この「 日本国憲法について」の感想文は,各学級でかなり大さな反

響を呼びおこした。特に或る一つの学級では,激 しい討議になった。
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イメtlL 1 11法第 9条を廃止叉は修正することを支持する。」 と言って
のけ/1M君 の学級だった。憲法改正論は,学年で彼一人だった。こ

の九Itt文集にのせたのは,彼の感想文の後半であり,前半は次のよう

ムゴ)の だった。

1第 9条は,戦争の放棄をかかげているが,こ れは憲法が作られた

|1寺 代の理想であり,現状に合わないと思 う。なぜならば,現在世界に

おいて,防衛力を持たない国はないのであり,又,現在の世界情勢に

おいては,第 9条は理想でしかない。現在革新勢力は,自衛隊を違憲

と主張しているが,戦争放棄であっても,自衛権は存在すると思 う。」

そしてこの後へ感想文集にのせた後半が続 くのである。M君の一文

は, 正直に言って, 私の胸にぐさりと突きささった。この生徒は,1
年

`Lの
終 りの 《一年間の英語の学習をふ りかえって》の感想文の中で

も「先生が東に味方をし,西のことを悪 く言ったとき,腹が立った。」

と書いていた。私は,それにたいしても異議があった。なぜなら,生
徒たちに東を良 く言い西を悪 く言ったことは一度もなかったからであ

る。たとえば,私は,1954年 のジェネーブ協定の内容や,それにかか

わる米国の態度,その後のベ トナム侵略の事実については,も ちろん

ど|:徒達に `IN A LITTLE COUNTRY' の詩をやるときなど,か
なり詳しく話しておいた。しかし,それはあくまでも「 事実」を述べ

たものであり,民族主権 と平和がその内容であって,資本主義体制と

社会主義制度の優劣を論じた り,資本主義体制が帝国主義戦争を生み

だすとい うその必然性を説いた りすることは,注意深 く避けて来たの

だった。

lン かし,私は彼の3月 のその「感想文」にたいしては,あえて何も

liわずにきた。しかし,ぃつか何か言わねばならぬ, と感じ続けて来

(い た。彼は, `IN A LITTLE COUNTRY'に たいしても, はっ

きり(ヒ ,「ぉもしろくなかった。」 と言い切って,抵抗の姿勢を示して

い/ぃ

()う これは沈黙を守るべきではない一一私は「 英文 日本国憲法」の

学 lЧ についての彼 Mの 感想文を読んで,決意を固めた。彼の属す る

学級での話し合いの内容は,お よそ次のようなも″)`:|,,ノ ..

私「 M君 。やは り自衛隊は必要だと思いま
‐
り
‐
か ′

|

M「 うん。いまの世界情勢やったらな, 自衛隊がムか ノ|,、
.

侵略されてまう。」

私「 なるほどね。一一M君 と同じように考える人, 114:ヤ {|ヽ

て。」

(お もに男子十数人ばかりが挙手した。 これは, 感想文い.|,|,|

れた状態 とは大いに異なっている。)

私「 自衛隊がないと日本は侵略される,とい う意見の人が′
:し 、1

あるようですが,それでは,い まアメリカ軍が日本にいるとい ,

とは, どうでしょう?沖縄にも, その他日本中の基地にアメリカ

軍がいる。これは,日本がすでにもうアメリカに侵略されている,

とい うふ うには考えませんか ?」

(教んな黙ってしまった)

私「 これが 考えてはしいところです。一―アメリカ軍が いても,

それは侵略とは考えない。だけど,か りに中国やソビエ トのi「

`隊
が

日本へやってくるとすると,それは侵略だと考える一一 これは少 しン

おかしいのではないですか ?」

(Mでなく,他の男生徒 Aが 発言する。)

A「それでもな,い まやったら日本は中立やろ,そやから……
|

(Aが そこまで言ったとき,何人かの男生徒たちから,「中立メ11,

が うぞ」とい う声が起った。)

私「 皆さんどう思いますか ?も し,憲法 9条がなかったら,中|||

と同じように,ア メリカの言 うとおりに, 日本の軍隊つまり|・ 111'

も, ベ トナムヘ送られてしまっているのではないでしょうか P

どうも日本は中立ではないみたいですね ?外国の軍隊がいる.|,1

の国は,自分の国をどんな国に作るかとい う本当の自Jlが |‖
l「

!

tヽ 。一一そ う考えて良いと思 うのです。 ベ トナムでも同じ (11

トナムのことはベ トナムの人たちが決める権利がある。と、ノ́う|'

メリカ軍がベ トナムに五十万人以上もいて,それをさ・llム い 1 ,(
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lて いる。こう考えるのが正しいのではないでしょうか ?」

(MアIをふくめて,大体みんな理解したようだった。)

私「 いま日本海で,日 米両軍の合同演習をやっていますね ?知っ

ている人 ?」

(一人二人しか手が挙がらず,考えさせられる。)

私「 ほかの人たちは知らないのですか ?新聞を読まないといけま

せん。一一自衛隊が本当に日本民族の軍隊かどうか, 皆でしっかり

と考えてみて下さい。」

およそこんなふうな話をした。次の時間から,Mの反撥的な態度は

消えた。私は,やはり言 うべきことを言ってよかった, と思った。そ

して「独立」の問題の教育における決定的な重要さを,あ らためて認

識することが出来た。

(7)研究授業 一一過去形 4-―

教科書をやりながら,大きな「つけ加え」によって,その教科書教

羽を質的に変えてしまうような実践一―Lesson 3の §2について,

それを試みてみた。そして,それを校内研究授業 (全職員がくじ引き

で, ひと月に一人か二人おこなう。数年前からそうしている。)と し

その教科書の本文は次のとお りである。

It's a nice day today.  Was it nice yesterday?

G: Yes,it was.

Were you afraid in the airplane?

G: No,I wasn't.

ヽヽ「here are you from?

G: rm from the Midwest.

Are the Great Lakes in the lttidwest?

G:  Yes, they are.  They are very large.  Large boats go

frOm one lake to another.
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第 2学年 1組 英語科学習指導案

指導者 林 」F 減 特|

日     時 昭和 42年 5月 17日 (水)第 5校時

単     元 2(過去形)

単元設定の理由

第 1学年,お よび第 2学年単元 1に現われるのは, すべて「 |‖ 4

形」 であった。習慣的動作や静的な状態をあらわすことをそのJI:々

役目とする「現在形」のみでは,生 きた生活の動的な現実を表Jtl‐ タイ)

のに不十分であることは,言 うまでもない。ここに,現在形動
`卜

Jの一

定量の習得を踏まえて,「過去形」への発展が要求されてくる。

4.単 元 の 目 標

動詞変化の学習を基礎に,豊かで動的な日常生活を表現した文や,

歴史上の事象にかかわる文を理解し和訳する力,ま たそうした文を川

いて自己表現をおこなう力を養う。

5。 要     旨

(イ )教材について

(1)動詞変化の学習は,大部分の生徒にとって,かなりの沐I XI1 4

ともなうので,徹底した練習,小テスト等が要求される。

(2)教科書には,上述の「歴史上の事象」をあつかっている赦イl

が少いので,こ れをプリント等によって補 う必要がある。

(口 )生徒について

(1)全体的に英語学習にたいして,かなり強い意欲を持っ Cい イ,Ⅲ

(2)学力差の存在は否定することが出来ないが,小集|」 1学 十1(111

活動)を通 じて,こ れを克服する方向が見定められつ・).し ,1,"

6。  指 導 計 画

第 1次 L.3 TARO TALKS TO AN AMERICAN… …・(i‖ ||111

★  (本時|ま , こυ)有l il‖ キ)

第2次 L.4 Mr MILLER'S CAMERA・ …………………{;‖キ
"||第 3次  L.5 THE FINEST」 EWELS・……………………………・′‖l「 li:|

―


