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フォニックス

シロマ・エイミー
令和元年JET外国語指
導助手の指導力等向
上研修
熊本県

シロマ・エイミー

２年間上天草市の

１・２年生（E-FRIENDS) の

と申します。

ALT先生です

担任です。

自己紹介

Phoneme （フォニーム）：弁別
をなす最小の音声単位であり
ます。

出ってくる表現の
説明

Minimal Pair （ミニマル・ペア）:
ある言葉において、語の意味
を弁別をする最小の単位であ
る音素の範囲を設定するため
に用ってであリマス。
IPA （国際音声記号）：あらゆ
る言語の音声を文字で表記す
べく、国際音声学会が定めた
音声記号であります。

英語の授業でフォニック
スを教えることは、なぜ
重要なのでしょうか？

第一部：フォニック
スの重要性

「フォニックス」
とは…

「英語を学ぶ初心者のため、文
字、文字グループ、特に発音の
仕方を学習したり単語を読んで
発音させたりする方法であ
る。」
ーメリアム・ウェブスター辞書
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1. 「読み」認知のプロゼス
(decoding)

生徒達の音素認知の能力を上げる

2. 「書く」認知のプロゼス
(encoding)

フォニックス
のため

つまり、文字列を音で区切ります。
文字と音を関連付けます。この能
力は「音素認知」と呼ばれます。

生徒たちを英語単語の発音、語彙に親しめること

フォニックス
を教える重要
な目標

生徒たちに英語の発音について困難さを克服させ
ること

生徒たちに英語で読む機会を与えること

「音素認知」能力を上がれば、英
語は生徒たちにわかりやすくにな
ります。

フォニックスを教える問題や懸念
ALT先生

JTE/HRT

• アクセント：色んな英語の
アクセントがあります。

• どのくらいフォニックスの
授業に時間をあてるのか

• 色んな学習法

• 英語を母語ではない方がど
う教えるか

• フォニックスの授業を楽し
くなる

生徒たちの英語能力を盛り立てること

フォニックスを教える
問題また懸念はなんで
しょうか？

• 難しい発音の練習方法

先ほど話し合ったフォニックス
指導の目標はどうでしたか？
生徒たちにはどの部分は役に立
つと思いますか？

第二部：模擬授業
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フォニックスを教えるに
あたって重要なこと
上天草市「EーFRIENDS」フォニックスの順序：
BLAMO KREST PGHFIN DJUV CQW XYZ
AR OW AY TH NG EE OY ER CH IR SH OO IGH OR
IE OA UE UR EER AW WH TH (SOUNDED) Y
(SOUNDED)

第三部：フォニックス
授業内容

01

02

03

明瞭に発音する

面白く、覚えやす
いジェスチャを使
う

恥ずかしがらせな
いようにする

フォニックスカード
このセットは全ての英語のフォニックス
を含まなければばりません。英語には４
４フォニックスがあります。
フォニックスカードの作り方：
1. カードの上にフォニックを書きます。
2. 代表的な画像を入れます。
3. 必要に応じて画像の下に単語を書き
ます。

学習方法

4. カードセットをラミネートします。
5. カードの裏にマグネットを貼ります。

復習

新しいフォニックスの学習

今まで学習したフォニックスを復習します。
1.

学習したフォニクスカードを黒板に貼ります。生徒たちは各カードのフォニク
スを読みます。

2. フォニクスの発音を練習します。
• 生徒たちが覚えていなかったら、フォニクスのジェスチャを使ってヒントを
あげます。
クラスによって能力は違うので、生徒たちのペースで学ばせることが重要です。
 上級クラスはもっと早く復習ができるが下級クラスはゆっくり復習をした方
がいい。

1.

フォニックスのアルファベットを学習します。

2.

フォニックスカードの画像を伝えて、生徒たちに画像の単語を教えさせ
ます。日本語の言葉しか覚えていなかったら、英語の言葉を教えます。

3.

ジェスチャを使って、はっきり聞こえる声でフォニックスの発音を教え
ます。

4.

生徒たちと一緒に何回も発音とジェスチャを練習します。

5.

もう一度フォニックスを全部練習します。

注意：フォニックスを発音している時。不要な音を加えないように注意し
てください。
•
•

“B” [b]: ◎
”B” バ：✖️
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読む練習

読む練習は生徒たちに英語で読むことの機会
です。
1. 今までの学者したフォニックスだけを使っ
て、簡単な英単語を黒板に書きます。
2. 言葉の中で一つずつのフォニックスをゆっ
くりはっきり言います。
3. だんだん早く話し、一つの言葉になるまで
リピートします。
4. ２−４くらいの同じような言葉をステップ１
から３まで繰り返します。
注意：この練習の目当ては生徒たちがフォ
ニックスを使って、絵単語を読んでみる機会
を与えることです。生徒たちは使っている言
葉また言葉の意味を覚えなくてもいいです。

ゲーム

第4部：活動とゲー
ム

欠けている音素や音節を補わせる

• 擬声語（動物の音）
• 神経衰弱
• ハエたたき
• 言葉木
• 言葉作り
• 音素を分かる
• かける音素また音節を補
わせる

• 言葉識別
• 同じか違う
• 英語文を読む練習
• フォニックスカルタ
• 早口言葉
• なまえゲーム

伝言ゲーム

バリエーション1

バリエーション２

1. 文字を抜け、言葉を言い
ます。

1. アルファードカードを準
備します。

2. 生徒たちは欠けている音
素を聞いてください。

2. 生徒たちに絵を見せます。

3. 小学校向けに、絵を使っ
て方がいいです。

3. 生徒たちはアルファベッ
トカードを選んで、発音
します。

擬声語：動物の鳴き声（小３年ー６年）
• 言葉また文を考えます。
• 他の生徒たちを聞かずに最初の生徒たちの耳に
言葉・文をささやきます。言葉・文を繰り返す
のは禁止です。

• 英語で独自の鳴き声がある動物（また、ものとか動詞）は絵のカー
ドを準備します。

• 聞かずに、最初の生徒たちは聞いた言葉・文は
となりの生徒の耳にささやきます。言葉・文を
繰り返すのは禁止です。

• ALT先生は鳴き声をします。生徒たちとJTEはALT先生の後で繰り返しま
す。これで、生徒たちとJTEも自分で鳴き声を練習します。英語の擬
声語は日本語の擬声語は違うから練習のことは大切なんです。

• これを繰り返して、最後の生徒は聞いた言葉・
文を大き声で言うてます。

• Woof, meow, moo, など.

• ゲームを始まる前に、動物の名前とかを練習する方がいいです。

• 元の言葉・文を言ってください。元の言葉
・文最後の言葉・文を比べよう。
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なまえゲーム

言葉木（中学校）
• ミニマル・ペア木を作って、聞いた言葉を最後までを見って行って、
どの数を着きましたか？
BAT
PASS
RAN

RUN

1

2

難しい名前（違う書き方）を遣い方がいい。

BAN
PATH

英語の名前（名と姓）リストを準備します。
名前は英語の代表的な名前です。

START

SLAP

 StephenとSteven
 AmyとAimee
 HaileyとHaylee

SLAM

LAP

LIP

CAT

CAR

3

4

5

6

MET

MUT

7

8

韻の踏む語を発話させるゲーム（高校 ）

もっとゲームイデアが欲しい方：

• グループを作る。
• 例をあげる。その例には生徒たちが英語で韻の言葉を言う。
• 英語の韻の踏む言葉は同じ音で終わる語です。

• 誰か一番多いのリスト（言葉は本物と正しい）はチャンピオンです。
例:
「DAY」と同じ音で終わる語：

• 「TOFUGU」と言うサイト（英語だけ）はALT向けに
イデアがあります。
• https://www.tofugu.com/japan/jet-program-teaching-resources/

• 2018年のJET外国語指導助手の指導力等向上研修の
パワーポイント。（英語と日本語があります！)
• http://kumamotojet.com/shin/index.php/sdc/

 Say, way, hey, today..

「EGG」と同じ音で終わる語：
 Leg, dig, big, gig, pig …

自分の授業で、どう
やってフォニックスを
入ってますか？

SOURCES & SPECIAL THANKS
• Special thanks to Nora
• 2018 SDC Keynote Speaker for the very informative presentation
(accessible on kumamotojet!)
• 日本語版：WIKIPEDIA.JP（表現の説明）
Resources
• http://jetprogramme.org/wp-content/MAINPAGE/current/publications/altcirseahandbook/7all.pdf
• https://www.tefl.net/elt/ideas/pronunciation/the-name-game/
• https://www.tofugu.com/japan/jet-program-teaching-resources/
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前の紙にメールを書
いてください！SDC
の後でメールします。
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