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「あたま」だけ鍛える教育に 

なっていませんか？ 

あたま 
 
 
 
 
 
 
 
 

こころ 
 
 
 
 
 
 
 
 

形式 使用 

意味 

•なぜ “gentlemen and 
ladies” はしっくりこない? 

•なぜ “a such girl” 文法的に
正しくない? 

 

ディスカッション① 

 

現状 

小学 5 - 6 

大きな壁 

中学 1 - 3 

The Gap 

•「あたま」中心 

•中学レベルの文法・語彙指導 

•不適切な識字能力トレーニング 
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小学 5 - 6 

中学 1 - 3 

小学 5 – 6 
教科 

新しい教科 

•「からだ」・「こころ」を重視 

•文脈に依存した英語使用 

•話し言葉中心 

•識字能力トレーニングに制限 

文科省作成教科書「We Can!」 

・Small Talk 
    ５年次  →  教師と児童 
    ６年次  →  児童間 
 
・書く＝視写する・書き写す 
・読む＝トップ・ダウン型、要旨 
    把握 

 

 

中１の７月 

 

問題と解決 

のヒント 

ディスカッション② 

•小学校では音声指導が重
視されます。小学校にお
ける音声指導とはどのよ
うなものですか？ 
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「読む」認知プロセス（decoding） 

①単語を「見る」 

②文字列を音で区切る 

③文字と音を関連付ける 

④文字列全体の音を認識する 

⑤単語として音声化する 

「読む」認知プロセス 

phone 

 

    ph        o        ne 

    /f/      /oʊ/     /n/ 

 
/foʊn/ 

 

「読む」認知プロセス 

tone 

 

      t       o     ne 

     /t/    /oʊ/    /n/ 

/toʊn/ 

「音素」＝phoneme 

ph      o      ne 

/f/    /oʊ/   /n/ 

 

 t        o      ne 

/t/    /oʊ/   /n/ 

 

 

意味を変える 
音の最小単位 

「書く」認知的プロセス（encoding） 

①文字と音の関係が分かる 

②文字列を音で区切る 

③音と文字を関連付ける 

④文字の書き方とルールを思い出す 

⑤文字を組み合わせルールに従って  

  書く 

音素認識 

・文字列を音で区切る 

・文字と音を関連付ける 

Phonemic Awareness 
音素認識 
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音素認識に関わる研究成果 

発達障害をもった子供のケース 

 

“gog” for “dog” 

“unny” for “bunny” 

音素認識に関わる研究成果 

３歳前後 

 

“tootie” for “cookie” 

“joor” for “door” 

“pick” for “pig” 

“doze” for “nose” 

音素認識に関わる研究成果 

４歳前後 

 

“ships” for “chips” 

“nana” for “banana” 

 

音素認識に関わる研究成果 

５歳前後 

 

“tu” for “shoe” 

“fit” for “fish” 

“pane” for “plane” 

 

 

音素認識に関わる研究成果 

6歳前後 

 

“wabbit” for “rabbit” 

“pie” for “tie” 

“gomb” for “comb” 

 

 

音素認識に関わる研究成果 

７歳以降 

 

“bu-lue” for “blue” 
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音素認識を高める指導 

音素を分けるタスク 

 

 

 

 

                 指さしながら発音させる 

音素認識を高める指導 

音素を分けるタスク 

 

 

 

 

                 指さしながら発音させる 

音素認識を高める指導 

音節や音素を意識させるタスク 

 

“mouth”に /s/ の音入ってる？ 

“carpet”の最初の音は？ 

“top”の最後の音は？ 

“cat”の真ん中の音は？ 

音素認識を高める指導 

欠けている音素や音節を補わせるタ
スク 

 

/ æt / 

音素認識を高める指導 

欠けている音素や音節を補わせるタ
スク 

 

/ bɔː / 

 

音素認識を高める指導 

欠けている音素や音節を補わせるタ
スク 

 

/ pæ /  
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音素認識を高める指導 

欠けている音素や音節を補わせるタ
スク 

 

/ bʌ́tər_laɪ /  

音素認識を高める指導 

韻を踏む語を発話させるタスク 

 

“day”と同じ音で終わる語は？ 

    say, way, hey, today, etc. 

“egg”と同じ音で終わる語は？ 

    leg, dig, big, gig, pig, etc. 

音素認識を高める指導 

音素や音節を合成させるタスク 

 

/ st /  / éɪ /  / ʃ /  / ə /  / n / 

 

駅のカードを選ばせ発音させる 

音素認識を高める指導 

音素や音節を合成させるタスク 

 

/ sk /  / úː /  / l / 

 

学校のカードを選ばせ発音させる 

    

 Yes/No疑問文はなぜ上昇？ 

 

 WH疑問文はなぜ下降？ 

ディスカッション③ 

(a)Would you like some    

 coffee, tea, or milk? 

 

(b) You didn’t study last  

   night, did you? 

ディスカッション④ 
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どんな状況・場面で次の文を使
いますか？使い分けの違いは？ 

 

(a) Do you drink? 

(b) Don’t you drink? 

ディスカッション⑤ 

(a) John died, happily. 

  

(b) John died happily. 

 

(c) He can speak English, naturally.  

 

(d) He can speak English naturally. 

ディスカッション⑥ 

イントネーション 

 

Tom went to school with Nancy by bus yesterday. 

Q1: Who? 

Q2: Where? 

Q3: With whom? 

Q4: How? 

Q5: When? 

・内容語と機能語の分類 
 内容語＝名詞，動詞，形
容詞，副詞，ＷＨ疑問詞，   
   否定語（not, never, etc.） 

ディスカッション⑦ 

•「文法」とは何です
か？「文法」を教える
必要はありますか？な
ぜですか？ 

 文脈の中で、教師が英語を使用

文脈の中で、英語を聴きとらせ 

 文脈の中で、推測させる 

 ↓ 

 文脈の中で、英語を使わせる 

  

Tom stopped to take pictures. 

 

Tom stopped taking pictures. 
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Tom stopped to smoke. 

 

Tom stopped smoking. 

次の文はどのように指導で
きますか？ 

 

   Isn’t she beautiful? 

ディスカッション⑧ 

 

「こころ」を教育せずに 

「あたま」を教育する行為は 

断じて教育ではない。 

 

アリストテレス 


