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アルファベットって何？
アルファベット編 第１回

１. 英語の読み書きは、アルファベットから　
ɹʮ鱉鲒鱴鱳鱉鱳鲇鲎鱯鱉ʯ鱭鱉鱋鱳鱴ಡ鲄ॻ鱒鱑鱬鱒鱯鱉ਓ鱳鱘鱭
鲗ࢦ鱜鲃鱞鱑ɺӳޠ鱬鲇ಉ鱝鱘鱭ɺ鱞鱾鱫鱳ಡ鲄ॻ鱒鱳ૅج鱴鲚鳣鳍鲙
鳑鲻鳀鱳จֶश鱐鲎鲃鲏鲃鱞ɻ؆୯鱰ݟ鱍鱫࣮鱴Ԟ鱑ਂ鱔ɺ鲚鳣鳍鲙
鳑鲻鳀ֶश鱴ӳݏޠ鱉鲗鱩鱔鲎鱯鱉࠷ॳ鱳େ鱒鱯鳕鲜鳫鳀鱬鲇鱇鲏鲃鱞ɻ

２. アルファベットって何？
ɹ鱢鲑鱬鱴鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱨鱫Կ鱬鱜鲌鱋ʁ
ɹ鱢鱳ܕݪ鱴ݩلલ ���� 鱙鲒鱰鱬鱒鱤鱭鱉鲔鲑鱫鱉鲃鱞ɻ鱯鲘鱭
���� ༨鲏鱳ྺ鱑鱇鲐鱳鱬鱞ɻ
ɹӳޠ鱳鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱴ࡏݱ �� จ鱳େจ鱭খจ鱑鱇鲏鲃鱞鱑ɺ
ॳ鱴࠷ �� 鱑鱬鱒鱤鱳鱴鱜鱐鱯鱔ɺখจ鱳େจݸ � 鱥鱭鱉鲔鲑لੈ
鱫鱉鲃鱞ɻࡏݱ鱬鲇ɺ鲜鲷鳢鲚ޠ鱴 �� จɺ鲦鳢鲯鲚ޠ鱴 �� จɺ鳍
鳡鳫鲱ޠɺ鳁鲜鲼ޠ鱴 �� จɺ鲱鳒鲜鳫ޠ鱴 �� จɺ鳥鲯鲚ޠ鱴 ��
จ鱬鱞ɻ˞̍

ɹવ鱬鱞鱑鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳ಡ鲄ํ鱴鱢鲑鱣鲑ҧ鱉鲃鱞ɻʮ鲚鳣鳍鲙
鳑鲻鳀鱴ӳޠ鱥鱖ʂʯ鱭ࢥ鱨鱫鱉鲐ࢠ鱮鲇鱤鱦鱰鱴ɺҟ鱯鲐鲚鳣鳍鲙鳑鲻
鳀鱑鱇鲐鱭鲐鱥鱖鱬ڻ鱒鱳鲍鱋鱬鱞ɻʮ鱮鱋鱜鱫鲜鲷鳢鲚ޠ鱰鱴 �� ݸ
鱜鱐鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱑鱯鱉鲘鱥鲒鱋鱲ʁʯ鱭 �ੜ鱰ฉ鱉鱤鱭鱘鲒ʮ鱒鱨
鱭ఱ鱑鲑鱤鲘鱥鲍ʯ鱭鱍鱤ࢠ鱑鱉鲃鱜鱤ɻ

アルファベット編 第１回

alphabets
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【世界のアルファベット】※２

３. アルファベットとローマ字の違い
ɹ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀ֶश鱬鱴ɺจ鱳ܗʢ"ʣ鱭鱢鱳໊લʢʮ鲠鲜ʯʣ鲗֮鱍鲃鱞ɻ
গ鱜鳥鱅鳖ֶश鱭ൺֱ鱜鱫鲄鲃鱜鲌鱋ɻ
ɹ鳥鱅鳖鱴ຊޠ鱰鳥鱅鳖鲗鱫鱫鱉鲐鱳鱬ɺ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀 ��
จதɺ��จ鱜鱐ग़鱫鱒鲃鱠鲘ʢؚ鲃鲑鱯鱉鱳鱴$ɺ'ɺ+ɺ�-ɺ�2ɺ�7ɺ�
9 鱬鱞ʣɻ鳥鱅鳖ֶश鲗௨鱜鱫ɺࢠ鱮鲇鱴鱘鲑鲎 �� จ鱳ܗ鲗ֶ鱸
鲃鱞ɻ鱬鲇ɺຊޠ鱳Ի鲗ද鱞鳥鱅鳖鱬鱴"鱴ʮ鲠鲜ʯ鱬鱴鱯鱔ʮ鲚ʯɺ
#鱴ޙ鲒鱰Ի鲗鱩鱖鱫 CB���CJ���CV���CF���CP�ʮ鳈ʯʮ鳋ʯʮ鳎ʯʮ鳑ʯʮ鳔ʯ
鱭鱯鲏鲃鱞ɻຊޠ鱰鱴#鱥鱖鱬දݱ鱚鲑鲐Ի鱴鱇鲏鲃鱠鲘ɻ
ɹৄ鱜鱔鱴ୈ̎ճ鱳鲫鳡鳘鱬鱏鱜鱜鲃鱞鱑ɺ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀ֶश鱳େ
鱯鱭鱘鲒鱴ɺ鱘鱳จ鱳໊લ鱰ؚ鲃鲑鱫鱉鲐ӳޠ鱳Ի鱰鱜鱨鱐鲏׳鲑ɺ
ൃԻ鱬鱒鲐鲍鱋鱰鱯鲐鱘鱭鱬鱞ɻ

※１ 羽鳥博愛 監修（2010）『新・学研の英語ずかん 1 巻 ABC あそび』学研教育出版

※２ アレン玉井 光江（2010）『小学校英語の教育法―理論と実践』大修館書店

　　 富盛 伸夫監修（2005）『世界の文字と言葉入門 10　フランス・イタリアの文字と言葉』
　　 小峰書店

アルファベット編 第１回
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小文字って、結構大変
アルファベット編 第２回

ɹେจ鱰ൺ鱾鱫ɺখจ鲗֫ಘ鱞鲐鱳鱰ۤ࿑鱜鱫鱉鲐ࢠ鱮鲇鱤鱦鲗鲍
鱔鱰鱜鲃鱞ɻ鱢鱳ཧ༝鱰鱴ҎԼ鱳鲍鱋鱯鲇鱳鱑鱇鲏鲃鱞ɻ

１. 字形的に目立つ特徴が少ない　
ɹେจ鱑ࠨӈରশ鱬ಛ鲗鱩鱐鲄鲉鱞鱉ܗ鱳鲇鱳鱑ଟ鱉鱳鱰ൺ鱾ɺখ
จ鱴খจ鱭鱉鲔鲑鲐鱥鱖鱇鲏ɺ鱑খ鱚鱔鱯鲐鱤鲆ܗత鱰ཱ鱩
鱭鱘鲒ʢ鱘鲑鲗ઐ༻ޠ鱬หผಛ EJTUJODUJWF�GFBUVSFT 鱭ݺ鱸鲃鱞ʣ鱑
গ鱯鱔鱯鲏ɺࣝ鱑鱜鱔鱯鲏鲃鱞ɻ鱥鱐鲎ࢠ鱮鲇鱤鱦鱴 C�EɺQ�R 鲗ࠞ
ಉ鱜鱤鲏ɺ̹ 鲉 J 鱳鲗鲑鱤鲏鱞鲐鱳鱬鱞ɻ

２. 小文字の高さがさまざまである
ɹେจ鱬鱴鱞鱾鱫 � ઢ鱳্ � ઢ鱰ॻ鱖鱵鲍鱉鱳鱰ର鱜鱫ɺখจ鱬鱴
จ鱰鲍鱨鱫ҎԼ鱳鲍鱋鱰ߴ鱚鱑ҟ鱯鲏鲃鱞ɻ

①上に長いもの（4線の上 3線に書くもの）

②下に突き出るもの（4線の下 3線に書くもの）

③上にも下にも出ないもの（4線の 2線と 3線の間に書くもの）

アルファベット編 第 2回

alphabets



04

　খจ鱳ܗ鱑鲔鱐鱨鱫鱉鱫鲇鱢鲑鲎鲗ਖ਼鱜鱔 � ઢ্鱰ॻ鱖鲐鱐鱮鱋
鱐鱴鲃鱤ผݩ鱳鱘鱭鱬ɺࢠ鱮鲇鱤鱦鱴ฏؾ鱬খจ鱳ߴ鱚鲗ؾ鱰鱜鱯
鱉鱬ҎԼ鱳鲍鱋鱰ॻ鱒鲃鱞ɻ

ɹɹɹɹɹɹɹɹ���よくある間違い     　　　　　 正しいもの

ɹ���� 鱐鲎鱴ެཱখֶߍ鱬ӳޠ鱑ڭՊ鱭鱯鲏鲃鱞鱑ɺ鱬鱒鲑鱵খ
จ鱳शಘ鱰鱴鲋鱨鱔鲏ɺ鱢鱜鱫鱜鱨鱐鲏ؒ鲗鱭鱨鱫ڭ鱍鱫鱇鱗鱤鱉
鱬鱞鱲ɻࢲ鱴鱥鱉鱤鱉খจ鱳֫ಘ鱰鱴େจ鱳 �ഒ鱳ؒ鱑鱐鱐鲐鱭
ಋ鱜鱫鱉鲃鱞ɻࢦ鱨鱫ɺࢥ
ɹӳޠ鲗ޠ鱭鱞鲐ࢠ鱮鲇鱤鱦鲗ର鱭鱜鱤ڀݚ鱬鱴ɺখֶߍ鱳ֶ
鱳鳢鱅鲿鲛鳫鲨ྗ鲗ࠨӈ鱞鲐鱳鱴ɺ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳ࣝ鱭Իӆࣝ
ྗ鱬鱇鲐鱭ใࠂ鱚鲑鱫鱉鲃鱞ɻࢲ鱑ߦ鱨鱤ຊਓࣇಐ鲗ର鱭鱜鱤ʑ
鱳ௐࠪ݁Ռ鱐鲎鲇ɺ鱢鱳鱘鱭鱑໌鱜鲃鱜鱤ɻ鲃鱤୯ޠ鱳鲱鳒鳣鱑ཧղ
鱬鱒鲐ྗ鱰鱴ɺେจ鲍鲏খจ鱳ࣝྗ鱑ڧ鱔ؔ鱜鱫鱉鲐鱘鱭鱑
鲔鱐鲏鲃鱜鱤ɻ֬鱐鱰௨ৗɺ୯ޠ鱴খจ鱬ॻ鱐鲑鱫鱉鲐鲔鱖鱬鱞鱐鲎ɺ
ೲಘ鱑鱉鱔݁Ռ鱬鱞ɻ
ɹ鱜鱐鱜ɺখจ鱳ཧղ鱴େจ鱳ཧղ鱰େ鱒鱔Өڹ鱚鲑鱫鱉鲃鱜
鱤ɻ鱩鲃鲏େจ鱑鲍鱔ཧղ鱬鱒鱫鱉鱤ࣇಐ鱴খจ鲇鱤鱔鱚鲘ཧղ鱜
鱫鱉鱤鱘鱭鱰鱯鲏鲃鱞ɻখจ鱴ઌ鲀鱮ड़鱾鱤鱐鲎शಘ鱰ؒ鱑鱐鱐
鲐鱤鲆ɺஸೡ鱰ࢦಋ鱞鲐鱘鱭鱑େࣄ鱬鱞鱑ɺ鲇鱦鲒鲘େจ鲇େ鱬鱞ɻ
ɹࢠ鱮鲇鱤鱦鱑鱇鲐ఔ鱳鲱鳌鱅鳁鱬ਖ਼֬鱰鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱑ࣝ鱬鱒ɺ
鱢鱜鱫ॻ鱖鲐鲍鱋鱰鱯鲐鲃鱬ɺؒ鲗鱐鱖鱫࣮֬鱰ࢦಋ鱞鲐鱘鱭鱑鱭鱫
鲇େ鱬鱞ɻ

アルファベット編 第 2回
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文字を練習しながら、
実は音も！

アルファベット編 第３回

ɹ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀ֶश鱬鱴ɺจʢʮ#ʯʣ鱭鱢鱳໊લʢʮ鳋鱅ʯ
 鲗ֶश
鱜鲃鱞ɻࢠ鱮鲇鱤鱦鱴ྫ鱍鱵ʮ%0(ʯ鲗ݟ鲐鱭ɺʮ鲿鲛鱅ɺ鲢鱅ɺ鲰鱅ʯ
鱭จ鱳໊લ鲗ݴ鱋鱘鱭鱴鱬鱒鲃鱞ɻ鱬鲇鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳໊લಡ鲄鲗
鱜鱫鱉鲐鱥鱖鱬鱴ɺʮ<EɔH>�鳁鲻鲨ʯ鱭ಡ鲅鱘鱭鱴鱬鱒鲃鱠鲘ɻ୯ޠ鲉จ
鲗ಡ鲅鱤鲆鱰鱴鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳จ鱳໊લ鱬鱴鱯鱔ɺԻ鲗ֶश鱜鱯鱖
鲑鱵鱯鲏鲃鱠鲘ɻӳޠ鲗ޠ鱰鱞鲐ࢠ鱮鲇鱤鱦鱳த鱬鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳
จ鲗鲍鱔鱨鱫鱉鲐ࢠ鱮鲇鱴ɺจ鱭ԻʢC 鱴 �C� 鱭鱉鱋Իʣ鱭鱳ؔ
鱪鱔鲍鱋鱰鱯鱨鱫鱉鲐鱭鱉鲔鲑鱫鱉鲃鱞ɻؾ鱰
ɹ鱩鲃鲏鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀ֶश鱬鱴ɺจ鱳ܗ鱭鱢鱳ݺ鱸ํʢ໊લʣ鲗ֶ
鱸鱯鱑鲎ɺ鱢鱳ݺ鱸ํ鱳த鱰鱇鲐จ鱳Ի鲗鲐鱘鱭鱑ɺ鱭鱫鲇େ鱯
鱳鱬鱞ɻେม鱥鱭ࢥ鲔鲑鲐鱐鲇鱜鲑鲃鱠鲘鱑ɺ࣮鱴ଟ鱔鱳鲚鳣鳍鲙鳑鲻
鳀จ鱳໊લ鱰鱴ɺ鱢鱳จ鱳Ի鱑ؚ鲃鲑鱫鱉鲐鱳鱬鱞ɻࢲ鱴ӳޠ鱳ֶ
शؒ鱑গ鱯鱉ࢠ鱮鲇鱤鱦鱰鱯鲘鱭鱐鱢鲑鱰ؾ鱪鱒ɺཧղ鱜鱫ཉ鱜鱉鱭
Ҋ鱜鲃鱜鱤ɻԻૉମૢߟ鱉ɺʮ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀Իૉମૢʯ鱭鱉鱋鲇鱳鲗ࢥ
鱭鱴鱳鳒鱅鲰鱰鱇鲐鲍鱋鱰鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳໊લ鱰ڞ௨鱞鲐Ի鱰
鱜鱫ɺ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳จ鲗鲨鳣鱅鳏鱖鱜ɺ鱢鲑鲎鲗ಈ࡞鱬ද鱞鲍
鱋鱰鱜鱤鲇鱳鱬鱞ɻ�

アルファベット編 第 3回

alphabets



※ アレン玉井 光江（2010）『小学校英語の教育法―理論と実践』大修館書店
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※アレン玉井（2010）P190-192 より

ɹৄ鱜鱔鱴鲚鳤鳫ۄҪʢ����ʣ鱳 1�������˞ɺ鲇鱜鱔鱴ຊॻ鱳1�����
鲗鱙ཡ鱔鱥鱚鱉ɻԻૉମૢ鱴鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳େจֶश鱑ऴ鲔鲐鱔鲎
鱉鱳ظ鱰ಋೖ鱜鲃鱞ɻ鱘鱳׆ಈ鲗௨鱜鱫ࢠ鱮鲇鱤鱦鱴গ鱜鱟鱩Ի鱭จ
鱪鱒ɺ鱢鱜鱫鱢鲑鲗ମಘ鱜鱫鱉鱒鲃鱞ɻ鱘鱳ྗ鱑ҭ鱩鱭ɺؾ鱰鱭鱳ؔ
จ鱭Ի鱭鱳ؔ鲗ڭ鱍鲐鳍鲡鳃鲻鲧鲱ࢦಋ鱰鲱鳘鱅鲲鱰ೖ鱨鱫鱉鱔鱘
鱭鱑鱬鱒鲃鱞ɻ
ɹ鱘鲑鲃鱬鱳鲫鳡鳘鱬ɺಋೖظ鱰鱏鱉鱫鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳ֶश鱑鱉鱐鱰
େ鱬鱇鲐鱐鲗ड़鱾鱫鱒鲃鱜鱤ɻӳޠ鲗鱒鱯鱥鱖鱬鱴鱯鱔ʮ鱍鲐ʯ
ֶशऀ鱰鱯鲐鱤鲆鱰鱴ɺԻޠݴ鲗ҭ鱫鱤鱳鱦鱰鳢鲷鳡鲯鱅ʢಡ鲄ॻ鱒ʣ
ྗ鲗鱰鱩鱖鲐鱘鱭鱑ෆՄܽ鱬鱞ɻ鱢鱳ୈҰา鱑鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳ֶ
श鱬鱞ɻؒ鲗鱐鱖鱫ஸೡ鱰ࢦಋ鲗鱜鱫鱉鱒鲃鱜鲌鱋ɻ

アルファベット編 第 3回

① /Iː/ 組
（イー組）

B=/b/·/Iː/　 C=/s/·/Iː/　 D=/d/·/Iː/　 E=/Iː/　 G=/dʒ/·/Iː/
P=/p/·/Iː/　 T=/t/·/Iː/　 V=/v/·/Iː/　 Z=/z/·/Iː/　

② /e/ 組
（エ組）

③ /eI/ 組
（エイ組）

④ /uː/ 組
（ウー組）

⑤ /aI/ 組
（アイ組）

⑥その他

F=/e/·/f/　 L=/e/·/l/　 M=/e/·/m/
N=/e/·/n/　 S=/e/·/s/　 X=/e/·/k/·/s/
A=/e/·/I/　 H=/eI/·/tʃ/　 J=/dʒ/·/eI/　 K=/k/·/eI/

Q=/k/·/j/·/uː/　 U=/j/·/uː/　 W=/d/·/ʌ/·/b/·/l/·/j/·/uː/

I=/aI/　 Y=/w/·/aI/

O=/ou/　 R=/r/
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音韻認識能力について
リーディングの基礎指導編 第１回

ɹ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀ฤ鱬鱴ɺ� ճ鱰鲔鱤鲏鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳ࢦಋ鱳େ鱚鱰
鱩鱉鱫ॻ鱒鲃鱜鱤ɻ鳢鱅鲿鲛鳫鲨鱳ࢦૅجಋฤ鱬鱴ɺ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳จ
ಋ鱑鲃鲐લ鱰ɺখࢦ鱬鱳鳢鱅鲿鲛鳫鲨ߍࣝ鱑ऴ鲔鱨鱤ஈ֊鱐鲎தֶ
鱬Կ鱑鱬鱒鲐鱳鱐鱰鱩鱉鱫ճ鱰鲔鱤鲏ॻ鱒鲃鱞ɻ鲃鱟�ճ鱴ɺ鳢鱅ߍֶ
鲿鲛鳫鲨ࢦಋ鱰ෆՄܽ鱬鱇鲐Իӆࣝྗ鱰鱩鱉鱫આ໌鱜鱤鱉鱭ࢥ鱉鲃鱞ɻ

１. 音韻（音素）認識能力って何？　
ɹޠݴ鱴鲃鱟鱴Ի鱰鲍鲏දݱ鱚鲑ɺ鱢鲑鱐鲎鱟鱉鱻鲘鲑鱫Ұ෦鱳ݴ
鱳શ鱫鱰ॻ鱒ޠݴ鱬鲇ੈքத鱳ࡏݱ鱑ൃୡ鱜鲃鱜鱤ɻޠݴ鱬ॻ鱒ஂूޠ
鱬ද鱞鱭鱒鱰鱯鲐鱳鱴ɺ鱑鱇鲐鲔鱖鱬鱴鱇鲏鲃鱠鲘ɻԻ鲗จޠݴ
鱮鱳鲍鱋鱯୯Ґ鱬Ի鲗۠鲏ɺจ鱰ରԠ鱚鱠鲐鱐鱭鱉鱋鱘鱭鱬鱞ɻྫ
鱍鱵ʮ鲀ɾ鲘ʯ鱭鱉鱋୯ޠ鲗̎鱩鱳Ի鱬۠鲐鱭ɺ鱘鱳鲍鱋鱰Ծ໊鱬ॻ
鱔鱘鱭鱑鱬鱒鲃鱞鱑ɺʮ鲀鲘ʯ鱭Իઅ鱬۠鲐鱭ʮຊʯ鱭̍鱩鱳鱬ද
鱞鱘鱭鱰鱯鲏鲃鱞ɻ鱚鲎鱰Ի鱳࠷鲇খ鱚鱯୯Ґ鱬鱇鲐Իૉ鱰ରԠ鱚鱠鲐
鱭ɺʮIPOʯ鱭̏鱩鱳จ鱰鱯鲏鲃鱞ɻ鱜ݴ༿鲗鱮鱳鲍鱋鱯Ի୯Ґ鱬
鱖鱫ɺจ鲗ରԠ鱚鱠鲐鱳鱐ɺޠݴ鱰鲍鱨鱫ҟ鱯鲏鲃鱞鱑ʢۼԔˍຊؒɺ
����
ɺ鱢鲑鲗ཧղ鱞鲐鱘鱭鱑จޠݴ鲗शಘ鱞鲐鱋鱍鱬େ鱯ྗ鱰鱯
鲏鲃鱞ɻ
ɹ鱩鲃鲏ॻ鱒ޠݴ鲗鱰鱩鱖鲐鱰鱴ɺ鱚鲑鱫鱉鲐ݴ༿鱳Իߏ鲗鲐
ྗ鱑ඞཁ鱰鱯鲏鲃鱞鱑ɺ鱘鱳ྗ鱳鱘鱭鲗Իӆࣝྗ鱭鱉鱉鲃鱞ɻྫ 鱍鱵ɺ
ຊޠ鱳جຊత鱯Ի鱳୯Ґ鱴鳚鱅鳡˞鱬鱞鱑ɺԾ໊鲗ֶ鱻લ鱰ʮ鲃鲏ʯ
鱴̎鱩鱳Ի鱬鱬鱒鱫鱉鱫ɺ࠷ॳ鱳Ի鱴ʮ鲃ʯɺޙ࠷鱳Ի鱴ʮ鲏ʯɺ鱯鱳鱬

reading

リーディングの基礎指導編 第１回
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※モーラ：音韻論上の単位。１子音音素と１短母音音素をあわせたものと等しい
　長さの音素結合。拍。（広辞苑）

参考文献

窪薗晴夫 , 本間猛（2002）『音節とモーラ』研究社出版

Snow, C. E., Burns, M. S. & Griffin, P. (1998). Preventing Reading Difficulties in 
Young Children, National Academy of Sciences-National Research Council 

リーディングの基礎指導編 第１回

鱜鲏鱭鲏鱴ʮ鲏ʯ鱐鲎鲃鲐୯ޠ鲗୳鱞ɻ鱢鱜鱫࠷ॳ鱳ʮ鲃ʯ鲗ʮ鱔ʯ
鱰ม鱍鲐鱭ʮ鱔鲏ʯ鱰鱯鲐鱭鱉鱋鲍鱋鱯ݴ༿鱳Իߏ鲗鱨鱫鱉鲐ඞཁ
鱑鱇鲏鲃鱞ɻQIPOPMPHJDBM�BXBSFOFTTʢԻӆࣝྗʣ鱭鱉鱋鱳鱴ݴ༿鱳
ҙຯ鱬鱴鱯鱔ɺ鱢鱳Ի鱳ߏ鱰鱩鱉鱫ཧղ鱬鱒鲐ྗ鱬鱞ɻ鲇鱜鲇ࢠ鱮鲇
鱑ʮ鲀鲏ʯ鱭鱉鱋ݴ༿鱳ҙຯ鲗鲎鱯鱉鱭鱜鱫鲇ɺ鱘鱳ݴ༿鱑ʮ鲃鲏ʯ
鱭ಉ鱝鲍鱋鱰̎鱩鱳Ի鱬鱬鱒鱫鱏鲏ɺ鱢鱜鱫࠷ॳ鱳Ի鲗ʮ鲃ʯ鱰ม鱍鲐
鱭ʮ鲃鲏ʯ鱰鱯鲐鱭ཧղ鱬鱒鲐ྗ鱑ඞཁ鱬鱞ɻӳޠ鱴ɺ̍鱩鱳จ鱰ج
ຊత鱰鱴̍鱩鱳Իૉ鱑ରԠ鱜鱫鱉鲃鱞ɻ鱜鱤鱑鱨鱫Իૉ鳤鳑鳣鱬鱳ಉ༷
鱳ྗʮԻૉࣝྗʯ鱑ඞཁ鱭鱯鲏鲃鱞ɻ

２．音韻（音素）認識とリーディングの関係
ɹԻӆʢԻૉʣࣝྗ鱭鳢鱅鲿鲛鳫鲨ྗ鱳ൃୡ鱰鱩鱉鱫ɺଟ鱔鱳ݚ
ࣝྗɺ鲃鱤鱴鳢鱅鲿鲛鳫鲨ྗޠ鱐鲎ԻӆʢԻૉʣࣝྗ鱴ɺ୯ڀ
鱳ൃୡ鲗࣮֬鱰༧ଌ鱞鲐鱭ใࠂ鱚鲑鱫鱉鲃鱞ʢ鲃鱭鲆鱭鱜鱫�4OPX�
#VSOT���(SJGpO����� 鱯鱮ʣɻ鱩鲃鲏ɺ୯ޠ鲉จ鲗ಡ鲄鲆鲐鱰鱴ɺ鲚
鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳จֶश鱭ಉ༷鱰ɺԻӆʢԻૉʣࣝྗ鲗ߴ鲆鲐鱘鱭
鱑ෆՄܽ鱭鱉鱋鱘鱭鱬鱞ɻ
ɹճ鱴ɺ鱘鱳େ鱯ԻӆʢԻૉʣࣝྗ鲗ҭ鱫鲐鱤鲆鱳׆ࣨڭಈ鲗
հ鱜鱤鱉鱭ࢥ鱉鲃鱞ɻ



音韻認識能力を高める
教室活動

リーディングの基礎指導編 第２回
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ɹલճ鱴গ鱜鱜鱐鱨鱤鱐鲇鱜鲑鲃鱠鲘鱑ɺԻӆʢԻૉʣࣝྗ鱰鱩
鱉鱫આ໌鱜鲃鱜鱤ɻࠓճ鱴ɺ鱘鱳େ鱯ྗ鲗ഓ鱋鱤鲆鱰ࢲ鱑ߦ鱨鱫鱉鲐
鱠鲐鱘鱭鲇ݟ鲗鱉鲃鱞ɻจࢥಈ鱳鱋鱦ɺओཁ鱯鲇鱳鲗հ鱜鱤鱉鱭׆
鱤鲃鱰鱇鲏鲃鱞鱑ɺجຊɺԻ鱥鱖鱬ߦ鱋׆ಈ鱬鱞ɻ

１. 消しゴムゲーム　
ɹ֎׆ޠࠃಈ鱬鲇鲍鱔ߦ鲔鲑鱫鱉鲐ʮLFZXPSEʯ鲪鱅鳘鱰鲉鲏ํ鱴ࣅ鱫
鱉鲃鱞ɻࣇಐ鱴鳒鲚鱰鱯鲏ɺฉ鱘鱍鱫鱔鲐୯ޠ鱳࠷ॳ鱳Ի鱑ඪ鱭鱜鱫
鱉鲐Ի鱬鱴鱯鱉鱭ɺফ鱜鲬鳘鲗औ鲐鱭鱉鱋鲇鱳鱬鱞ɻྫ鱍鱵ɺඪ鱳Ի
鲗 �C� 鱭鱜ɺࢦಋऀ鱴ʮCFBS�CPPL�CBTFCBMM�CBCZʯ鱯鱮鱭ݴ鱉鲃鱞ɻ
鱢鱜鱫ʮTLZʯ鱯鱮 �C� 鱬鲃鲎鱯鱉୯ޠ鲗ݴ鱋鱭ɺࣇಐ鱴ফ鱜鲬鳘鲗औ
鲏鲃鱞ɻ

２. High-Ten ゲーム
ɹԻӆࣝྗ鲗ߴ鲆鲐鱤鲆ɺࢲ鱴鳡鲜鳘ࣝ鲗ߴ鲆鲐׆ಈ鲗ੵۃత鱰
ಋೖ鱜鱫鱉鲃鱞ɻ鱘鱳׆ಈ鱬鱴ඪ鱰鱞鲐鳡鲜鳘ʢSJNF��୯ޠ鱳Իɺ鲇
鱜鱔鱴Ի鱭鱢鲑鱰ଓ鱔ࢠԻʢ܈ʣʣ鲗ܾ鲆鱫ɺ鱢鱋鱬鱯鱉鳡鲜鳘鱑ग़鱫
鱔鲐鱭ɺ鳒鲚鱬྆ख鲗্鱬߹鲔鱠鲐ɺ鱉鲔鲋鲐)JHI�5FO 鲗ߦ鱉鲃鱞ɻྫ
鱍鱵ɺඪ鱳鳡鲜鳘鲗 �BU�	�BU
 鱭ܾ鲆ɺࢦಋऀ鱴ʮDBU�NBU�IBU�SBU�
GBUʯ鱯鱮鱭ݴ鱉鲃鱞ɻ鱢鱜鱫ʮLJOHʯ鱯鱮ҟ鱯鲐鳡鲜鳘鲗ݴ鱋鱭ɺࣇಐ
鱴鳒鲚鱬)JHI�5FO 鲗鱜鲃鱞ɻ鱮鱳鳒鲚鱑Ұ൪ૣ鱔ख鲗߹鲔鱠鲎鲑鲐鱐鲗
鱉鲃鱞ɻڝ

reading

リーディングの基礎指導編 第２回
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参考文献

アレン玉井光江　(2003). Little Readers 1, 2. 小学館集英社プロダクション

アレン玉井光江　(2017). Little Readers 4. 小学館集英社プロダクション

リーディングの基礎指導編 第２回

３．Sound Tennis
ɹ鱘鲑鱴 ���� 鱐鲎༻鱚鲑鱫鱉鲐ެཱখֶߍୈֶ̒༻鱳ࡐڭ鱳த
鱬鲇ʮ4PVOET���-FUUFSTʯ鱳ओཁ׆ಈ鱭鱜鱫հ鱚鲑鱫鱉鲃鱞ɻʮফ鱜鲬鳘
鲪鱅鳘ʯಉ༷ɺ୯ޠ鱳ॳ಄Իʢ୯ޠ鱳࠷ॳ鱳ࢠԻʣ鱰ؾ鲗鱩鱖鲐鱘鱭鱬Ի
ૉࣝྗ鲗ߴ鲆鲍鱋鱭鱞鲐׆ಈ鱬鱞ɻ鲧鳡鲱鲗̎鱩鱰鱖鱫ɺඪ鱭鱞
鲐Ի鲗ܾ鲆ɺ鱢鱳Ի鱐鲎鲃鲐୯ޠ鲗ؒ鱰ݴ鱉߹鱋鱭鱉鱋鲪鱅鳘鱬鱞ɻ
鲑鱫鱒鱤鲎ʮஉ׳ಐશһʯ鱰鱜ɺࣇରࢲ鲑鲐鲃鱬鱴ɺʮ׳ಈ鱰׆ಐ鱑ࣇ鱴ࢲ
ʯɺ鲃鱤鱴ʮ̍ʙ̏൝ର̐ʙ̒൝ʯ鱯鱮ɺ鲧鳡鲱鲗ׂ̎鱜鲃鱞ɻࢠରঁࢠ
ྫ鱍鱵ɺඪ鱳Ի鲗 �N� 鱭ܾ鲆鱫ɺʮ鱢鲑鱬鱴鱢鲑鱣鲑̏ඵҎ鱬��N� 鱐
鲎鲃鲐୯ޠ鲗ݴ鱉鲃鱜鲌鱋ɻ̏ඵҎ鱬ݴ鱍鱯鱖鲑鱵ෛ鱖鱰鱯鲏鲃鱞ɻ
鲔鱐鱨鱤鲎鱢鱳鱬େ鱒鱯鱬ݴ鱨鱫鱔鱥鱚鱉ɻ鱤鱥鱜ಉ鱝ݴ༿鱴ݴ鱍鲃
鱠鲘ɻઌੜ鱐鲎鲆鲃鱞鱲ɻɹ.POLFZ������ ʜʢ鱭ࣗ鱑୯ޠ鲗ݴ鱋鱭
鱞鱕鲗鲣鲞鳫鳀鱜鲃鱞ʣʯ鱭鱉鱨鱤۩߹鱬鱞ɻ

４．ワークシート
ɹԻӆʢԻૉʣࣝྗ鲗ߴ鲆鲐鱤鲆鱰鱴ɺԼه鱳鲍鱋鱯鳧鱅鲧鲯鱅鳀鲇
༗ޮ鱬鱞ɻ	鲚鳤鳫ۄҪɺ���������
ɹ



フォニックスって何？
リーディングの基礎指導編 第３回reading
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ɹ���� ߦࢪ鱳৽ֶशࢦಋཁྖ鱰鱏鱉鱫ɺ̏ɺ̐ੜର鱳֎׆ޠࠃ
ಈ鱬鱴鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳จ鱳�l໊শ鱳ಡ鲄ํz�鲗ɺ鱢鱜鱫̑ɺ̒ੜର
鱳֎ޠࠃՊ鱬鱴�lจ鱑鱨鱫鱉鲐Իz�鲗ࢦಋ鱞鲐鱘鱭鱰鱯鲏鲃鱜鱤ʢখ
म鲤鲜鳁鳎鲻鲧ɺQ������ʣɻݚޠࠃ֎ಈɾ׆ޠࠃ֎ߍֶ
�ɹऀޙ鱳จ鱭鱢鱳Ի鱳ؔ鲗鲐鱘鱭鲗 BMQIBCFUJD�QSJODJQMF 鱭ݺ鱸ɺ
鱢鲑鲗ڭ鱍鲐ڭत๏鱳鱘鱭鲗鳍鲡鳃鲻鲧鲱鱭ݺ鱸鲃鱞ɻྫ鱍鱵鱘鱳ڭत๏
鱬鱴ɺ) 鲗ɺ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀ಡ鲄鱬鲠鲜鲹鱭ڭ鱍鲃鱞鱑ɺԻ鱭鱜鱫鱴�
�I�ɺʮ鳇ʯ鱭ࣅ鱤Ի鱬פ鱉鱭鱒鱰ख鱰ଉ鲗ਧ鱒鱐鱖鲐ײ鱝鱳Ի鱬ɺ)�I�
鱭鱉鱋จ鱭ɺ鱢鱳จ鱳Ի��I��鲗ҙࣝత鱰ڭ鱍鱫鱉鱒鲃鱞ɻ鳍鲡鳃鲻
鲧鲱鱰鱴鱚鲃鱛鲃鱯छྨ鱑鱇鲏ɺ鱢鱳දత鱯鲇鱳鱑鲯鳫鲳鲾鲛鲻鲧ɾ鳍鲡
鳃鲻鲧鲱ʢTZOUIFUJD�QIPOJDTʣ鱭ݺ鱵鲑ɺҰ鱩Ұ鱩鱳จ鱭鱢鲑鱰ରԠ鱞
鲐Ի鲗ڭ鱍ɺ鱢鱳ࣝ鱬୯ޠ鱑Իಡ鱬鱒鲐鲍鱋鱰ࢦಋ鱜鱫鱉鱒鲃鱞ɻ鱘鱳
	��ಋ鱰鲍鲏ɺ1ɾQ�鱴��Qࢦ 鳏 
ɺ*ɾJ�鱴��ɪ��	 鲜 
ɺ(ɾH鱴��ɡ��	 鲨 
鱭ֶश鱜ɺ
鱢鲑鲗鱇鲔鱠鱫�QJH��Qɪɡ��鱭୯ޠ鱑Իಡ鱬鱒鲐鲍鱋鱰鱯鲏鲃鱞ɻ
ɹӳݍޠ鱳ڀݚ鱬鱴鳍鲡鳃鲻鲧鲱鱑ޮՌత鱯鱳鱴ಡ鲄ࢦಋ鱳ॳظஈ֊鱬鱇
鲏ɺࢦಋ鱴鱢鱳ݶ鲏鱳鲇鱳鱬鱴鱯鱔ɺମܥత鱬鱇鲐鱘鱭鱑େ鱬鱇鲐鱭
ใࠂ鱚鲑鱫鱉鲃鱞ʢ&ISJ�����
ɻຊ鱬鳍鲡鳃鲻鲧鲱鲗ಋೖ鱞鲐߹鱴ɺ
৭ʑྀߟ鱜鱯鱖鲑鱵鱉鱖鱯鱉鱘鱭鱑鱇鲏鲃鱞鱑ɺத鱬鲇Լه鱳̎鱰鱴ಛ
鱰ؾ鲗鱩鱖鲐ඞཁ鱑鱇鲐鱭ࢥ鱉鲃鱞ɻ
(1) フォニックスを導入する前に、学習者が十分なアルファベットの知識
　（大文字・小文字）を持っていること。つまり文字とその名前に関する
　知識を持っていることが前提条件になります。
(2) フォニックスを指導する前に、学習者が話されている言葉の音構造を
　理解する力である、音韻認識・音素認識能力を十分に持っていることを
　確認します（リーディングの基礎指導編第1回を参照）。これもフォニッ
　クス指導の前提条件です。

リーディングの基礎指導編 第３回
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※一つ一つの文字と音との関係から単語を読んだり、書いたりするのではなく、
　つづり全体を覚えていく方式

参考文献

Ehri, L. (2006). Alphabetics instruction helps students learn to read. In Joshi, R. M & Aaron, 
P. G. (Eds.). Handbook of Orthgraphy and Literacy (pp649-677). New York,NY: Routledge. 

文部科学省 . (2017) 『小学校外国語活動・外国語研修ガイドブック』
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ɹલड़鱜鱤鲍鱋鱰鳍鲡鳃鲻鲧鲱鱴ମܥత鱰ɺ鲃鱤ܧଓత鱰࣮ࢪ鱚鲑鱯鱔鱫鱴鱉
鱖鲃鱠鲘ɻ鱢鲑鲗Մ鱰鱞鲐鲣鳢鲥鳝鳡鳘鲗։ൃ鱜ɺখֶߍ鱬鱴鱮鱘鲃鱬鲗ڭ
鱍鲐鱳鱐鲗ेۛຯ鱜ɺதֶߍ鱭࿈ܞ鱜鱫औ鲏鲘鱬鱉鱔ඞཁ鱑鱇鲏鲃鱞ɻ
ɹจ෦Պֶল鱑࡞鱜鱤ʰ)J�'SJFOET��1MVTʱ鲿鲰鲷鳣ࡐڭ鱰鱴ɺ৭鱳໊લ
鲗鱉ɺॳ಄Իʢ୯ޠ鱳࠷ॳ鱳Իʣ鱭鱢鱳จ鲗鱇鲔鱠鲐׆ಈ鱑鱇鲏鲃鱞ɻ
ྫ鱍鱵ɺ৭鱳鲚鲜鲫鳫鲗ԡ鱞鱭 SFE 鱳࠷ॳ鱳Ի S鱳จ鱑දࣔ鱚鲑鲐鲍鱋
鱰鱯鱨鱫鱉鲃鱞ɻ鲃鱤ɺʮؒ鱳ݴ༿鲗ू鲆鲍鱋ʯ鱭鱉鱋׆ಈ鱬鱴鲚鳣鳍鲙
鳑鲻鳀 �� จ鱑鱇鲏ɺ鱢鲑鱣鲑鱳จ鲗鲧鳢鲻鲧鱞鲐鱭鱢鱳Ի鱬鲃鲐୯
鱑ɺ鲃鱤̎ճ鲧鳢鲻鲧鱞鲐鱭鲱鳒鳣鲇ը໘鱰ग़鱫鱒鲃鱞ɻޠ
ɹ���� 鲍鲏鱚鲑鱫鱉鲐ֶߴର鱳ࡐڭʰ8F�$BO� �ɦ鱰鱴ɺh )J�
'SJFOET��1MVTʱ鱰鲇ऩ鱚鲑鱫鱉鲐鲰鳫鲨鳣鱭鱉鱋ࡐڭ鱑鱇鲏鲃鱞ɻ鱘鲑鱴
ྫ鱍鱵��C�Iː���C���CFəS���	 鳋鱅ɺ鳎ɺ鳑鲚 
 鱭Ի鱑ฉ鱘鱍ɺө૾鱬鱴จ�
#�C�鱭鲧鳖鱳ֆ鱑ग़鱫鱒鲃鱞ɻ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳จ鱳໊শಡ鲄ɺԻಡ鲄ɺ
鱢鱜鱫鱢鱳Ի鱑࠷ॳ鱰ؚ鲃鲑鱫鱉鲐୯ޠ鱑ɺ"ʙ ; 鱳 �� จɺ鱢鲑鱣鲑༻
ҙ鱚鲑鱫鱉鲃鱞ɻ̒ੜ鱰鱯鲐鱭ܧଓ鱜鱫ॳ಄Ի鲗鱨鱫จ鱭鱢鲑鱰ରԠ
鱞鲐ԻʢྫɿެԂ 	QBSL
 鱭鳌鲮ʢQJ[[Bʣ鱳ֆ鱭�Qʣ鲗෮श鱜ɺ鱢鱳จ鲗ॻ
鱔鱘鱭鱬จ鱭Ի鱭鱳ؔ鲗鲍鲏໌ࣔత鱰ֶश鱜鱫鱉鱒鲃鱞ɻ
ɹ鱘鱳鲍鱋鱯׆ಈ鲗ߦ鱨鱫鱉鱐鱯鱖鲑鱵ɺࢠ鱮鲇鱤鱦鱴�$"5 鲗��T�Iː���FJ����U�Iː�
鱭໊લಡ鲄鱴鱬鱒鱫鲇ɺ�L�U� 鱭ಡ鲅鱘鱭鱑鱬鱒鲃鱠鲘ɻDBU�શମ鲗Ի鱭鱇
鲔鱠鱫֮鱍鱫鱉鱔�XIPMF�XPSE�NFUIPE ํࣜ�˞鱬ଟ鱔鱳୯ޠ鲗֮鱍鱫鱉鱔鱰鱴
ஈ֊鱬鱜鱨鱐鲏ظ鱳鳢鱅鲿鲛鳫鲨鱳ॳޠք鱑鱇鲏鲃鱞ɻ鳍鲡鳃鲻鲧鲱鱴ӳݶ
ؒ鲗鱐鱖鱫࣮ࢪ鱞鲐ॏཁ鱯ڭत๏鱬鱞ɻ
ɹճ鱴ɺԻӆࣝྗ鱐鲎鳍鲡鳃鲻鲧鲱鱽Ҡ鲐׆ಈ鱭鱜鱫ɺԻૉମૢ鲗
հ鱜鲃鱞ɻ



音素体操 
～音韻認識能力からフォニックスへ移る活動～
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ɹࠓճհ鱞鲐鱳鱴ɺԻӆࣝྗ鲗ߴ鲆ɺจ鱭鱢鲑鱰ରԠ鱞鲐Ի鱰
鱩鱉鱫ֶश鱞鲐鳍鲡鳃鲻鲧鲱鱳࠷ॳ鱳ஈ֊鱬ߦ鱋鱭ޮՌత鱯׆ಈ鱬鱞ɻ
Լਤ鱳৭鱖鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳鲹鳛鱅鳀鲗ݟ鱫鱔鱥鱚鱉ɻ鱮鱳鲍鱋鱯ཧ
༝鱬ྨ鱚鲑鱫鱉鲐鱳鱐鲔鱐鲏鲃鱞鱐ʁ

ɹӳޠ鱳鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱴ܗ鱥鱖鱬鱯鱔໊લ鱰鲇鱢鱳ಛ鱑鱇鲏鲃鱞ɻ
鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀 �� จ鱳໊শ鱴鲀鱭鲘鱮鱑̍Իઅ鱬鱞ɻ鲃鱤ଟ鱔鱳จ
鱍鲐鱭ߟԻ鱭̍Ի鱳̎Իૉ鱬鱬鱒鱫鱉鲃鱞ɻ鱢鲑鲗ࢠ鱳໊લ鱴̍
鱳鲍鱋鱰̒鱩鱳鲨鳣鱅鳏鱰鱖鲐鱘鱭鱑鱬鱒鲃鱞ɻ

（1）　　/I ː /  グループ　名前の中に /I ː / が含まれている文字― B, C, D, E, G, P, T, V, Z
（2）　　/e/  グループ   名前の中に /e/ が含まれている文字 ― F, L, M, N, S, X
（3）　　/eɪ/  グループ  名前の中に /eɪ/ が含まれている文字 ― A, H, J, K
（4）　　/uː/  グループ  名前の中に /uː/ が含まれている文字 ― Q, U, W
（5）　　/aɪ/  グループ  名前の中に /aɪ/ が含まれている文字 ― I, Y
（6）　　ゼログループ　共通の音が含まれていない文字 ― O,R

ɹࢲ鱴鱘鲑鲎鱳鲨鳣鱅鳏鱳ڞ௨鱳Ի鱰鱳鳒鱅鲰鱰鱇鲐鲍鱋鱯ಈ࡞鲗鱩
鱖ɺ鱇鱭鱴 � Իૉ鲗̍鱩鱳खഥࢠ鱬ද鱞鲍鱋鱰鱜鲃鱜鱤ɻ鱢鱋鱞鲐鱭ࣇ
ಐ鱴ମ鲗ಈ鱐鱜鱯鱑鲎Իૉ鱭鱉鱋׳鲑鱯鱉Ի鱳୯Ґ鲗ײ鱝鲐鲍鱋鱰鱯鲏

reading

リーディングの基礎指導編 第４回
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鲃鱞ʢ鲜鳫鲷鱅鳅鲻鳀্鱰ߟಈը鱑鱇鲏鲃鱞ʣɻ

①共通の長母音 /I ː / は両手を広げます。
②共通の母音 /e/ は上下のこぶしを体の前で合わせます。
③共通の二重母音 /eɪ/ は両手を合わせ上から下へ動かします。
④共通の長母音 /uː/ は両手を合わせて前に出します。
⑤共通の長母音 /aɪ/ は両手を合わせて上にあげます。
⑥ゼログループの Oは両手で大きくＯと丸をつくります。Rはアメリカ手話の Rを模
して両手で右下図のような形をつくります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ɹӳݍޠ鱳ࢠ鱮鲇鱤鱦鱴ࣗવ鱰鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳໊લ鱐鲎鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳
Ի鱰ؾ鱪鱔鱭鱉鲔鲑鱫鱉鲃鱞ɻ鱘鱳׆ಈ鲗௨鱜鱫ࣇಐ鱴ɺ鲚鳣鳍鲙鳑鲻鳀鱳
໊લ鱰ؚ鲃鲑鱫鱉鲐จ鱳Ի鱰ؾ鱪鱒ɺ鱢鲑鲗ҙࣝ鱞鲐鲍鱋鱰鱯鲏鲃鱞ɻ
ɹ鱘鱳׆ಈ鱑े鱰ఆண鱜鱤鱇鱭ɺᶃ�I ː ��鲨鳣鱅鳏鱐鲎 �I ː ��鲗ɺ鲃鱤ᶄ�F�
鲨鳣鱅鳏鱐鲎鱴 �F� 鲗औ鱨鱫ൃԻ鱞鲐鲍鱋鱰ࣔࢦ鲗ग़鱜鲃鱞ɻ鱢鱋鱞鲐鱭ɺ
ʢC�D�E�H�Q�U�W�[ʣ鱭ʢG�M�N�O�T�Yʣ鱳จ鱰ର鱞鲐Ի鲗ֶश鱞鲐鱘鱭
鱰鱯鲏鲃鱞ɻᶅ�FJ�鲨鳣鱅鳏鱬鱴�+�鱭�,�鱰鱩鱉鱫鱴鱘鱳ํ๏鱑鱬鱒鲃鱞鱑ɺ
)�鱰鱴దԠ鱜鲃鱠鲘ɻಉ༷鱰ɺ2�3�8�:ɺ鲃鱤�$�L��鱭�(�ɡ��鱴Ի鱭จ
鱬鱋鱭Ұจ鱍鱯鱖鲑鱵鱉鱖鲃鱠鲘ɻ鱜鱐鱜ɺ鱘鱳ํ๏鲗ڭ鲗鱳ؔ
ද鱞ࢠԻ鱳̏鱳̎鱰鱩鱉鱫໊લ鱭Ի鲗ผ鱳鲇鱳鱭鱜鱫ڭ鱍鲐ඞཁ鱑鱯鱔
鱯鲏ɺԻૉࣝ鲇ਂ鲃鲏鲃鱞鱳鱬ɺࢲ鱴鳍鲡鳃鲻鲧鲱鱳ॏཁ鱯׆ಈ鱭鱜鱫
Ґஔ鱪鱖ɺ࣮ફ鱜鱫鱉鲃鱞ɻ

（アレン玉井、2010. p.190-192）



ɹࠓ鲃鱬鱘鱳鲫鳡鳘鱬鱴ॳظ鱳鳢鲷鳡鲯鱅ࢦಋ鱬ඞཁ鱯鱘鱭鱰鱩鱉鱫鲯
鳢鱅鲲鱬ॻ鱉鱫鱒鲃鱜鱤ɻࠓճ鱴鱘鱳鲫鳡鳘鱳ޙ࠷鱭鱜鱫鳢鲷鳡鲯鱅ࢦ
ಋ鱳ࡍ鱰ॏཁ鱯Իޠݴ鱳ൃୡ鱰鱩鱉鱫ߟ鱍鱫鲄鱤鱉鱭ࢥ鱉鲃鱞ɻ

１．母語でのリタラシーと音声言語の関係
ɹ֫ޠಘ鱳աఔ鲗ݟ鲐鱭ɺʮॻ鱒ݴ༿ʯ鲗鱰鱩鱖鲐鱤鲆鱰鱴ʮ鱜ݴ༿ʯ
鱑े鱰ൃୡ鱜鱫鱉鱯鱖鲑鱵鱉鱖鱯鱉鱘鱭鱑鲔鱐鲏鲃鱞ɻԻޠݴ鱑鳢
鲷鳡鲯鱅鱳鱰鱯鲐鱭ߟ鱍鲐ऀڀݚ鱴ଟ鱔ʢ4OPX�#VSOT���(SJGpO�
����ɺ3PTLPT�5BCPST���-FOIBSU�����
ɺबֶલ鱰֫ಘ鱞鲐Իޠݴ
鱑ޙ鱳鳢鲷鳡鲯鱅鱏鲍鱸ֶश鱳ޭ鱰େ鱒鱔Өڹ鱞鲐鱭ߟ鱍鱫鱉鲃鱞ɻ

２．第二言語におけるリタラシーと音声言語
ɹࢠ鱮鲇鱰ݶ鲎鱟ɺୈೋֶޠݴशऀ鱑鳢鲷鳡鲯鱅鲗֫ಘ鱞鲐鱭鱒鱳େ鱒
鱯น鱴ɺʮॻ鱒ݴ༿ʯ鱳鱭鱯鲐ʮ鱜ݴ༿ʯ鱑े鱰ൃୡ鱜鱫鱉鱯鱉
鱘鱭鱬鱞ɻࢲ鱤鱦鱴ӳޠ鱳Իޠݴ鱑े鱰ൃୡ鱜鱫鱉鱯鱉ঢ়ଶ鱬ӳޠ
鱳ಡ鲄ॻ鱒鱰ઓ鱜鱫鱉鲃鱞ɻ鱜鱐鱜ɺࢲ鱴֎ڭޠࠃҭ鱰鱏鱉鱫鲇Ի
鱨鱫鱉鲃鱞ɻྫ鱍ࢥಋ鱰ඞཁ鱬鱇鲐鱭ࢦ鲗ҭ鱫鲐鱘鱭鱑鳢鲷鳡鲯鱅ޠݴ
鱵ɺ鳍鲡鳃鲻鲧鲱ࢦಋ鱬ಘ鱤ྗ鱬ɺॻ鱐鲑鱫鱉鲐୯ޠ鲗ԻԽ鱬鱒鱫鲇ɺ
୯ޠʢ鱳Իʣ鲗鱨鱫鱉鱯鱖鲑鱵ཧղ鱬鱒鲃鱠鲘ɻಛ鱰ॳظஈ֊鱰鱏鱉
鱫鱴ɺԻ鱬ӳޠ鲗ཧղ鱜鱫鱉鲐ྗ鱑ಡղྗ鱰େ鱒鱯Өڹ鲗ٴ鲁鱞鱘鱭
鱑༧鱚鲑鲃鱞ɻ

書き言語と音声言語
リーディングの基礎指導編 第５回reading

15リーディングの基礎指導編 第５回



参考文献
Snow, C. E., Burns, M. S. & Griffin, P. (1998). Preventing Reading Difficulties in Young 
Children, National Academy of Sciences-National Research Council．

Roskos, K. A., Tabors, P. T., & Lenhart, L A. (2009) Oral Language and Early Literacy in 
Preschool: Talking, Reading, and Writing. International Reading Association.

ɹ鱢鲑鱬鱴ɺ鱘鲑鲎鱳Իޠݴ鱴鱮鱳鲍鱋鱯ঢ়گ鱬֫ಘ鱬鱒鲐鱳鱬鱜鲌
鱋鱐ʁɹࢲ鱤鱦鱴鱘鱳鲍鱋鱯Իྗޠݴ鲗ؒ鲉प鲏鱳େਓ鱤鱦鱭鱳ࣗ
વ鱯鲉鲏औ鲏鱳த鱬ɺҙຯ鱳鱇鲐จ຺鲗௨鱜鱫鱰鱩鱖鱫鱒鱤鱭ߟ鱍鲎
鲑鲃鱞ɻࢠ鱮鲇鱤鱦鱑ڵຯ鲗๊鱔鱳鱴ҙຯʢNFBOJOHʣ鱳ੈք鱬鱇鲏ɺ
鱐鲎鱞鲐鱭ɺ؍शಘ鱭鱉鱋ޠݴʢGPSNʣ鱳ੈք鱬鱴鱇鲏鲃鱠鲘ɻࣜܗ
鱮鲇鱤鱦鱑鱯鲐鱾鱔ࣗવ鱰ɺҙຯ鱳鱇鲐ࢠ鱬鱞鱑ɺڥ鱴ෆࣗવ鱯ࣨڭ
จ຺鱳த鱬ӳޠ鱰৮鲑鲐鱘鱭鱑鱬鱒鲐鲍鱋鱰鱞鲐鱘鱭鱑ॏཁ鱬鱞ɻ
鲔鱐鲏鲉鱞鱔鱞鲐鱤鲆鱰̍จ鳤鳑鳣鲉୯ޠ鳤鳑鳣鱬鱳ݴ༿鱵鱐鲏鲗ఏڙ
鱜鱫鱉鲐鱭ɺ鱢鱘鱰鱴ੜ鱒鱤จ຺鱴ଘࡏ鱠鱟ɺຊ鱳ҙຯ鱬鱳ޠݴशಘ
鱴鲆鱯鱉鱬鱜鲌鱋ɻ鲃鱤؆୯鱯鲸鲜鲚鳥鱅鲨鱳鲉鲏औ鲏鱬鱴ɺࢠ鱮鲇
鱴鱮鱳鲍鱋鱯จ຺鱳鲇鱭鱬ޠݴ鱑༻鱚鲑鱫鱉鲐鱳鱐૾鱞鲐鱳鱑鱜
鱔ɺඞવత鱯ݴ༿鱳鲉鲏औ鲏鲗ֶश鱞鲐鱘鱭鲇鱜鱉鱬鱜鲌鱋ɻ
ɹҎ্鱳鲍鱋鱯ཧ༝鱐鲎ɺࢲ鱴鲱鳀鱅鳢鱅鲾鳢鳫鲨鲉ֆຊ鲗ར༻鱜鱫ɺ
鱰鱞鲐鱘ޠݴ鱮鲇鱤鱦鱑૾ྗ鲗ಇ鱐鱠鱯鱑鲎鱯鲐鱾鱔ࣗવ鱯Իࢠ
鱭鱑鱬鱒鲐鲍鱋鱰ࢦಋ鱜鱫鱉鲃鱞ɻ鲱鳀鱅鳢鱅ੑ鲗鱨鱤౷త鱯Վ鲉
鲹鳛鳫鲼ɺ鲃鱤ֆຊ鱳ಡ鲄ฉ鱐鱠鲉鲱鳀鱅鳢鱅鲾鳢鳫鲨鱯鱮鲗ੵۃత鱰
औ鲏ೖ鲑鲎鲑鲐鱘鱭鲗鱏ק鲆鱜鲃鱞ɻ
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※この冊子は、ARCLE ホームページ（http://www.arcle.jp/）で
掲載の、「英語のつまずきはアルファベットから！？」（2014 年 8
月～11 月：全 3回）と、それに続く「小学校英語で行うリーディ
ングの基礎指導とは」（2017 年 10 月～ 12 月：全 5回）を再編集
したものです。
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