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■オーラル・メソッド (The Oral Method)と定型会話１５ 

2013 年度から完全実施された高等学校学習指導要領には、高校の英語授業は英語で行う

ことが基本であるとした。また、2013年 12 月、「グローバル化に対応した英語教育改革

実施計画」が示され、中学校においても英語授業は原則英語で行うとした。英語を英語で

教えることは自然であり、この傾向は小学校英語教育にも大きく関わってくることであろ

う。ここでは、ハロルド E.パーマー（H.E.Palmer）が開発したオーラル・メソッド (The 

Oral Method) を紹介する。オーラル・メソッドは、1922 年に英国から文部省顧問として

招聘され、14年間にわたり、日本の英語教育改革にあたったパーマー自らの指導原理に基

づいて開発した英語指導法である。 

1． 言語観 

言語は「体系としての言語(language as code)」と「運用としての言語 (language as 

speech)」からなる。前者は言語材料であり、後者は言語の第 1次運用 (primary speech)

としての「聞く」「話す」と、第 2次運用 (secondary speech) としての「読む」「書く」

の言語活動 4技能である。 

2．指導原理 

❶ 外国語活動の 3段階と指導法 

1) 了解：identification 

 a) 物品、絵、動作などを示す   b) 既習の言語で定義づける  c) 既習の文脈のなかで

示す   d) 母語に訳す等により外国語の音声、文字等を理解する。 

2) 融合：fusion：音声や視覚などから外国語と意味が融合して分かり、再生できる。それ

は、幼児の母語習得過程「言語の 5習性：The Five Speech—Learning Habits」を生か

した練習方法による。すなわち、 

 a) 聴覚観察：auditory observation      …耳で観察し 

b) 口頭模倣：oral imitation       …口で模倣し 

c) 口ならし：catenizing       …一定の音および単語の連続を反復し 

d) 語義融合：semanticizing       …それを意味と関連させ 

e) 類推による作文：composition by analogy   …語を置き換え、文を転換して言う 

《教室で行う練習と教師の指示例》 

・耳を訓練する：Listen to me carefully. 

・置き換え練習：Say after me. 

・発音練習：Say after me, class.  S1, S2, S3… 

・命令練習：Stand up.  Touch the desk.  Go to the door. 

・反復練習：Repeat it.  Say it again. 

・再生練習：Answer my question.  Say it again. 

3) 総合活用：operation, using the knowledge by real practice 
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1), 2)の練習で習得した外国語(英語)をさまざまな場面に適応させて、実際の場でコミュ

ニケーションのために使用する。 

❷ その他の主な指導技術 

1) 定型会話：coventional conversation：普通の日常会話ではなく、ある一定のきまり

(convention)にしたがって行われる対話。質問文の名詞は代名詞に置き換えるなど教師

の英問に対応する構文(full sentence)で答える。英語の文構造を体得するための基礎練

習として重要である。 

2) 口頭導入：オーラル・イントロダクション：oral introduction 

・授業で教える新出語や文、本文の概要などを、（極力英語を使わないで）絵や実物、既

習の英語などで口頭で導入する。 

・学習者に英語を用いて理解させる活動であるから、テキストは閉じさせる。 

・その後、導入された内容について英語による Q&A を通して理解できたかどうか確かめ

る。 

3) The First Six Weeks of English：テキストを開く前の入門期指導法  

❸  『ブリッジ基礎英語』『定型会話』の開発 

 「英語教育の在り方に関する有識者会議」（2014年 9月）は今後、補助教材について

は、アルファベット文字の認識、日本語と英語の音声の違い、文構造への気づきをあげて

いる。特に、英語の基礎的で基本的な「文構造」に慣れる活動を系統的、段階的そして実

践的に指導することが求められてくる。このねらいに沿うのが H.E.Palemer が開発したオ

ーラル・メソッド (The Oral Method) に基づく English Through Action（実演教授法）

である。  

英語教育研究グループ「小中英語指導研究会」（会長：荒木秀二、副会長：筆者）は、

すでにこうした課題にいち早く着手し、小学校英語科入門期教材である『ブリッジ基礎英

語』を開発した。本教材の構成は A4サイズで Lesson1～81 まで 162ページからなり、ア

ルファベット大文字 A の指導法から始まる。指導者と学習者が基礎基本となる英語を学べ

るよう工夫してある。『定型会話』については、The First Six Weeks of English  (H. E. 

Palmer) の改作である。口頭で文構造を円滑に学ぶことができるよう教材化してある。 

■『定型会話 15』  

1．ねらい 

①これまでの外国語（英語）活動の中では、主に英語の単語や会話の例をたくさん聞い

たり、発音したりした。  ②ことばは、普通「文」として表現するので、話したいことを

相手に伝えるためには、このいくつかの「基本的な文型」に慣れておくことが必要であ

る。  ③この練習を通して、英語の「文」を言うためのいくつかのルールを身に付け、そ

の文型の中で、それぞれの場面に応じて必要な単語を使えば、自分が言いたいことを、相

手に正しく伝えることができるようになる。 

2．学習の方法 
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15 通りの「英語の基本文型」を一定のルールに従って進める。 (2)教師はあまり日本

語を使わずに、身近な品物などを指し、動作で示しながら英語の「文」を言う。 (3)教師

が言う英語の指示に従って、次の①～④の順に進める。 T：教師  P：児童 

① T⇒T（教師が自問自答）Look at me.（先生を見て） Listen carefully.（よく聞いて） 

② T⇒P   Repeat.（英語をまねて）      Say after me. （後に続けて言いましょう） 

③ T⇒P   Answer my question. （先生の質問に答えましょう） 

④ P⇔P  Let’s talk with your friend / partner.（友達とペアで聞き、答えましょう） 

 

■定型会話１５ 

  1    This＋is＋a 名詞. 2  That’s＋the 名詞. 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

This is a notebook. 

       a pencil. 

a bag. 

a ruler  

a desk. 

That’s the door. 

      the window.  

the wall.   

the ceiling. 

the clock. 

② 

Yes-No 

question 

 

Is this a notebook? 

Yes, it is. 

Is this a textbook? 

No, it isn’t.  

Is that the door? 

Yes, it is. 

Is that the window? 

No, it isn’t. 

③ 

～or～  

question 

Is this a textbook or a notebook? 

It’s a textbook. 

Is that the door or the window? 

It’s the door. 

④ 

Wh- 

question 

What’s this? 

It’s a notebook. 

What’s that? 

It’s the door. 

 

  3   The 名詞 is＋here / there. 4  This (That) ～＋is＋形容詞 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

The desk is here. 

The door is there. 

The chair is here. 

The window is there. 

This (That) pencil is red. 

This (That) book is blue. 

This (That) bag is yellow. 

This (That) pencil case is green. 

② 

Yes-No 

question 

 

Is the desk here? 

Yes, it is. 

Is the door here? 

No, it isn’t.  It’s there. 

Is this pen blue? 

Yes, it is. 

Is that pen black? 

No, it isn’t. 
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③ 

～or～  

question 

Is the desk here or there? 

It’s here. 

Is this pen blue or black? 

It’s blue. 

 

④ 

Wh- 

question 

Where is the desk? 

It’s here. 

Where’s the calendar? 

It’s there. 

What color is this pen? 

It’s black. 

 

  

 

 5  I have＋名詞 in my (your)  

hand. 

6   I have two pens. 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

I have a book in my hand. 

You have a pencil in your hand. 

       a box 

        an eraser 

I have two cups. 

      three pens. 

      four boxes. 

      five balls. 

      six pencils. 

② 

Yes-No  

question 

 

Do I have a book in my hand? 

Yes, I / you do. 

No, I / you don’t. 

Do you have two pens? 

Yes, I do. 

Do you have ten balls? 

No, I don’t. 

③ 

～or～  

question 

Do I have a pen or a pencil in 

my hand? 

I / You have a pen in my / your  

hand? 

Do you have two pens or three  

pens? 

I have two pens. 

 

④ 

Wh- 

question 

What do I / you have in my /  

your hand? 

I / You have a pen in my / your  

hand? 

How many pens do you have? 

I have two pens. 

  

 7   I like bananas. 8  There’s a book on the desk. 

    There’re two books on it. 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

I like bananas. 

     apples. 

   dogs. 

     soccer. 

     English. 

There’s a book on the desk. 

       a cup 

       a pencil 

       a dictionary 

       a CD player 
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② 

Yes-No  

question 

 

Do you like bananas? 

                 Yes, I do. 

Do you like oranges? 

                 No, I don’t. 

Is there a book on the desk? 

Yes, there is. 

Is there a notebook on the desk? 

No, there isn’t. 

③～or～  

question 

Do you like tennis or soccer. 

I like soccer. 

Is there a book or a notebook on the 

desk?  There’s a book on it. 

④Wh- 

question 

What sport do you like? 

                 I like soccer. 

What is there on the desk? 

There’s a book on it. 

   

 9    I am a teacher. 

    I am teaching English. 

10    He’s the teacher. 

       She’s the pupil. 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

I am a teacher. 

You are a pupil. 

I am teaching English. 

You are studying English. 

※男子児童を指して… 

This is Masao.   He’s a schoolboy. 

※女子児童を指して… 

This is Yumi.   She’s a schoolgirl. 

② 

Yes-No  

question 

 

Am I a teacher? 

Yes, you are. 

Am I teaching English? 

     Yes, you are. 

. 

Is Masao a schoolboy? 

Yes, he is. 

Is Yumi a teacher? 

No, she isn’t. 

She’s a schoolgirl. 

③ 

～or～  

question 

Am I a teacher or a pupil? 

You’re a teacher. 

Is Yumi a schoolgirl or a teacher? 

She’s a schoolgirl. 

④ 

Wh- 

question 

What am I? 

You’re a teacher. 

What am I teaching? 

You’re teaching English. 

What’s Masao? 

He’s a schoolboy. 

What’s Yumi? 

She’s a schoolgirl. 
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 11  These are my pencils. 

     Those are your pencils. 

12    I get up at seven. 

 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

This is my pencil. 

These are my pencils. 

That is your pen. 

Those are your pens. 

I get up at seven. 

  wash my face at ～ . 

  have breakfast at ～ . 

  come home ～.  

② 

Yes-No  

question 

 

Are these my pens? 

Yes, they are. 

Are those your books? 

No, they aren’t 

Do you get up at six ? 

Yes, I do. 

Do you go to bed at nine? 

No, I don’t. 

③ 

～or～  

question 

Are these your pens or Ken’s 

pens? 

They are my pens. 

Do you get up at six or at seven? 

I get up at seven. 

 

④ 

Wh- 

Question 

Whose pens are these? 

They’re mine. 

What time do you get up? 

I get up at seven. 

 

 

 

 13  I study math on Monday. 14   I swim in summer. 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

I study science on Friday. 

      music on Tuesday. 

        P.E. on Thursday. 

I swim in summer. 

 skate in winter. 

 go hiking in fall. 

 see many flowers in spring. 

② 

Yes-No  

question 

 

Do you study math on Monday? 

Yes, I do. 

Do you study math on Friday? 

No, I don’t. 

Do you swim in summer? 

Yes, I do. 

Do you go hiking in winter? 

No, I don’t. 

③ 

～or～  

question 

Do you study math on Monday or 

on Friday? 

I study it on Monday. 

Do you ski in summer or in 

winter? 

I ski in winter. 

 

④ 

Wh- 

question 

What do you study on Monday? 

I study math. 

When do you ski? 

I ski in winter. 
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 15   School starts in April. 

①Statement 

（平叙文） 

 

 

School starts in April. 

We have much rain in June. 

It’s very hot in August. 

② 

Yes-No 

question 

 

Does school start in April? 

Yes, it does. 

Does school start in May? 

No, it doesn’t. 

③ 

～or～  

question 

Does school start in April or in 

May? 

It starts in April. 

④ 

Wh- 

question 

When does school start? 

It starts in April. 
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