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要旨 

誰でも一度は「英語が通じない」という体験をしたことがあるだろう。海外旅行などでレストラ

ンやお店で，単語で注文をしても通じないということがある。その単語が「コーヒー」「バニラア

イスクリーム」「ウォーター」というように日本国内でも誰でもが知っている英語であるのにもか

かわらず，なぜか通じないことが多い。筆者はイギリスの小学校で英語を母国語としない子どもた

ちに英語を指導しており，イギリスに住む日本人の子どもたちに対しても 10 年以上の指導経験を

持つが，子どもたちは英語のシャワーを浴びていても，実際には日本語にない音を正しく発音した

り，聞いたりすることが難しいのである。その理由として，日本語と英語の音の違いがある。英語

らしく発音していても通じない理由を，まずは日本語と英語の音という観点から違いを述べる。 

現在，日本の英語教育では中学校で初めて目にする単語を暗記して単語を覚えていくことが主流

である。しかし，日本人にとって a と u，r と l などの音の判別は難しく，ライトと言うと right な
のか light なのかわからずに単語を覚えられなかったり，また，ローマ字と英語の違いが分からず

単語を正しく覚えられなかったりする問題も提起されている（久野，2014）。我々が小学校で国語

を学ぶ際，まずは文字と音の一対一対応でひらがなを学習するのに，なぜか英語の文字を習得する

際には文字の音について学習しないのかという点を疑問に感じる。そこで，ひらがなを学習するよ

うに英語の文字と音を学ぶフォニックスを日本での英語教育に取り入れたら，子どもたちは単語を

自分の力で読み書きができるようになるのではないかと予想することができる。 

フォニックスとは，英語の文字と綴りの規則についての指導法であるが，現在，日本で指導され

ているフォニックスは，ある程度子どもが英単語と発音を知っていることが前提となっている。し

かし，英国をはじめとする国では，英語の文字と音を知らない子どもたちでも習得できるシンセテ

ィック・フォニックスで指導され始めている。英語を母国語としない子どもにもこのシンセティッ

ク・フォニックスは有効であるが（Stuart, 1999），特に多感覚を用いた「ジョリーフォニックス」

は特別な支援を必要とする子どもにもやさしいプログラムであり，ディスレクシアやアスペルガー

症候群など発達障害を持つ特別な支援を必要とする日本人の子どもにも有効であることを具体的に

紹介する。 

1．日本語と英語の音の違い 

1.1 子音と母音 

「クリスマス」と英語話者に言っても，大抵は通じない。逆に英語で Christmas と聞いても，日

本人にははっきりとクリスマスと言っているようには聞こえない。その違いを，子音と母音に分け

て考えてみる。まず，ローマ字でクリスマスと書くと kurisumasu となり，これを英語の

Christmas と比較してみる。 



 

 

表 1  日本語と英語における子音と母音の比較 

 kurisumasu Christmas 

子音 k，r，s，m，s の 5 個 ch，r，st，m，s の 5 個 
（ch，st とも 2 文字で 1
音） 

母音 u，i，u，a，u の 5 個 i，a の 2 個 

表 1 から，日本語と英語の子音の数は同じであるが，母音の数が圧倒的に違うことがわかる。日

本語では子音と母音が結合して一つの「音」を出すのに対して，英語では ch，s という子音だけで

も一つの音として成り立つ。これは，日本語の音の単位は「mora（拍）」と呼ばれるもので，日本

人が日常の言語活動を考えるうえでの最小の音声上の単位であり (小川，1982)，日本語はほとん

どが子音と母音を組み合わせて形成されている言語であるのに対して，英語は「phoneme（音

素）」と呼ばれる言語上これ以上小さい単位にすることができない音を基盤にした言語であるから

だ。 

日本人が英語を聞いたときに，dog をドッグ（doggu），stop をストップ（sutoppu）と発音す

る。これはローマ字で表記すると子音の後ろに母音を加えているということに気が付くであろう。

日本人にとって，モーラの音の構成と一致しない VC の末尾音や連続した子音（consonant 
blends）を聞き取ることが難しいと湯澤ら（2007）も説明しているように、日本語話者は g や s，
t，p などの子音だけの音の識別が難しく，子音で音を終わらせるというのは不安定に感じるため，

自然と母音をつけてしまうことが原因である。日本語と英語の音の違いの一つはこの「母音の数」

にある。また，吉田らも彼らの経験上，英語の音素習得が不十分であったり，英語の音節を日本語

と同じ感覚で等間隔（モーラ的）に発音したりするものが大学生の中でも少なくないと指摘してい

る（2015）。 

1.2 音の数と音の捉え方 

では，子音に母音をつけなければ，日本人が英語の発音を正しくできるのかを考察する。まず，

日本語と英語の音の数を比較してみる。ただし，日本語では子音のみで存在する言語ではないた

め，音の数・子音の数に関しては日本語の「カ行」，「サ行」，・・をそれぞれ 1 つずつの子音とみな

す。 

表 2  日本語と英語の音の比較 

 日本語 英語 

音の数 30 個 42+個 

母音の数 ア，イ，ウ，エ，オの 5 個 a，e，i，o，u，ai，ee，ie, oa, 
ue, oo,（長）oo, or, ou, oi, er, 
ar, air, ure など 19 個前後* 

子音の数 25 個 25＋個 



 

 

*英語の母音に関しては，国や地域などの方言によっても音が変わってくるため，正確な数はわ

からず，ここでは 19 個前後とみなす。 

日本語と英語の子音の数はあまり変わらないが，母音の数ははるかに英語の方が多い。英語には

a，e，i，o，u という短母音以外にも ai，oa，ee という長母音（短母音に比べて音が比較的長目で

あるが，短母音も長母音も日本語の一拍より長さは短い）が存在するためである。筆者の経験上，

先述の「子音に母音をつける」点と同様に，日本人にとってこの長母音を認識することもまた難し

いと感じている。 

/ai/ という音は便宜上カタカナで表記すると /エィ/ となり，英語では一拍にもならない長さで

ある。しかし，日本人にはこの音は /エイ/ または /エー/ と認識され，/エ/ と /イ/ の母音 2 音ま

たは /エ/ と /ー/ の長音として認識され，この長さは 2 拍ととらえられる。 

また，/oa/ は実際には英語で /オゥ/ という 1 母音であるが，日本人にとってこの音は /オー/ と
いう長音に聞こえ，そう発音してしまう。その例として，soap，road が挙げられる。これらはカ

タカナでソープ，ロードと表記されるが，実際には /s-オゥ-p/，/r-オゥ-d/ と発音される。 

なぜ /オゥ/ という音が「オー」と発音されるかと言うと，日本語の音の規則があるためであ

る。例えば「おとうさん」の発音は「おとおさん」であるが，ローマ字での表記をひらがなに忠実

に行えば otousan となる。下線部 ou というように母音が 2 つ続く場合は，最初の母音の音を伸ば

して，2 つ目の母音は発音しないというのがその規則である。このルールに則って /オゥ/ という

音を聞くと，無意識に「オー」と聞き取ってしまうことになり，結果として通じない英語になって

しまうこともある。この現象は他の長母音でも見られる。筆者が日本人の子どもや大人に英語を指

導していてわかったことは，日本人には soap，mail など長母音を含む単語を正しく発音するため

には，この単語をただおうむ返しのように繰り返し言えばよいというわけではなく，oa，ai という

長母音だけをきちんと正確に発音する練習をしなければ，これらの音を oa，ai として聞き取るこ

とも発音することも難しく，単語として発した時にはカタカナ英語のままになってしまうというこ

とである。 

また，長母音だけでなく，子音に関しても同じことがいえる。英語を聞いていれば自然とその発

音をすることができるようになると言われるが，ごく一部の耳の良い人を除いた多くの人の場合

は，単語を丸ごと繰り返し言うのではなく，一つ一つの音を正しく聞き取り，発音する練習を繰り

返さないと，英語の音を正しく発音することができるようにはならない。例えば，th，f，v，l な
ど日本語にない唇を噛む音や舌を使って出す音は，ほとんどの子どもたちは「似た」音は出せるよ

うになるが，実際に舌を出す・唇を噛むなどの動きを見て真似なければ，その音を出すことはほと

んどできるようにならない。そのため，this という発音は dis，vest は best の音になってしまうの

である。また，これらは一つ一つ丁寧に指導していかなければ，習得することすらも難しい。 

逆のことも言える。筆者は英語話者に日本語を指導しているが，英語にない音を発音させるため

には，一つ一つの音を口の形を見せ，同時に音を聞かせ，しっかりと日本語の音を練習させなけれ

ば，正しく通じる日本語の音になっていかないことを経験上感じている。先述したように，日本人

にとって英語の長母音が聞き取りにくいことと同じように，英語話者にとっては日本語の拗音（き

ゃ，しゅ，ぴょなど）や長音（おじいさん，おかあさんなど）は英語話者には発音することが難し

い。そのため，「びょういん」と「びよういん」の区別がつかなかったり，「おじさん」と「おじい

さん」の違いも分からなかったりするのである。その例として，「東京」は「トーキョー」とは発



 

 

音できず「トゥキオゥ」のように，「ー」の代わりに /オゥ/，「きょ」の代わりに /キォ/ の音，つ

まり英語にある音を使って表現してしまうのである。 

1.3 日本人にとって「音」を学ぶこと 

そこで，英語を学ぶ日本人の子どもたちにとって，英語の音を一つずつ正しく習得することも英

語を学習する過程で大切な要素の一つになるのではないかと考えた。 

筆者がイギリスで日本語を教える際，基本的なフレーズを教えることと並行して，同時期にひら

がなを指導している。一つの文字に一つの音があるひらがなを学ぶことによって，日本語の音を正

しく発声する勉強にもなる。いつまでもローマ字を振った日本語に頼っていると，いつまで経って

も英語訛りから抜けられない日本語になったり，その振られたローマ字を英語読みで読んだりし

て，結局は通じない日本語になってしまうのである（ohayou gozaimasu はオヘィユ ゴゼイメィス

と読んでしまう）。この逆のことが英語を学ぶ日本人にも言えるのである。カタカナで表記された

外来語をそのまま発音してしまったり，英語の綴りをそのままローマ字読みで読んでしまったりし

て，理解してもらうことができないこともたくさんある。 

英語話者にひらがなを指導することによって，発音から英語訛りが抜け，自分の力で文字を読む

ことができるようになり，より日本語が身近なものに感じたり，自分で読める喜びを感じたりする

学習者をたくさん見てきて，これは，同じように英語を学ぶ日本人にも言えることなのではないか

と感じるようになった。日本人が英語を学ぶ際，小学校でひらがなを学ぶように，英語も文字と音

の関係を一つ一つ正しく学ぶことによって，正しい音を習得できるようになり，また簡単な英語も

読み書きができるようになるのではないだろうか。もちろん，英語を話すにはリズムやアクセント

なども大切な要素であり，それと同時に英語の音の一番小さい単位「音素」を英語学習の早い段階

で意識して取り入れることによって，発音する力と聞き取る力が養われるのではないかと考える。 

英国の小学校で 4，5 歳児が文字と音を習得する「シンセティック・フォニックス」の授業を指

導しているが，これが日本における「ひらがな」指導と非常に似た教授法であると感じた。シンセ

ティック・フォニックスは，日本の小学校でのひらがな指導と同じように，一つの文字に一つの音

があることを指導し，子どもたちが自分の力で初めて見る単語でも読み書きできるようになる力を

つける指導法であり，世界的に見ても 2000 年代に入ってから注目されてきている。 

現在の日本の中学校では，生徒たちは新しい英単語を「暗記」していくことを求められており，

中には暗記が苦手で取り残されてしまう生徒もいるであろう。英単語を暗記に頼るということは，

ひらがなを習得しないで国語の教科書を読ませることと同じことではないだろうか。英国内でも英

単語は丸暗記に頼っており，暗記が苦手な子どもたちが置き去りにされ，その結果、国語力の低下

が原因で若者の失業率にも影響が出るなどの問題があり，シンセティック・フォニックスがその解

決と明示された（Hodgson. et al, 2013）。2007 年以降，英語を母国語とし，英語環境にいる英国

人の子どもたちも，シンセティック・フォニックスによって文字と音を正しく学ぶことが推奨され

る（DfES, 2007）。これによって，子どもたちは正しく英語の音を習得するだけでなく，初めて見

る単語も自分の力で読んだり，聞いた単語を書き取ったりする力が付くのである。このシンセティ

ック・フォニックスが浸透するまでに英国内でも長い年月が費やされた。そこで，次章では英国内

における読み書きの変遷について簡単に触れ，シンセティック・フォニックスについて詳しく説明

する。 



 

 

2．英国における読み書き指導の変遷 

英国をはじめとする英語圏の諸国では，読み書きの教授法として過去 50 年以上にわたって様々

な方法が取られてきた。その教授法は大きく Whole-word Method と Phonics Method と分類する

ことができる。 

2.1 Whole-word Method 

1970 年代までは Look-and-say approach（ルック・アンド・セイ）が主流であった。これは，

文字通り，単語を「見て，言う」方法，つまり単語を丸ごと覚える方法のことである。子どもたち

はフラッシュカードなどで単語を繰り返し見ては言ったり，頻出単語が何度も繰り返し登場する本

を読んだりすることで単語を覚えていく。この方法は単語を暗記できる子どもには適した方法であ

るが，年齢が上がるにつれ学習する単語の綴りが複雑になると覚えきれない，また初期の段階であ

っても単語を覚えることができない子どもには進歩が見られないなどの問題が生じた。 

そこで，70 年代以降には Whole-language approach（ホール・ランゲージ）が台頭することに

なった。Whole-language approach では単語は単独で存在するものでなく，必ず文章の文脈中に登

場するものであるとし，文章を読んでいく上で読めない単語が出てきた場合は文脈や絵を見ること

によってその単語を予測・推測して読んでいくように指導する方法である。 

Whole-language approach も Look-and-say approach 同様，単語を暗記する方法で，両教授法

を「単語を丸ごととらえる」という意味の Whole-word Method と呼ぶ。1980 年代後半ごろから英

語の読みの到達基準に対する懸念の声が上がり始め，1989 年に英国では初めて National 
Curriculum（ナショナル カリキュラム：公立学校の児童生徒が一定の年齢で達すべき目標を定

めたもの）が制定された。Cox Report（1989）によると，生徒たちが新出単語を読む際，絵，フ

ォニックス，文脈，文字の形や文を区切って読むように指導することが推奨されるようになった。

ここで「フォニックス」が読みを助ける一技能として紹介された。 

2.2 Phonics Method 

Whole-word method が単語を一つのかたまりとしてとらえる方法に対して，Phonics Method
（フォニックス法）は，文字の最小単位である文字とその音の関係を指導する教授法である。 

フォニックスを指導する目的は，子どもたちが初見の単語を自分の力で decode（ディコード，解

読）できるようになることである。そのために，まずは一つの文字に一つの音が対応することを指

導し，Alphabetic code（アルファべティックコード）を習得させることにある。 

フォニックスは 
・Analytic Phonics（アナリティック・フォニックス） 
・Synthetic Phonics（シンセティック・フォニックス） 
の 2 つに大きく分類される。 

2.2.1 Analytic Phonics アナリティック・フォニックス 



 

 

アナリティック・フォニックスは様々な教え方や定義がある。ここでは，一般的なアナリティッ

ク・フォニックスと呼ばれる，単語の最初にくる文字をいくつかの単語から切り取って音を確認し

ていく方法について指導法とその問題点を挙げる。 

例えば，教師は [b] という文字と /b/ という音の関係を児童に指導する際，まず，児童に bus，
bike，bed，book などいくつか [b] で始まる単語を挙げさせ，これらの単語を黒板に書いていく。

次に，これらの単語の最初の文字を指しながら [b] という文字はすべて /b/ と読むことを確認

し，[b] という文字を単語の最初で見た時は /b/ と発音するように伝える。基本的には 1 週間に 1
文字ずつしか文字と音の関係を指導しないため，翌週は，[c] という文字と /c/ という音を同じよ

うに，cat，car，cot などの単語の最初にある単語を挙げて，[c] は /c/ と発音することを指導す

る。同様に d，f，g・・・z まで順に指導を行う。その後，今度は lip，tap，hop など [p] という

文字が最後にきても /p/ と発音することを，同様に b，c，d・・・と順に指導していく。そして，

次には bag，hat，can というように [a] という文字が真ん中に来た時も /a/ と発音することを指

導していく。この方法で，1 年かけてようやくアルファベット 26 文字が終了する。 

英語では 1 文字で 1 音とは限らない。chick，church，child の最初にある 2 文字の [ch] は /c/ 
と /h/ と個別に発音せずに /ch/ と合わせて発音する。こうした 2 文字の子音で 1 つの音を作る綴

りは consonant digraphs（子音ダイグラフ）と呼ばれる。そして，rain，mail，brain にある [ai] 
や goat，road，soak にある [oa] は vowel digraphs（母音ダイグラフ）と呼ばれ，これらのダイ

グラフに関しては，2 年目以降に指導される。また，cake のように [a] は二つ後ろにある [e] と
合わせて /エィ/ と発音されるが（split digraph），こうしたフォニックスは 3 年目に指導される。

しかし，系統立てずにフォニックスを指導している学校では，3 年目ともなると授業数の関係でフ

ォニックスの授業が完了する前に打ち切られてしまうこともあった。 

また，ホール・ランゲージとアナリティック・フォニックスが混在する指導の中で，アナリティ

ック・フォニックスで文字と音との関係を指導していくためには，児童は”単語とその綴りと読み

方を知っていること”が前提となる。つまり，ある程度の単語を記憶していることが前提に授業が

行われ，この時点で，単語を記憶していない児童は遅れを取ることになってしまう。 

2.2.2 Synthetic Phonics シンセティック・フォニックス 

アナリティック・フォニックスが既習の単語を文字に分割していき，文字と音の関係を子どもた

ちが学習する方法であるのに対し，シンセティック・フォニックスは，子どもたちが難しい単語を

読み書きしなければいけなくなる前にアルファべティックコードを指導していく教授法である。 

シンセティック・フォニックスでは単語を用いて指導することはなく，教師は 1 つの文字を提示

し，それに 1 つの音があることを子どもに教える。子どもたちは，母音を含む数文字学習した時点

から，それらの文字から構成される単語を読むように指導される。例えば，初日の授業では [s] は 
/s/ と発音することを学習する。翌日は [a] が /a/ という音であること，その翌日には [t] が /t/ 
という音であることを習う。すると，この時点で，子どもたちは at，sat という単語を読むことが

できるようになる。at という単語は /a/ - /t/ という音であることを子どもたちは既習しているた

め，/a/ - /t/ と一文字ずつゆっくりと声に出すことができ，それをスピードを上げて読むことで 2
音がくっついて /at/ と一つの単語として読めるようになる。この 1 文字ずつをくっつけて，1 つ

の単語として読むことを Synthesizing（シンセサイズィング）または Blending（ブレンディン

グ）といい，シンセティック・フォニックスと呼ばれる所以である。 



 

 

文字の数が増えれば増えるほど読める単語の数もどんどん増えていき，最初に 6 文字を習った時

点で約 20 個の単語が自分の力で読み書きできるようになる。 

英語には 40＋の音があるのだが，シンセティック・フォニックスではこれらの音に対応する綴り

（ch，sh，th などの子音ダイグラフ，ai，ie，oa などの母音ダイグラフ）を系統立てて指導して

いき，最初の 1 年で英語の音をすべて習得する。もちろん，ダイグラフは 1 文字と比べると子ども

にとっても難しくなるため，ブレンディングの時間や単語を聞き取って書く練習（Segmenting，
セグメンティング）を十分に行い，ダイグラフの定着を図る。 

英語を母国語としない子ども

や特別な支援を必要とする子ど

もにも，単語の「暗記」には頼

らないで，最初は 1 文字 1 音と

いう最小単位からアルファべテ

ィックコードを習得していくた

め，子どもにとっても無理なく

定着していく。 

英国内では，2006 年に Rose
が 

Because our writing system is alphabetic, beginner readers must be taught how the letters of 
alphabet, singly or in combination, represent the sound of spoken language (letter-sound 
correspondences) and how to blend (synthesise) the sounds to read words, and break up (segment) 
the words to spell. (DfES：45) 

と提言し，複雑なアルファベットコードは子どもには自分で発見していくことは難しいため，文

字と音の対応を系統立て明確に指導すべきだとシステマティック・シンセティック・フォニックス

を導入することを明示した（いわゆる Rose 白書）。これを受け，2007 年に教育技術省（現教育

省）は，シンセティック・フォニックスの指導に関する具体的なプログラムとして，“Letters and 
Sounds: Principles and Practice of High Quality”を公表した。この指導書は，phonics を学校教

育の中で展開していくためのものであり，Foundation Stage（4，5 歳児）におけるシンセティッ

ク・フォニックスによる英語学習の具体的な方法を挙げている。つまり，ここからシセティック・

フォニックスが連続的な教授法として教育現場に浸透し始めたのである。 

教育省はシンセティック・フォニックスを指導するプログラムとして，システマティック（系統

立てた）であることと多感覚を用いることを必須条件とし，これを用いることで子どもたちが習得

できる点を明文化した（The Department for Education，2010）。 

また，英国以外の国でもアメリカの Ehri らは whole-language approach は学校教育において読

むことについては最初に行う有効的な方法ではないと述べている。また Adams（1990）によって

まとめられたアメリカでの子どもの読みを伸ばすのに適しているかどうかの調査では，システマテ

ィック・シンセティック・フォニックスが読みの早い段階での指導法に一番いいという結果を得た

（Bowey, 2006)。 

図 1 アナリティック・フォニックスとシンセティック・フォニックスに

おける文字の習得のイメージ 



 

 

そこで，以下，システマティックとは具体的にどのようなプログラムを意味しているのか，また

多感覚を用いた授業とはどういったものであるのかといった点について具体的に考察する。英国教

育省はシステマティック・シンセティック・フォニックスとして 10 個のプログラムを推奨してい

るが，筆者が Letters and Sounds を除いたすべてのプログラム概要を比べた結果，英国国内では

小学校のうちのトップシェアで（Hodgson et al，2013），また海外ではナイジェリア，ガンビア，

イラン，フランスなどをはじめとする 120 か国以上の国でも導入されており，かつ多感覚を他のプ

ログラムよりも多く用いている『ジョリーフォニックス』を例にとって考察してみる。 

3．システマティック・シンセティック・フォニックス プログラム『ジョリーフォニックス』 

ジョリーフォニックスは，1970 年代に小学校の教師だったスー・ロイド（Sue Lloyd）が考案

した多感覚を用いたシンセティック・フォニックスのプログラムである。スーは赴任した小学校

で，国語の読み書きの学力を上げるように校長に言われ，当時盛んだった Look-and-say で単語の

読み書きを指導した。その結果，ある程度は伸びが見られたものの，できない子どもたちが多いこ

とが問題であると校長に指摘された。そこで，読み書きができる子どもとそうでない子どもを観察

してみると，後者の子どもたちは文字と音が対応しているということが分かっていないために単語

が読めないということが分かった。特に，vowel digraphs（ai，oa，ie など 2 文字の単語が 1 つの

音を作る組み合わせ）がほとんど理解できていないという事実が確認された。 

そこで，スーが教室で始めたことが「1 つの文字に 1 つの音がある」ことを

子どもたちに指導することであった。そして，子どもたちに既習した文字を使

った単語を読み書きできるようにしていったところ，今まで単語が読めなかっ

た子どもが自分の力で読めるようになっていき，学校の学力が急激に伸びてい

ったのである。その後も，より子どもにわかりやすく指導する方法を考え続け

た。文字を教えるときに「アクション」をつけたら，アクションをするだけで

子どもたちはその音を言うことができた。図 2 はスーが m の音と文字を指導

する際のアクションを示す。お腹をさすりながら「m~~~，いいにおいがして

きた。お腹がすいちゃった。m~~~~。」と言ったところ，翌日，子どもたちが

お腹をさすりながら m の文字を読んだのである。これが「多感覚」を使った指導の始まりであっ

た。 

その後，それぞれの文字にアクションをつけたり（Kinaesthetic），一つの文字を指導するのに，

大きなイラスト（Visual）を用いたり，そのイラストにお話をつけたり（Auditory），また歌

（Auditory）や触覚をつかって（Tactile）子どもたちの感覚にアピールする方法を開発するに至っ

た。こうした様々な感覚を複合的に取り入れたものが多感覚を用いたシンセティック・フォニック

ス プログラム「ジョリーフォニックス」である。 

3.1 システマティックに指導するための 5 つの基本技能 

ジョリーフォニックスでは， 

図 2 m の音の 
アクション 



 

 

 1 文字の音を覚えること 
 2 文字の形を覚えること 
 3 ブレンディング 
 4 単語の中にある音を識別すること 
 5 ひっかけ単語を正しくつづること 

を子どもたちが英語を読み書きするための大切な技能としている。 

3.1.1 文字の音を覚えること 

英語のアルファベット a-z は，それぞれの文字に「エィ，ビー，シー」という名前と「ア，ブ，

ク」と読む音がある。従来の英語教育では文字の名前を最初に指導する，または名前と音を同時に

指導していくものばかりであった。しかし，実際，英単語を読む際，子音では文字の名前を用いる

ことはない。また，母音では a を /ア/ という音と「エィ」という名前の両方とも用いるが，両方

を同時に教えてしまうと子どもたちは「pat」という単語内の a を /ア/ と読むのか /エィ/ と読む

のか分からず，読み書きに結び付かず，むしろ混乱することすらある。アルファベットの名前から

覚えてしまった子どもたちに多く見られる間違いが特に母音である。例えば，e を「イー」と覚え

るため，pin という単語を教師が発音し，子どもに書かせると「pen」と書く子どもがほとんどで

ある。これは日本人の子どもにも多く見られる。 

そこで，文字を指導する際には，文字の名前で

はなく，音から教えていくことを徹底していく。

文字の音読みができることで，英語の読み書きを

始めた子どもたちは VC や CVC という短い単語を

そのまま読み書きできるようになるのである。 

また，ジョリーフォニックスをはじめとするシ

ンセティック・フォニックスでは，子どもたちは

習った文字と音を使ってすぐに読み書きができる

ように指導していく。例えば，6 文字文の学習が終

わった段階の子どもの場合，その 6 文字を使って

できる CVC（CCVC，CVCC）の単語を読み書きできるよう指導していく。この方法の場合，アル

ファベットの 26 文字のすべての文字を指導し終えるまで待つ必要はないため，指導する文字の順

番は英単語でよく使われる音の頻出順となっている。ジョリーフォニックスでは，42 の音が 7 つ

のグループに分類されている。第 1 グループは s から始まる。これによって，子どもたちは第 1 グ

ループの 6 つの文字を学習すると，20 個以上の単語が読み書きできるようになり，一文字習うご

とに読み書きできる単語の数が更にどんどん増えていくのである。 

また，シンセティック・フォニックスの画期的なところは，ai，oa，ng，sh などの「2 文字をつ

かって 1 つの音を作る」ダイグラフを早い段階で指導することである。これは，文字が 26 文字で

あるのに対し英語の音は約 42+ あるとい言われており，これらのダイグラフを早い段階で学習す

ることによって，普段使う英語の音の文字をより早く読み書きできるようにする目的がある。この

点に関しては，上述したように，ai や oa などの長母音に日本人も早い段階で触れる方が，英語を

読む・聞く・話す・書くという点において音に敏感になる傾向にあるということが，筆者の指導経

験上からも言える。 

表 3 文字と音を指導する順番 



 

 

3.1.2 文字の形を覚えること 

日本でアルファベットの文字指導を行う際，中学校の教科書や市販されている教材の多くは大文

字から指導していくことが提案されている。しかし，実際，英文を読んでいく中で，大文字と小文

字の数はどちらが多いか考えてみると，大文字を使用する時は，文の書き始め，固有名詞の最初の

文字，強調するとき，と限定されている。つまり，使用頻度でいえば小文字の方が断然多いのであ

る。そこで，ジョリーフォニックスでは小文字から指導し，文字の音と合わせて導入するため，子

どもたちは文字を習うとすぐに単語が読み書きできるようになるのである。大文字は小文字を習得

してから，文字の名前と同時に指導する。 

3.1.3 ブレンディング 

Blending（ブレンディング）とは，文字通り「混ぜ合わせる」ということで，英単語を読む際

に一番重要とされる技能である。何を混ぜ合わせるかというと，文字の音である。例えば，sit と
いう単語を読むときには，s は /s/，i は /i/，t は /t/ と一つ一つの文字を音で読むことは学習して

いるが，この 3 つの音をくっつけながら合わせて読んでいくと，sit という単語が読めるようにな

る。 

シンセティックとは synthesize，つまり「合わせる」という意味であり，シンセティック・フ

ォニックスと呼ばれる理由がここにある。文字の音をくっつけて読むようにしていくことから名づ

けられたのである。シンセティック・フォニックスでは，最初の 3 つの文字 (s，a，t) とその音を

学習した時点で，at，sat という単語を読めるようにする。次の i を学ぶと，it，sit という単語も

読め，そして p を学習すると，pat，tap，sip，pip など 10 個近くの単語が読めるようになるので

ある。そして，6 つ目の n が読めるようになると，20 個を超える単語が読めるようになるのであ

る。アルファベットの文字をすべて習ってから単語を読むのではなく，シンセティック・フォニッ

クスでは，文字を一つ習うたびにそれと既習の文字を使って読めるようにしていくことが重要視さ

れている。 

3.1.4 単語の中にある音を識別すること 

単語の中にある音を識別することは Segmenting（セグメンティング）と呼ばれている。セグメ

ントとは，区分けするという意味であるが，ミカンやオレンジなどの房もセグメントと呼ばれる。

これは耳で聞いた単語を文字に表す時にその単語に何の音が含まれているのかを認識できる技能を

指す。図 4 のように，sun という単語を丸ごと聞いたときに，その単語に含まれている音を s と u
と n にそれぞれ分割し，それを sun という文字に書き起こす技能のことである。 

図 4 セグメンティングのイメージ 



 

 

セグメンティングができるようになると，初めて聞いた単語でも文字で表すことができるように

なり，それを辞書を使って意味を調べることができるようにもなる。 

3.1.5 ひっかけ単語を正しく綴ること 

ひっかけ単語は Tricky words（英）または sight words（米）のことで，フォニックスのルール

にあてはめることができない単語のことである。その代表が I，the，are，was，to，do などであ

る。これらの単語がなぜひっかけになっているのかを説明し，そのうえで「見て書いて覚える」よ

うにする。子どもにとって，すべての単語を暗記するのではなく，文字の音を当てはめたり，ルー

ルに沿って読んだりする単語と，そうではなく覚えなければいけない単語があるということを理解

できるだけで，暗記する抵抗感が激減するのである。 

he を例に挙げてみると，h は /h/（息をはぁっと吐く音），e は /e/（日本語の「え」と似た音）

という音であり，組み合わせると「へ」という読み方になるはずである。しかし，実際には e の部

分は「イー」という名前読みで読むため，he は「ヒー」という読み方になるのである。これは，

フォニックスを習い始めた子どもたちには「この e の部分がひっかけであるから，ひっかからない

ようにしよう」と説明をし，同様に，she，we，be，me を同じグループとして教え，他のひっか

け単語もどの部分がひっかけになるのかという説明を加えながら提示していく。 

3.1.6 5 つの技能を身につけた後（基本の 42 の文字と音を学習した後） 

アルファべティック・コードでも触れたように，英語の綴りは複雑である。42 の音と綴りだけ

では，残念ながらすべての英単語を読み書きできるようになるわけではない。/ai/ という音の綴り

だけでも 10 を超える。まずは ai という綴りを学習し，その後，cake，plane という魔法使いの e
が影響する a-e という綴り，day，tray などの ay，they，obey に見られる ey という綴りなどをこ

れも頻出順に指導していく。こういった「音は同じであるが違う綴り」を Alternative spellings
（同音異綴り）と呼び，ai という綴りで /ai/ の音を定着させた後，頻出順に指導していく。 

また，ch というダイグラフは，chick，chat に見られる /ch/ という音以外に，school，
Christmas など /k/ の発音になるものもある。このように一つの綴りで違う読み方をするものも，

順番に指導していく。一度に指導してしまうと，子どもたちは /ch/ と読むのか /k/ と読むのかわ

からずに定着しないため，極力混乱を防ぐように順番に指導していくことが重要である。 

このようにして，子どもの発達段階に応じている点，順序立てて混乱を防ぐように系統立てて指

導していくことが，システマティック＝系統立ったプログラムであることを意味する。この指導法

によって英語を母国語としない子どもも英語話者と変わらない伸びを見せていることもスコットラ

ンドやカナダなどの研究で証明されている（Scottish Executive Education Department, 2005; 
Stuart, 1999）。次に，多感覚という点について述べる。 

3.2 Multisensory Approach 多感覚を用いた教え方 

Multisensory Approach というのは，多感覚を用いた指導法のことである。Gillingham と

Stillman によって 1960 年にディスレクシアの補習プログラムとして開発され，Sparks らによっ

て Multi-sensory structured learning（MSL）approach と発展した（Kormos＆Smith，2012）。



 

 

多感覚を用いた指導法と言うのは，具体的に文字と音の対応指導を行う際，同時にさまざまの感覚

伝達経路 - visual（視覚），auditory（聴覚），tactile（触覚）そして kinaesthetic（運動感覚）- 
を活発化するものである（VAKT）。これを用いる利点は以下，2 点挙げられる。 

第一に，多感覚を用いることで楽しく学習でき，それが記憶に残りやすいという点で，これは特

別な支援を必要とする子どもだけでなく，通常の子どもたちにとっても記憶を固定できる。第二に

ディスレクシアを持つ子どもは音韻処理能力が低いとされているが，それ以外の感覚を用いること

で音韻処理能力の弱さをカバーできるという点である（Kormos＆Smith，2012）。 

ジョリーフォニックスでは Child-centred programme（子どもの視点に立ったプログラム）と

も言われているが，その理由がこの多感覚を用いていることにある。 

3.2.1 Visual 視覚 

図 4 は一番初めに指導する s の文字と

音のページである。大きなヘビが怒って

いるイラストが目に飛び込んでくる。そ

して，左上と右下にも s の文字があり，

ヘビが出す声（ssss）と文字の s を視覚

で印象付けている。 

図 5 は文字の形のマグネットである。

母音は青色，子音は赤色になっており，

視覚を使って母音と子音の違いを認識できるようになってい

る。 

3.2.2 Auditory 聴覚 

図 4 のイラストは，子どもに見せるだけでなく，s の音を

何回も登場させる話を子どもにすることによって，聴覚から

この s という文字がヘビの話であったという記憶に残り，そ

こから s の音が思い出される。この場合，話はなるべく子どもが理解できる言語で行う方がイメー

ジが残りやすい。以下，英文のオリジナルを日本人向けにアレンジした話を紹介する。 

サム（Sam）は犬のサムプスン（Sampson）を連れて散歩に行きます。「今日は天気もいいから，少し離れた野

原まで遊びに行こう。」そう言って，サムはサムプスンと一緒に歩き出します。 

野原に行く途中には川があり魚が気持ちよさそうに泳いでいます。きれいな花も咲いているし，きれいな色のキ

ノコもあります。サムプスンが枝を拾ってきて，「ワンワン！投げて，投げて」と吠えます。サムが枝を投げ，サ

ムプスンが拾ってくる・・・そんなことを繰り返していました。 

すると，突然，「ウ～～～ワン！」とサムプスンが怒って吠えます。何だろう，と草むらを見ると，ヘビが「s~~~」
と言いながらこちらを見ています。サムプスンは「う～～～」と怒っています。ヘビも「s~~~~」と言っています。

「s~~~~」「s~~~~~」何度もサムたちに向かて言っていましたが，そのうち「s~~~~」と言いながらどこかへ逃げ

て行ってしまいました。「噛まれなくてよかったね」そうサムは言って，また枝を投げて遊びました。 

（Jolly Phonics Teacher's Book, s より引用。筆者による訳） 

図 4  s の文字と音の指導（視覚） 

図 5  マグネット（視覚と触覚） 



 

 

この話を聞くことで長期記憶として残り，「ヘビの話」というだけで，s という文字と音を想起

できる子どももいる。 

また，各文字と音には，その音を含んだ 10 秒ほどの短い歌がある。以下が s の歌である。 

The snake is in the grass. The snake is in the grass. /sss/! /sss/! The snake is in the grass. 
（Jolly Songs より引用） 

歌が好きな子どもはこの歌で /s/ という音と文字を結び付けて記憶に残るものもいる。 

3.2.3 Tactile 触覚 

各文字のイラストには，教室で使用する A2 サ

イズの Big Book が通常用いられるが，小グルー

プ用に A4 より少し大きな Finger Phonics と呼ば

れる本が用いられる。この本は名前の通り指を使

って文字を認識できるようになっている。図 6 は

Finger Phonics の n のページである。右下の n の

部分を拡大したものが図 7 である。図 7 を見る

と，この n の文字が溝に彫ってあるのがわかる。

子どもはこの文字を○の部分からなぞり始め，矢

印に沿って下へ行き，再び上に戻り，右にカーブを描きながら n の形を感じることができる。この

n という文字をなぞるときに n~~と発声しながら行うこと

で，文字と音を触覚で習得できるようになっている。 

読み書きが苦手な子どもが文字を書く前に，この溝彫

りした文字をなぞると，b や d，p や q の文字の反転が少

なくなっていることを筆者の経験として付け加えてお

く。 

また，図 5 で紹介したマグネットも文字の大きさやダ

イグラフを用いるときに，手に触って長い文字であるこ

とも実感できる。 

3.2.4 Kinaesthetic 運動感覚 

図 4 の左下に手をくねらせているイラストがある。これが運

動感覚を用いた教授法の一つ，「アクション」である。s の文字

では話を読んだ後，この s~~~と言いながらアクションを行うこ

とで文字と音の関係を記憶できるのである。図 8 は筆者が小学

校で s の文字と音を導入した際の様子であるが，この授業の

後，子どもたちが廊下で，掃除中，また下校のときも手をくね

らせながら s~~~と言っていたと担任から報告があった。そし

て，驚くことに，この一年後に再び，同小学校を訪問し，この

図 6  n のページ（視覚と触覚） 

図 7  溝彫りした n（触覚） 

図 8  s のアクション 



 

 

児童たちに筆者がこのアクションを行ったところ，児童の間から「s~~~~」という声が上がったの

である。 

文字を指導する際，通常では「これが s の文字で，s と書きます。はい，真似してください」と

いう指導はなされるが，ジョリーフォニックスでは，たった 15 分ほどの 1 回の授業で，視覚，聴

覚，触覚，運動感覚すべてを網羅している点が他のプログラムとは多感覚を用いたという点で大き

く差をつけている。この点に関して，村上（2015）は 

「どの子にとっても良い」という指導は，「A じゃなくて B」というようなアプローチではな

くて，「A も，B も，C も，D も」というように，B や C や D という選択肢が同時に与えられて

いることではないか。 

・・略・・ 

一斉授業であれば，網を大きくすることが，より多くの子どもに合うわけで，その網の大き

さは，いかに多くのアプローチを同時に使えるかではないでしょうか。  

と述べており，日本ではまだ認知の低い多感覚プログラムが一斉授業に効果的である理由が明確

に分析されている。 

4．特別な支援を必要とする子どもたちと多感覚を用いたフォニックス指導 

文部科学省の 2012 年の調査によると，学習障害（LD)，注意欠陥多動性障害（ADHD)，高機能

自閉等，学習面や生活の面で特別な支援を必要とする児童生徒は，約 6.5％程度の割合で通常の学

級に在籍している可能性を示している。 

日本で言う学習障害（LD）は文部省が 1999 年に 

『学習障害とは，基本的には全般的な知的発達に遅れはないが，聞く，話す，読む，書

く，計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す状態

を指すものである。学習障害は，その原因として，中枢神経系に何らかの機能障害があ

ると推定されるが，視覚障害，聴覚障害，知的障害，情緒障害などの障害や，環境的な

要因が直接の原因となるものではない』 

とまとめた（上野・宮本ら，2012）。The International Dyslexia Association（IDA）によれ

ば，言語における学習障害を Dyslexia（ディスレクシア）としている。中でも特に読むことにおい

てその困難さが際立つとしており，文字と音の対応が困難で音韻能力の欠陥の結果引き起こされる

と言われている（Snowling，2008）。Kelly and Phillips（2011）はディスレクシアを持つ人に英

語を指導するにはフォニックスを用いることで力をつけると述べているほか，アナリティック・フ

ォニックスでは視覚記憶とアルファベットの基本の知識を持ち合わせていなければいけないため，

シンセティック・フォニックスの方がより適したアプローチだと考察している。 

また，Kormos と Smith（2012）は，英語を学ぶディスレクシアを持つ生徒は，新しい単語を

覚えることに特に困難を示し，Multisensory（多感覚）を用いた指導法が英語を学ぶ際に有益だと



 

 

述べている。また，IDA はディスレクシアを持つ生徒は言語を学ぶ上で，通常の学級で用いられて

いる方法とは違うアプローチが必要だと述べ（2009），「単語の丸暗記」，「書き写す方法」，「音を真

似する方法」だけに頼る教授法に注意するよう促している。 

英語を外国語として学ぶ日本の子どもたちにとって，日本語とは異なる音や文字，単語，文法な

ど覚える負担も多いが，ましてや特別な支援を必要とする子どもにとっては，各子どもたちの特性

により合った方法で指導していかなければ，英語に対して苦手意識を持ってしまったり，授業にも

参加することが難しくなったりしてしまうであろうことは想像に難くない。では，実際に特別な支

援を必要とする子どもにとって，この多感覚を用いたジョリーフォニックスがどのように効果が出

ているのであろうか。3 人の子どもの親にインタビューをしてみた。 

 

 A さん B さん C さん 

年齢 小学 4 年生 中学 1 年生 中学 2 年生 

診断名 アスペルガー症候群 

多分 ADHD も持ち合わせて

いると思われる 

ディスレクシア（小学校 4
年生で診断） 

読み書き困難があるが診断

はされていない 

ジョリ

ーフォ

ニック

スを学

ぼうと

思った

理由 

渡英して英語のわからない

環境に入り，緘黙，不安が

続く。英語に対する強い恐

怖感。渡英前にフォニック

スを学習したがほとんど入

っていない。綴りのテスト

があるときは登校を嫌がる

ため，文字の読み書きがで

きるようにと思い，学習を

開始。 

中学に入る前に，英語の基

礎を習得させたいと思った

ため。日本にあるフォニッ

クス指導教室は英語ができ

る子ども向けで，B には不

向きと判断。 

小学校のとき成績は良かっ

たが，中学に入り，英語で

全く点数が取れなく，他の

強化にも自信を失う。どう

しても英語の単語を書くこ

とができないため，ジョリ

ーフォニックスを行おうと

思った。 

結果 渡英した時は，綴りのテス

トでは最下位であったの

が，開始して 5 か月で，満

点を取るようになり，現地

の子どもたちに交じって真

ん中のレベルまで来た。本

人の自信になり，自分から

綴りの勉強を行うようにな

った。 

アルファベットの名前を知

っているということが前提

になっていないため，音に

集中できることがよい。小

文字から入ったため，視覚

的によかった（大文字は形

が似ているため覚えられな

い）。 

一つ一つの文字を正しい発

音で学べるため，ディスレ

クシアをもつ B によかっ

た。 

一文字につき一つの音とい

う基礎から学ぶため，音と

文字の関係を理解できた。

そのため，英語のテストも

以前は 20 点以下だったの

が，ジョリーフォニックス

を学んでからは 50 点まで上

がり，本人に笑顔が戻っ

て，やる気が出てきた。 

表 4  ジョリーフォニックスを用いてフォニックス指導後の子どもの変化 



 

 

多感覚 動作も使って，話も聞い

て，書いて，話すというこ

とで授業を 1 回受けると，

それだけですぅっと入って

いく。特に視覚とストーリ

ーで入っていく。能動的に

授業を受けられる点もい

い。 

アクションがいい。5 年生で

開始し，いったん終了し，

一年以上たった今も，文字

がわからない時にアクショ

ンをすると音が出てくる。 

音とイラスト。絵を見なが

ら音を聞くことによって，

インプットされた。 

表 4 からも各子どもによって感覚を用いる場所が違うことがわかる。使用する教材，授業展開

は同じであっても，各子どもによって話，アクション，音，イラストと文字と音を対応させて記憶

に残る部分が違うため，一度の授業で多感覚を用いて授業を行うことの重要性が認められる。 

5. 日本における中学との連携実践 

筆者は 2013 年につくば市の小学校で 6 年生の児童にジョリーフォニックスの授業を行った。こ

の授業は，中学校で生徒が英語の単語テストでローマ字に影響を受けて正しく綴れない，日本語の

音と英語の音がわからず綴りのミスが多い，魔法使いの e などを知らないため，綴りが書けない生

徒たちにフォニックスのルールを知ってほしいという中学校の英語担当教諭が，小学校で基本の文

字と音だけでも知っていれば，中学校で英語を学習する時に上記のミスを減らすことができるので

はないかという仮定のもと，1 時間のシンセティック・フォニックスの授業を行うことになった。

この授業の目的は 
・アルファベットの文字には「名前」と「音」があることを知る 
・単語は文字の「音」を使って読むことができることを知る 
ことであり，s，a，t，i の 4 つの文字と音の導入を行った。 

授業では英語の文字には「名前」と「音」があることを児童に説明し，s，a，t，i の文字をイラ

ストとお話，アクションを使って文字の「音」を指導し，その後ブレンディングを行った。授業後

に児童にアンケートをしたところ，24 名中 21 名が「英語の文字の名前は全部知っている」と回答

したのに対して，「英語の文字の音は全部知っている」と回答した児童は 4 名であった。 

また，15 名の児童が「英語の文字に名前と音があることを初めて知った」と回答しており，中に

は「今まで『s』などの名前が『sa（サ）』などと読めるのが不思議でしたが，山下先生の授業で知

ることができました。」「英語の字はいろいろな組み合わせがあると改めて知った」「今までフォニ

ックスについてあまり考えたことがなかったので，言葉の読み方のしくみなどがとてもよく分かっ

た」など，音によって単語が読めるという気付きを得た児童も 12 名いた。多くの児童は楽しい，

基礎がわかった，わかりやすい，自分で英語を読みたいというポジティブな感想を述べ，中には英

語に対して苦手意識があったが，わかりやすい，簡単だった，英語はただ言うだけだと思っていた

から音があると思わなかった，などという感想を述べる児童もいた。 

この後，担任教諭によって継続した授業実践を行った。この児童たちが中学へ行き，英語の授業

で引き続きフォニックスの授業を受けたところ，表 5 のような結果が出た。 



 

 

 

7 年生（先述の小学 6 年生児童）と 9 年生でジョリーフォニックスの実践を行った結果，「知らな

い単語でも音から綴りを予測できるようになる」，「発音から音を連想して考えながら単語を書

く」，「フォニックス学習は英単語を覚えるのに役に立つ」という質問にポジティブな結果が出たの

が，フォニックスを指導した学年である。また，意識調査で「英語は読んだり書いたりが難しいか

ら苦手だ」と回答した学年は，フォニックスを導入していない学年に顕著に表れた。 

また，翌年，小学校 6 年生の担任の教諭がジョリーフォニックスで 18 個の文字と音の学習を行

ったところ，初めて見る単語をよむときに，どのようにして読んでいこうと思うかという質問に対

表 5 シンセティック・フォニックスを導入した学年と非導入の学年との意識調査 (2014 岡野) 



 

 

して，「一文字ずつ読むやり方で読む」，「一文字ずつ声に出して，だんだん速くして一つの単語と

して読む」，「音を声に出して読む」といった文字と音に注目して読んでいくという児童が 36 名中

29 名いた。フォニックスで文字と音の関係を指導した場合，英単語を書くことに有効であり，ま

た英語に対する苦手意識も軽減できるように思われる。 

6．まとめ 

オーストラリアでは，学力不振，問題行動，そして学校管理危機が取り上げられ，2 年間に校長

が 3 回も交代してしまうほどの小学校があった。この学校でジョリーフォニックスを導入したとこ

ろ，2 年で学年水準より 2 学年半上の成績に上がったとの報告がある。この学校は，授業中にふざ

ける子も問題行動を起こす子もいなくなり，教師が他の児童の指導に当たっている間も，他の児童

たちは自分の課題に集中するようになった。自分の力で読み書きができるようになるということ

は，学力向上のみならず，自ら学ぶ意欲が出ることにより問題行動の減少にも少なからぬ影響を与

える。 

日本ではまだ一般的に普及していないシンセティック・フォニックスであるが，小学校でも文字

指導の導入が始まるようになり，子どもの視点に立ったプログラムを実践していくことで，特別な

支援を必要とする子どもたちを含め自分の力で英単語を読み書きできる子どもを育てていく環境が

作られることを切実に願っている。 
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