
言葉の背景にある情報を教えるV

~教科書を発展させた学習伊1"H010caust"学習への発展~

英語の授業を展開していく場合,「教科書をどのよ

うに扱うのか」について,しばしば議論の対象となる。

「教科書を教える」のではなく「教科書で(英語を)

教える」という表現を見かけるが,果たして具体的に

は何をどのように教えるのだろうと,英語教師ならぱ

疑問に思ったり,試行錯誤を重ねた経験があるのでは

ないだろうか。

本研究紀要は,このような素朴な疑問から導き出し

九あるーつの提案である。教科書をもとに,どのよう

な活動をすることが考えられるのか。また,関連する

情報をどのように提供し,より深まりのある学習とし

て成立させていくのか,平成12年2月の授業実践をも

とにして記していくこととする。

はじめに

渡部睦 :ιヒ
ノロ

2. SUπShiπe 五πglish course 2 をも
とにした実践例

One day my husband got a telegram from the

Nazis. He said t0 鴫,"1 m11St meet 杜lem tomorrow

I can't say NO' to them. we must get out of

(ihid P73.)Austria tonight

2.1

2.1.

Program 12

1 あらすじ

NaziS はなぜトラップ大佐に電報を送ったのか。

また何故トラップ大佐はNaziSに対してN0と言えない

のか。教科書のみの情報では誤解を生ずる。トラップ

大佐はAustriaをこよなく愛する,愛国心豊かな人物

で,自宅で開く舞踏会でもAustriaの国旗をNaziSの勢

力が広まる中,堂々と掲げる人物である。トラップー

家はNaziSからの申し出を三度断っている(S御Sh伽e

Ξ11gh'sh c01ιISι 2 rιαChel'、 U411記41, P.166)。一度

目はヒットラーの誕生日に出演し祝って欲しいという

申し出,二度目は長さ126m,乗員72名である最新の

潜水艦の船長になってほしいという申し出,三度目は

長男に医学校卒業と同時にウィーンでの病院勤務を提

供するという申し出である。

"please train my children hard," said captain

Von Trapp to Maria

Maria did not listen to him. she taught songs

to the children

S1ι%shl'πι三πξh'sh c01ιアSι 2

(開隆堂,2000, P72, program 12)

Maria Talks about Her Life

時代は1930年の終わり頃,ヒットラーが率いるNa"

ZiSは,ユダヤ人を迫害し,ヨーロッパ各地に攻め込

んでいぐ。オーストリアのザルツブルグにある修道院

のシスターであったマリアは,トラップ大佐の家に家

庭教師としてやってくる。厳格に子供達をしつけよう

とするトラップ大佐であったが,マリアは歌や人形劇

を子供達に教え,次第にトラップ大佐の心を開いてゆ

く。映画"sound of Music"では子供達と共に,楽

しげにドレミの歌を歌い,自分なりの教育方針で子供

達をしっかりと導いていくマリアの姿が生き生きと写

し出される。

People in ltaly

Said,"The Trapp

for Hitler!'Sples

教科書では Unfriendly という表現でユダヤ人に対

する人々の態度が描写されているが,この部分に社会

的な情勢とユダヤ人が受けてきた苦しみを解説する必

要がある。

Were unfriendly to us. They

family are not Jewish. They're

(ihl'd P74.)

They told us about their hardshゆS in Austria

during the w'ar. And we told them about our

hardshゆS. They said,"we've lost our children,
"

and you've lost your homeland

In w'ar there are no winners. A11 are losers

(ihid P75.)

Austriaで苦しみに耐え生き残ったtheir hardshゆが

いかなるものだったのかをしっかりと説明したい。家

族を失い祖国を失わなければならない過酷で非人道的

な出来事がどのような行われたのか。そしてそれは何

故,起こったのか。現在との政治的,社会的なつなが
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りはどのような事象となって現れているのか。英語教

師の教材研究によって,しっかりと深い学習を展開す

ることができるのではないだろうか。

2.1.2 H010caust学習への発展

この教材をよりよく理解するためには時代背景をし

つかりと掴まねばならない。その為には,教科書で扱

つている語に加え,取り扱っていない語句も含めて資

料提供をさらにする必要がある。もちろん関連するす

べての語句を紹介するわけにはいかないが,時代背景

を理解する九めに代表的な語句をここで取り上げるこ

ととする。

渡 部

2.1.2.1 H010caustホロコーストとは何か。

広島にホロコースト記念館(広島県福山市御幸町中

津原866)がある。この記念館は1995年に開館した。

この年は戦後50年でもあり,ま九アソネ・フランク没

後50年の年に当たる。この記念館のWeb siteSからの

情報によれば,ホロコーストとは以下のような内容で

ある。

睦 浩

the010gical, historical, philosophical, psych010gi・

Cal, and Marxist・but none alone wi11 ever be

Satisfactory The historical answer might read

Something like this

In the 1930S,1arge segments of the German

Populace consented to live in a society based on

the tenets of hatred, ethnic utopianism, and vio・

Ience. They went to war to redress every wrong

and perceived wrong perpetrated against them

Over the previouS 20o years, and to create their

Version of a better world. A central belief in the

System by which they lived was that the Jews

(or"The Jew") represented everything diametrical・

Iy opposed to them and, for this reason, had to

be removed. This belief was dosely connected to

a racial worldview, shared by many, which de・

fined the Germans as members of a master race,

the Nordic Aryans, and the Jews as an anti・race

befouled by destructive physical characteristics

The utopia toward which these Germans strove

Would be unobtainable if the Jews remained

When the geographical removal of the Jews

Proved unfeasible, they resorted to the most radi・

Cal of solutions: a Final solution

ギリシャ語にその語源を持ち,「全焼のいけにえ」

を意味していた。その後,時代と共に,大規模な破壊,

殺人をあらわすことは'として用いらるようになる。第

2次世界大戦後,ナチス・ドイツによるユダヤ人や他

民族への破壊,大量殺人を意味することぱとして用い

られ,今日では,主にユダヤ人(600万人)への大量

虐殺を表現することぱとして,一般化した。

(ホロコースト百科事典による)

ホロコースト記念館

h杜P://WWW. urban.ne.jp/home乃lecjpn/

全焼の[焼き尽くす]いけにえ,全蟠祭(はんさい)
【獣を丸焼きにして神前に供える】:火による皆殺し,

大虐殺,[the H・](ナチスによる)ユダヤ人大虐殺,

ホロコースト;大破壊,破局

[OFくGK(h010・, kaustos burnt)]

『リーダーズ英和』第二版, S.V. h010caust

では何故ユダヤ人がこのような大量殺毅の対象とな

されたのか(実際にはユダヤ人以外の人々も犠牲とな

つている)。 FAQS About the H010caustには次のよ

うな解説がある。

http://WWW. yadvashem. org.ivh010caust/faq/gapfa・

html#12qs

Why did the Germans murder the Jews?

0丘ered・Many answers to this question have been

NaziS は自らをmaster race(支配者民族)とみな

し,他民族を支配しようとしたのである。「灸らの信

ずる寄りよい世罪」にはユダヤの人々は相容れない存

在として考えられ,文字通り消し去るべき対象となっ

てしまったのである。

村瀬(1968:195)には Hitlerが次のような非公開の

演説を行っていることを取り上げている。

もしも一九三三年に,ドイッ民族的世界観が勝利し

ておらず,ドイツ国の統一やナチス的国防軍の創世が

なされていなっか九としたら,ドイツ国民は,アジア

からヨーロッパへと襲いかかってくる巨人の犠牲とな

つてぃたことであろう。この巨人の背後には国際ユダ

ヤ人がいて,巨人をドイッへと襲いかからせたのであ

り,彼らユダヤ人は,これを機会に自分らの千年王国

を建てようと考えてい九のである。このユダヤ人と口
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シア人とに対する闘争に勝利する過程で,ナチス党の

みが生き残ってドイツ民族全部を結集することであろ
、.

つ。

5,860,000

ドイツでは1938年にホロコーストの幕開けとも言え

るユダヤ人迫害事件『水晶の夜』が起こっている

(士井:1991:63)。そして1941年, soviet unionから

ユダヤ人に対する組織的な大量殺裁が始まり,やがて

ポーラソドやその他のヨーロヅパ諸国へと広がってい

く。以下の表を参照すれぱいかに多くの尊い命が犠牲

となったのかが分かる。

言語の背景にある情報を教えるV

FAQs about the H010caust

Basic information about the history of the H010・

Caust in a question and answer format.

http://WWW. yadvashem. org.ivh010caust/faq/

gapfaqs. html

2.1.2.2 YAD VASHEM

ヤド・ヴァシェムとは,通常「ホロコースト記念館」

と訳される(立山1991:38)。これはナチスの犠牲とな

つたユダヤ人の一人一人について,氏名や家族構成,

どのような経路でどこの収容所へ送られ,どのような

最期を遂げたのかを詳しく記録している。現在でもこ

のような作業は継続されている。夏,バスなどの中で

ふと半袖から覗いたお年寄りの腕に共生収容所で彫ら

れたと思われる数字の入れ墨を目にする時,ホロコー

ストが決して過去の出来事でないことを思い知らされ

ると言う q仇'd)。 H010caustの犠牲者を記録し続ける

ことに関して以下のような資料が見つかった。

The H010caust:

A Learning site for students

http://WWW.ushmm. org/outreaclvnrule.htm

United states H010caust Memorial Museum

http://WWW. ushmm. org

資料

Country
Austria

Belgium
Bohemia and Moravia

Bulgaria

The pages of Testimony (symbolic tombston・

es) are intended to serve as a lasting memorial

for the victims of the H010caust. The details, be・

yond names and place, provide an identity for

the victim that would otherwise be lost in the

Coming generations.

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany
Greece

Pre・vvar Jevvish population

Hungary

Italy
Latvia

For over 40 years, begitm血g h11955, Yad vashem

has been actively c011ecting pages of Testimony

in lsrael and around the world. on Yom Hashoah

Lithuania

Luxembourg
Netherlands

Norway
Poland

Romania

185,000

Slovakia

65,700

Soviet union

H8,310

Minimum LOSS

Yugoslavia

50,000

Total

フ,800

Rounded

4,500

2,000

350,000

566,000

フフ,380

50,000

825,000

28,900

4,500

78,150

Maximum LOSS

91,500

168,000

0

3,500

1,500

60

140,000

3,300,000

フフ,320

1,700

134,500

7

609,000

60,000

50,000

鶚0,000

3,020,000

88,950

28,900

78,150

フ,680

9,796,840

78,000

70,000

9,797,000

140,000

0

1,950

2,000

100,000

60

2,900,000

フフ,320

141,500

7

762

-57ー

271,000

67,000

569,000

1,000,000

能,000

フ,680

5,596,029

56,200

71,500

143,000

5,596,000

1,950

100,000

3,000,000

762

287,000

1,100,000

71,000

5,860,129

63,300







Privileged as he Was

国ang)

is a large

around by

A ghe杜o blaster ((Am also) boom b0幻

10ng tape recorder that can be carried

hand

[CID五 S.V. ghett01

http://WWW. CUP. cam. ac. ulvelvdictionary/

ユダヤ人はNaziSによる迫害の際,大澤(199のは

なぜユダヤ人が隔離居住を強いられ九のかをフランク

フルトのghett0建設から解放までを検証することによ

つて解説している。1460年7月よりフランクフルト市

参事会の建設委員会のもとに旧市城壁外側の防濠地で

ghett0の建設が始まっている qhid:59)。マイン川の

北でカイザードーム(大聖堂)の東にある旧ユダヤ人

墓地に隣接し九ところにゲットー博物館がある。この

博物館はMuseum Judengasseと呼ぱれ,市の交通

サービスセンター建設工事現場で発掘されている。こ

こはかってのユダヤ人ゲットーの遺跡を博物館にし九

ものでヨーロッパで唯一のものである(乃id:64)。

19釘年2月,ゲットーの遺跡が明るみに出て,公に報

道されるとフランクフルトではこの発掘遺跡の保存と

工事の中止をめぐり,大論争となる。第二次世界大戦

でユダヤ人に対し大きな負い目を感じているドイツ国

民感情がはっきりと表明され,発掘遺跡を警告の記念

碑として保存すべきことが一致して主張された。この

結果生まれ九のがゲットー博物館である(1bid:63-68)。

渡 部 睦 浩

]ew 1.人をだますやっ.[英 1600年代半ば]

2.うるさく値切ってもうける

3.(人を)だます,(人から)だまし取る

[両義とも英米.1800年代半ばから現在]

ときに頭文字を大文字とし,1~3の意味では

常に軽蔑的

4.(人種,宗教に関係なく)裕福な人

[ジェマイカ英語]

『英語スラング辞典 S. V

このような意味を込められて呼ばれるとすれば,ユダ

ヤの人々がjeWと呼ばれるのを好まざるのも容易に理

解できる。他のユダヤ人を表現するにはJewish peo・

Pleがある。

Anne Frankの日記を次のように英訳し記述してい

るSiteがある。

h杜P://WWW. amfriendsgfh. org/

Israel

2.1.2.6 Jevvs

A Jew is a person who believes in and prac・

tices the reHgion of Judaism. Jews are conside・

red to be the descendants of the ancient Hebrew

{CC五D S.V. Jew]People

Apri1 9,1944 ・"one day this terrible war wi11 be

Over. The time siⅡ Come when we wi11 be peo・

Ple again and not just Jews! W'e can never be

just Dutch, or just English, or whatever, W'e

Wi11 always be Jews as we11. But then, we'11

Want to be
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JeWについて[CCED1の既述に加え[RHP]の解説を

加えるとする。[RHD]によれば, JeWとはユダヤ人の

ことを指すが,「ユダヤ人の中で」eWと呼ばれことを

好まない人が少なくない」と解説している。ちなみに

descendantSとは末喬の意であり, HebreWとは「ヘ

ブライ人,ヘブル人【古代パレスチイナのセム系民族

(の子孫)】を,特に古代イスラエル人を;ユダヤ人」,

またはへブライ語を指す(『リーダーズ英和』)。一方

『英語スラング辞典』には以下のような記述が出てくる。

jew』

前述した「Anneの日記」のように,1nternet上でユ

ダヤ人の歴史やホロコーストに関するおびただしい量

の資料が英語で記述されているが,ユダヤ人を指す語

としてはjew(S)もJewish peopleも用いられている。

他の差別的な語としてjewboy /jew boy(いずれも蔑

称)「(年齢,身分を問わずユダヤ人男性」がある『現

代スラソグ英和辞典』。この言葉一つを取り上げても,

いかにユダヤの人々が差別的な呼ばれ方をされてきた

のかが理解できる。

2.1.2.7 Nazis

"

a member of the National socialist German

Worker's party o{ Germany(国家社会主義ドイツ労

働社党の党員)を意味する。ドイツ語のNazi(onal・

Sozialist)=National socialistから由来する。 1932年

の6月1日にパーペンが首相となり,同月7月の選挙

では,ナチ(ナチス)は第一党となる(安部1998:239)。

1933年3月23日にヒトラーは,国会に「全権委任法」

を提出した。これは政府に立法権を委ねる法で,中央

党の協力を得てこの法が成立すると,ヒトラーは憲法

にとらわれす,国会をも無視して支配できることにな



つたのである qbid:239-24の。ナチスは1919年に結成

され大恐慌の最中,大ドイッ樹立・ベルサイユ条約破

棄・ユダヤ人排斥などを唱えて指示を拡大。33年政権

を掌握,統制経済・再軍備,ユダヤ人や共産主義者へ

の虐待などヨーロッパ告明艮を目指して軍備拡張を行い,

第二次世界大戦を起こしたが破れ,45年に崩壊した

(『大辞林』)

ナチスをめぐる政治的な事象は現代社会にも深い影

響を与えている。オーストリアの極右政党,自由党の

ハイダー党首は2月28日,ウィーンで記者会見し,党

首辞任を表明し九。自身のナチス擁護発言や同党の連

立政権参加でEUを中心に高まるオーストリア政府へ

の国際的批判をかわすのがねらいと見られた(『山陰

中央新報』 3月1日)。ハイダーは1986年に党首に就

任。89年にケルンテン州知事に就任し九が,ナチス擁

護発言で91年に辞任。その後も外国人排斥発言を繰り

返している。

3.提案発展学習

3.1 授業展開例

2.で授業に関する教材研究の結果をこれまで記述し

てきたが,集めた資料をどのように授業実践と結びつ

けるのかについて説明することとする。まず授業時数

を以下のように設定した。

言語の背景にある情報を教えるV

① lntemetによる情報収集 2時間

(2)"The sound Music"視聴1 2時間

広島のホロコースト記念館Www siteを中心に,

事前の情報収集を行う。本校のコソピュータールーム

にある端末からlntemetを利用することができる(40

台)。各端末のホームページに設定してあるYahoo

KidS で「ユダヤ人」を検索し,様々なぺージで情報

をそれぞれが見ていく。前述のぺージの中に「悲史の

歴史」というコーナーがある。幼子の小さな靴が真っ

黒く焦げ九様(ガス室に消えた子どものくつ(A

Shoe of a child who perished in the Gas cham、

ber),はユダヤ人の受けた苦難を象徴している。自分

の知らなかった内容に,ショックを受ける生徒力斗まと

んどである。またこれまで自分たちの想像をしてぃた

以上の凄惨な内容を知ることとなる。前述したぺージ

は内容や関連りンクが大変充実している。この紀要で

紹介するぺージを知り得たのもこのSiteのおかげであ

る。

総時間数 15時間

(1) 1ntemetによる情報収集

(2)"The sound Music"視聴1

③教科書を用いた学習

(4) H010caust学習

(5)"The sound Music"視聴2

⑥まとめ

※①②をa)事前の学習

③をb)教科書の学習

④⑤をC)事後の学習とする。

ホロコースト記念館

http://WWW. urban. ne.j /home/hec' n/

関連資料を提供する場合,その時期はa)事前の学習

において, b)教科書学習時に同時に配るC)教科書の

学習を終えた後,の3つの場合が想定できる。今回は

a)事前の学習ではWWWと映画The sound MusiCを

中心に, b)では2.で既述してきた語句の説明と社会

的背景を中心に,教科書の学習を構成した。そしてそ

の後再び映画を視聴し,まとめではアソネの日記と自

分達の生きる2000年との対比を通して表現学習を試み

六二。

a)事前の学習

Yahoo Japan Kids

htt ://kids. yahoo CO

2時間

2時間

5時間

2時間

2時問

2時間

WWWで事前学習の前半を終えた後, NHK/BS2で

放映された映画"The sound of Music"を視聴する。

この映画は教科書のもととなっ九作品で長編作品であ

る。映画を視聴する狙いは生徒の学習への意欲付けが

主なものである。もちろん付随して長時間英語の聞き

取りにもなることやこれまで知らなかっ九単語・連語,

文型を知ることにはなるが,そこにはあまり多くの期

待をしない。厳格なTrapP 大佐と子供たちを持ち前

の行動力と明るさで引き込んでいくMariaの魅力や,

時折出てくるAustriaの緊迫し九状況,男蒔婦人の存

在などが映像と音声で理解できる。ミュージカル風に

構成されており,よく耳にする音楽(ドレミの歌など)

もたくさん出てくるので生徒にも好評である。

b)教科書の学習

③教科書を用いた学習 5時間

(4) H010caust学習 2時間

教科書の扱いは,新出単語の紹介/CDによる音声の

提示ノ音読練習/単語・連語調べ/内容把握等を行う。関

連がある場面では内容を深めるプリソトを配布し社会

的な背景を分かりやすくする。映画の前半が割に明る

く迫りくる困難が分かりづらくなっている九め,欧州
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をはじめとして,どんな事象が展開しているのかを補

足説明する必要がある。600万人ものユダヤ人々がNa・

ZiSの政策によって虐殺されたという事実はぜひとも

生徒に伝え九い歴史的事実である。

H010caustをいかに伝えるかは重要なポイントであ

る。前述のホロコースト記念館には日本語で書かれ九

解説がありとても役立った。中学二年生の学習内容に

あっ九英語資料をと検索を進めたが,内容が難しいも

のが多く,現在も調査中である。

写真や動画の資料(ヴィデオ教材)も,もちろん世

に多く出ている。『夜と霧』の巻末には見るに絶えな

い壮絶な資料が数多く形成されている。映像資料に関

しては授業で使用する際にどのような影響力があるの

かしっかりと検討をする必要がある。今回は残酷な写

真は避けた。また生徒たちと同世代にAnn餓での生活

をすることを余儀なくされたAnneの資料を活用した。

Anneの生い立ちやNaziSに関する資料は教育目的に作

成されており使いやすい。

渡 部 睦 浩

教科書

C)事後の学習

(5)"The sound Music"視聴2

⑥まとめ

教科書を終え,また厳選した資料をもとに

H010caust学習を展開し犬二後,再び"The sound

Music"を視聴する。その後「まとめ」学習へと展開

していく。まとめ学習ではこれまで学習した様々なこ

とがらの確認と,この学習で何を自分が感じたのかを

英語で表現していく活動の場とする。生徒の持参して

いる英和・和英辞典には語粂の限界がある。教室内に

教師が準備できる資料や辞書を置いておくことで,表

現活動を支援していく。表現されたものはスキャナー

で画像化したり,コソビューターを使用することでln・

temet上に置いておくことができよう。これらの素材

をもとに海外の生徒たちと意見交換の場やどのように

これらの事象が教えられ,どのような受け止め方をさ

れているのかについてさらに深く考えることができれ

ばと思、つている。

「教科書で(英語を)教える」

①教科書の話題をもとに関連のある内容を取り

上げる。

話題

言語材料

つ。

新出単語・連語・文型

例 P12."Maria Talks about Her Life"

関連する内容 The Trapp Family

H010caust

Jewish people

Nazis

Anne

Anne'S Diary

②教科書と同時に英語・日本語の資料を提示し

生徒の意欲・関心を深める。

※当然新たな教材となり得る。内容によっては

語章のレベルのみでなく社会的な背景,歴史

的な内容も関係してくる。
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③表現活動の場を設定

知り得た情報,学習を深めたことをもとに自分

が何を感じたのか表現する。

「1.はじめに」で英語の授業を展開していく場合,

「教科書をどのように扱うのか」について,議論の対

象とされることを述べた。「教科書を教える」のでは

なく「教科書で(英語を)教える」という表現を以下

のように解釈してはどうであろうか。

おわりに

④共有の場の設定

お互いが感じ九ことを深め合えるような場を設

定する。

「教科書を教える」

授業内

Internet

プリソトで配布

ホームページ化

e・mai1による意見交換

NetnewSに投稿

※今回の場合扱っている内容がとても重大な内

容だけにエチケット,使用語章・表現内容

をよくよく考えて発信する必要がある。また

逆に,第二次世界大戦を日本はどのようにと

らえているのか質問されることもあるであろ

このような考え方をして教科書の話題を広げ九り,

関連ある内容を抱き込んでいくことは,生徒の学習意

欲を高めていくことになるのではないだろうか。また

教材研究をする上で,英語教師も英語を手段として用

い,対象とする内容について深く考える場となる。
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Ca"1h?'1'd宮'ι 1%tιアπαti011αI Dicti011α1夕 0/ E11glish,

Cambridge Dictionary of American En創ish, cam・

bridge lnternational Dictionary of phrasal verbs

Or cambridge lnternational Dictionary of ldioms

http://WWW. CUP. cam. ac. ulvelt/dictionary/

http://WWW. CUP. cam. ac. uk/elvdictionary/

default. asp?string=ghetto*1中02BO&ACT=SELECT

http://WWW.trappfamily. comAlistory html

以上の3つのURLで3つの辞書を使用することが

できる。

注

言語の背景にある情報を教えるV

htt ://WWW.trap family. com/

Trapp Family の歴史が詳しく解説されている。

ホロコースト記念館

今回の学習で様々な情報を得ることができた。また

ページ内にあるりンクも活用できる。英語による広島

県知事の挨拶もあり,非常に貴重な情報源。

ホロコースト記念館へのアクセスは以下の通り。

R.Cゴリス,大久保雪見訳編,『現代スラソグ英和

辞典』,秀分インターナシ"ナル(Harold wen、

tworth & stuart Berg Flexner, Dcti01141y o/

A1πι?'1'C4π S14%ξ'. Thomas Y. crowe11 Compa・

[『現代スラング英和辞典』]ny 19乃.)

Coli11S C01ιh1ιild 三%gh'sh Dicio%α?y. London. Herp・

er c0Ⅱins publishers.1995 [CC三D]

『リーダーズ英和辞典』第二版。研究社。1999。

[『リーダーズ英禾叫 1

『ランダムハウス英和大辞典』第二版,小学館,1994。

[『ラソダムハウス英和大辞典』]

『大辞林』,三省堂。(『大辞林』)

『山陰中央新報』,3月1日,第9面,「海外」(『山陰

中央新報』 3月1 田。
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住所:〒720広島県福山市御幸町中津原866

Tel&Fax;:0849-55-8001

E・Mail:hecjpn@urban. ne.jp
WWW

hせ://WWW. urban. ne

Anne Frank onⅡne

http://WWW. annefrank. com/

S1ι?1Shiπe 三?1gh'sh c01ιIse 2 Teacher'S Manual,開隆

堂,東示。

阿部謹也『物語ドイツの歴史』中央新書。

大澤武雄 a999),『ユダヤ人ゲットー』講談社現代新

ホロコースト関連団体ホームページ

アンネ・フランク資料館(西宮)

ヤド・ヴァシェム(イスラエル)

YAD VASHEM

米国国立ホロコースト記念博物館(米国)

United states H010caust Memorial Museum

ホロコースト生還者の映像による歴史財団(米国)

Survivors of the shoah visual History Foundation

サイモン・ヴィーゼンタール・センター(米国)

Simon wiesenthal center

アウシュビッツ博物館

Auschwitz Museum: Events,1Ssues, and com・

Inunlcatlon

Zum Beispiel Dachau(ドイツ)

アンネ・フランク・ハウス(オランダ)

Anne Frank House

ホロコーストの写真集

H010caust pictures Exhibition

ヤヌス・コルチャックの遺産協会(スウェーデン)

The Janusz Korczak Living Heritage Association

ホロコースト博物館(ベルギー)

The shoah Museum in Belgium

乃}ome/hec' n/

Internet上の資料(VVVVVV)

参考文献

^
^0

立山(199D,『イスラエルとパレスチナ』

士井敏邦(199D,『アメリカのユダヤ人』

村瀬興雄(1968),『ナチズム』中央新書。

山田政美訳編『英語スラソグ辞典』,研究者出版,

1989。(Richard A. spears, S1α%g 4%d 三%つhι、

Jonathan David publishers,1981.)?ア11S??1

[『英語スラング辞典』]

(わ九なべむつひろ・英語科)

E・mai1アドレス: watamu@edu.shimane・U.ac JP

httPゾ/fuzokue2.fc. shimane・U. ac.jp/index. htm

中央新書。

岩崎新書。
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