
令和２年度 現職研修助成事業研修報告 

 
周南市立秋月中学校 

 

１ 研究主題  「読む力、書く力の基礎を培うフォニックス指導の研究」 

  ～小中連携による英語科授業力向上をめざして～ 

 

２ 設定の意図 

文字と音の一致ができず英語の読み書きが困難なため、中学校以降の英語の学習につまずく
生徒がいる。小学校、あるいは中学校の入門期にジョリーフォニックスの教材を使って、多感
覚で音と文字の関係を指導し、児童・生徒に習得させることで、その後の読み書きの学習を全
ての児童・生徒がスムーズに行えると考え、研究主題を設定した。 

 

３ 研修の概要  

 (１) 教材についての学習会 

○ 『はじめてのジョリーフォニックス１ (東京書籍：ジョリーラーニング社編著、山下佳世
子監訳)』を使って、ジョリーフォニックスについての学習会 ４月１５日 【小学校】 

・英語の音について ・英語と日本語の音の違いについて ・英語の読み書きを複雑にして
いる要因 

・フォニックスとは？  ・ジョリーフォニックスについて 

○ ビデオ視聴 ６月より適宜 【小学校】 

『ジョリーフォニックスで初めてのシンセティックフォニックスの授業～トレーニング
セミナー編』(ジャパンライム)の視聴 

○ トリッキーワード、同音異綴りの指導について ８月 【中学校】 

 

 (２) 授業での実践と振り返り 

○ 小学校 

６年生は５年時で『ジョリーフォニックスの音とアクション』をすでに学習しているの
で、教科書 New Horizon Elementary English Course 6 の 『Sounds and Letters』を帯
学習で行う際、『ジョリーフォニックスの音とアクション』の復習をしながら学習している。
『Sounds and Letters』には、一音字、音つなぎ、2重音字（ダイグラフ）、名前読みの学習
が含まれている。ジョリーフォニックスで学習した「音読み」の知識があるので、これらの
学習にスムーズに取り組めている。 

５年生は、外国語科の授業の導入時に「４２の音とアクション」をシンプルなストーリー
とともに導入し、適宜ブレンディング（音と音をつなげて単語を読む）を行ってきた。児童
はとても楽しく取り組んでおり、教師のモデルなしで「４２音とアクション」ができるよう
になっている。今後はさらにブレンディングやデコーディング（単語を音に分ける）の技能
を高め、６年生での「音と文字」の学習につなげていきたい。 

３年生は２年時にいくつか『ジョリーフォニックスの音とアクション』の学習をしている
ことから、年度当初から新担任が継続して｢４２の音とアクション｣を指導した。また、外国
語活動の授業で、「音読み」「ブレンディング」を使って作成した「その月の名前チャンツ」
に取り組んでいる。ローマ字学習を始める前に先行して音と文字の学習をしていたことで、
難なくローマ字を読むことができるようになり、文字を書くことに対しても抵抗なくスム
ーズに取り組んだ。１１月には外国語活動でアルファベットを学習し、名前読みに初めて触
れた。これまで音読みのみの学習だったため、名前読みに慣れ親しんでおらず、中にはもど
かしさを感じる児童もいた。今後はジングルなども利用しながら、名前読み、音読みの両方
ができるようにしていきたい。 

 〇 中学校 

中学校１年生は、１学期より「４２の音とアクション」「音の聞き取り」「ブレンディン
グ」「ディクテーション」などの学習を経て、２学期から「トリッキーワード」「同音異綴
り」の学習を行っている。例年の１年生に比較すると、「書くこと」への抵抗感が少なく、
まとまった文章の作成にも意欲的に取り組めている。 

（３） フォニックス指導のその先 

フォニックスについての学習は英語学習の手段であり、目的ではない。児童・生徒が英語
の文字を見て、初見で読むこと、あるいは、表現したいことを自力で書くことができるよう
になるための支援として、フォニックスの学習がある。そこで、中学校では、初見の単語や
文をまず自力で読ませるようにしている。また、ほとんど毎回の授業の終末に本時で学んだ
表現を使って作文する時間を設け、自分の思いや考えを「書く活動」を行っている。さらに、



単元の終末には、まとまった文章を書く活動にも取り組んでいる。このことについては、以
下に詳しく報告したい。 

 

○ 中学校での「書く活動」について 

中学１年生２学期から、単元末に「まとめの活動」を設定して、「話す活動」の後で「ま
とまった文章を書く活動」に取り組ませている。「書く活動」では、４スクエアライティン
グのメソッドを使っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 : “Four Square： Writing Method” written by Judith S. Gould, Evan Jay 

gould and Mary F. Burke  (Teaching ＆ Learning Company) 

 

○ 実践事例 Unit6 まとめの活動  

① 目標：ホームページに掲載するALTの先生の紹介文を書くことができる。４スクエアラ
イティング導入 

② 学習内容など 

【１時：ALTの先生にインタビュー】 

＊グループで質問文を考える。 ＊グループに割り当てられた時間内にできるだけ
多く質問する。 

【２時:４スクエアライティングを使って紹介文を書く】 

＊４スクエア・ライティングの使い方を知る。 ＊４スクエアで構想を練る。 ＊下書
きをする。 

＊４人グループでピアチェック（文や内容についてお互いにアドバイスし合う）をする。 

【事後：フィードバック】 

＊教師による添削（エラーに下線）を行う。 ＊グローバルエラーや素敵な表現を共有
する。 ＊代表作品を読む。 

 

○ 実践事例 Unit7  まとめの活動 

① 目標：身近な人やペットなどをクラスメートや先生に紹介することができる。 

② 学習内容など 

【１時：話す活動・構成を練る・話す・書く】 

＊ペアの紹介する人（ペット）について質問しながら、マインドマップを作成する。 

＊中間の振り返りで言いたかったけれど言えなかったことなどを共有した後、さらに会
話を続ける。 

＊４スクエアで構想を練る。（マインドマップは参考にする程度） 

＊４スクエアのキーワードをたよりに、相手をかえて「身近な人(ペット)」を紹介する。 

＊身近な人やペットなどの紹介文を書く。 

【２時：友達の書いた紹介文を読む・ピアチェック】 

＊グループで回し読みする。この時、エラーをチェックしたり、コメントを書いたりす
る。 

【事後：フィードバック】 

＊教師による添削（エラーに下線）を行う。 

＊グローバルエラーや素敵な表現を共有する。 

 ４スクエアライティングとは、下図を使い、ライティングの構成を練り、文章の骨組みをつく

ってから詳細を付け足していくものである。まず、①にトピックセンテンスを記入。自分の考え

や主張を述べる。この主張を支えるために、②から④で具体例や理由を述べ、⑤でこれまで

述べたことをまとめ、①の主張を異なる表現を使って述べる。①は文で、②から⑤はキーワ

ードのみを入れて、さらに詳細を加えていく。 

 

② 具体例や理由など ③ 具体例や理由など 

 

④ 具体例や理由など 

 

 

⑤ まとめ 

 

① トピックセンテンス 



＊代表作品を読む。 

 

○ 実践事例 Daily Scene 4 ウェブサイト 

① 目標：ホームページに掲載する中学校生活についてのエッセイを書くことができる。 

② 学習内容など 

【１時：教科書のモデル文・ALTの学校のウェブサイトを読み、概要をつかむ】 

【２～３時：小学校６年生へ向けての中学校紹介ビデオレター作成】 

【４時：ALTの学校生活についてのエッセイを読
み、概要をつかみ、参考になる表現を知る】 

【５時：中学校生活について話し、エッセイの構
想を練る】（写真） 

【６時：エッセイを書く・ピアチェック】 

 

○ 実践事例 Unit８ まとめの活動 

① 目標：おすすめの本を紹介することができる。 

② 学習内容はUnit7まとめの活動と同様に行う 

 

○ まとめの活動でのライティングの振り返り及び生徒作品 （同一生徒の作品を掲載） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit6 まとめの活動 

① ・最少０語・最多１０６語・平均３５語 

② ・代名詞 He, She がうまく使えるようになった。 

③ ・つなぎの表現が少なく、文の羅列になってい

る。 

例）He likes sushi. He likes fish. 

  ・３単現の s(es)が抜けてしまう。 

  ・代名詞 his / her を使用すべきところを he / 

she としていることが多い。 例）He favorite 

food is sushi. 

   ・その他、よく見られるエラー 

He likes food is sushi.  

  ・一貫性（トピックセンテンスを説明する文章にな

っているか） 

Unit7 まとめの活動 

① ・最少０語・最多１０３語・平均３９語 

② ・形容詞の使用が増加したことにより、より豊か

に表現できるようになった。 

（生徒が使用した形容詞） cute, nice, good, 

kind, tall, interesting exciting, funny, black, 

sunny, rainy, scared, great, important, 

angry, big, best, same, wild, bad, many, 

smart, favorite 

③ ・名前で大文字の使用ができていない。 

 ・複数形の欠如が見られる。 

 例）He likes carrots.  

 ・冠詞 a の欠如が見られる。 

 ・動詞の欠如が見られる 

 例）He doesn’t to walk.  

 ・主語と be 動詞の一致ができていない。 

全体の振り返り ①使用語数 ②成果 ③課題 Unit６ まとめの活動(下書き) 使用語数３８

語 

 

Unit７ まとめの活動(下書き) 使用語数４１

語 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 考察 

小学校３年時の実践において、ローマ字の学習
に入る前に４２音の学習をすることで、ローマ字
学習にスムーズに取り組めたことは、大きな成果
である。高学年、あるいは、中学校でも成果をあ
げているが、ストーリーやアクションなど、教材
がもつ特性から、小学校中学年でジョリーフォニ
ックスを使った学習を行うことは、発達段階にふ
さわしく効果的であると考えられる。 

また、小学校中学年で学んだことを、高学年や
中学校につなぎ、さらに発展させていくことで、「英語の読み・書きの力」の基礎がつくられ
ていくことを実感している。 

高学年外国語科で、「読むこと」「書くこと」の学習をスタートさせる際に、既に４２音の
知識があるということは、子どもたちにとって、大きな意味をもつと考える。 

小学校で培った音への気付きや文字と音の一致から、自力で単語が読める、文が読める、文章
を読んで概要や要点を捉えるといった「読む力」へ、単語が書ける、文が書ける、まとまりのあ
る文章が書けるといった「書く力」へと児童・生徒の力を伸ばしていくためには、小中の教員が
連携して、発達段階に応じた意味ある言語活動を繰り返し行っていくことが大切であると、本研
究を通して改めて感じている。フォニックス指導のようなボトムアップの指導とともに、目的・
場面・状況を設定し、コミュニケーションの相手を意識した言語活動を積み重ねながら、今後も
児童・生徒の「読み・書きの力」を伸ばしていくための研究を深めていきたい。 

Unit8 まとめの活動 

① ・最少２２語・最高１４２語・平均５５語 

② ・お薦めの本について、主人公や作者、値段、

自分の好きなところなど、詳しく伝えようと

している。 

  ・of を使った表現がうまくできている。 

   The writer of this book is ～. 

    The price of this book is ～. 

   ・読者に問いかけるなどの相手意識をもった

表現の用が増えた。 

Do you know ～? / Please read this 

book. / Let’s read ～. / I recommend ～. 

/ You can read it in the library. / Will 

you read this book? / What book do you 

like? / You can watch～. / Please be 

sure to read ～.  

③ ・it や its の使用がうまくできず、タイトル名

などを繰り返している。 

Unit8 まとめの活動(清書) 使用語数77 

語 

 

Daily Scene 4  
① ・最少６語・最多１５４語・平均５７語 
② ・トピックセンテンスとまとめの文を呼応させな

がら、異なる表現を使用している生徒が増え
た。 

 ・because を使って理由を述べる生徒が増え
た。 

 ・使用語数が増加した。 
③ ・the の欠如が見られる。 
   例） I’m in tennis club. 
   ・ing / to の欠如が見られる。 

 I don’t like study.  
 Talk with friends is fun. 

Daily Scene4 (下書き)  使用語数6４語 

78.86 

 


