
フォニックスを初めて教えるときは、アルファベットの26の音(a-z)から始めます。この26のフォニックスで、数百という言葉が読めたり、書けたりするようになります。しかし、アルファベット（ABCD
エイ、ビー、シー、ディー・・）を26全部教えても読めるようにはなりません。ぜひ、この曲から、26のフォニックスに慣れ親しんで下さい。英会話イングリッシュ・プリーズ! キッズ 99フォニックス 

お子様の負担を出来るだけ少なくするため、無限にあるフォニックスを99まで絞りこみました。99学ぶことで、70～80％の単語が読めるようになります。CDで慣れてみましょう！

英会話イングリッシュ・プリーズ！キッズ八木校　橿原市新賀町２３２橋本第二ビル３F　電話 0744 20 3866　 http://www.ep-kids.com

英語は６０万以上の単語が

あると言われ、１番語彙の

多い言語です。

　しかし、どんな単語も　

“フォニーム（音素）” と言

われるたった４４個の音で　

発音できるのです。

　これらの音には様々な  

スペルがあります。

　イングリッシュ・プリー

ズ！キッズでは、音とスペ

ルを同時に学ぶ　“フォニッ

クス指導法” を取り入れ、

『読む・書く・発音・聞

く』をまんべんなく

伸ばしてゆきます。

Short Vowels Short Vowels 英語短母音英語短母音
pic example (例) 日本語訳 phoneme (音素) example spellings CD Track #

6 six 6 /ɪ/ i (six), e (pretty) 2

foot 足 /ʊ/ oo (foot), u (full) 3

bus バス /ʌ/ u (bus), o (son) 4

octopus タコ /ɒ/ o (octopus), a (watch) 5

x because なぜなら /ə/ e (because), a (another) 6

red 赤 /e/ e (red), ea (weather) 7

apple りんご /æ/ a (apple), al (salmon) 8

Long Vowels Long Vowels 英語長母音英語長母音
pic example (例) 日本語訳 phoneme (音素) CD Track #

tree 木 /i:/ ee (tree), ea (beach) 9

spoon スプーン /u:/ oo (spoon), ou (soup) 10

car 車 /ɑ:/ a (car), aa (baa) 11

horse ウマ /ɔ:/ or (horse), aw (jaw) 12

bird トリ /ɜ:/ ir (bird), er (fern) 13

Diphthongs Diphthongs 英語二重母音英語二重母音
pic example (例) 日本語訳 phoneme (音素) CD Track #

deer シカ /ɪə/ eer (deer), ear (ear) 14

100% pure じゅんすいな /ʊə/ ure (pure) 15

light 明るい /aɪ/ igh (light), i_e (wine) 16

boy 男の子 /ɔɪ/ oy (boy), oi (coin) 17

boat ボート /əʊ/ oa (boat), ow (window) 18

hair かみの毛 /eə/ air (hair), ear (bear) 19

cow ウシ /aʊ/ ow (cow), ou (out) 20

tray おぼん /eɪ/ ay (tray), a_e (plate) 21

Consonants Consonants 英語の子音
pic

example 

(例)
日本語訳 example spellings

phoneme 

(音素)
CD Track #

panda パンダ p (panda), pp (happy) /pə/ 22

book 本 b (book), bb (rabbit) /bə/ 23

tiger トラ t (tiger), tt (babysitter) /tə/ 24

dog イヌ d (dog), dd (ladder) /də/ 25

chicken ニワトリ ch (chicken), tch (watch) /ʧə/ 26

Jacket ジャケット j (jacket), g (magic) /ʤə/ 27

cat ネコ c (cat), k (kick) /kə/ 28

gorilla ゴリラ g (gorilla), gg (stagger) /gə/ 29

fish さかな f (fish), ph (phonics) /fə/ 30

violin ヴァイオリン v (violin), f (of) /və/ 31

3 three 3 th (three), tth (Matthew) /θə/ 32

mother 母親 th (mother), the (breathe) /ðə/ 33

sock くつした s (sock), c (city) /sə/ 34

zebra シマウマ z (zebra), se (close) /zə/ 35

ship ふね sh (ship), ti (nation) /ʃə/ 36

Asia アジア s (Asia), ti (equation) /ʒə/ 37

mouse ネズミ m (mouse), mm (hammer) /mə/ 38

nut ナッツ n (nut), nn (winner) /nə/ 39

ring ゆびわ ng (ring) /ŋ/ 40

hat ぼうし h (hat), wh (who) /hə/ 41

lion ライオン l (lion), ll (hill) /lə/ 42

ring ゆびわ r (ring), rr (parrot) /rə/ 43

watch うでどけい w (watch), wh (what) /wə/ 44

yacht ヨット y (yacht), i (onion) /jə/ 45




