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レッスン：

Alphabet「アルファベット」
概要：
所要時間：
目的：
基本文：
学習する単語：

1 回 10 分
アルファベットの発音、読み書きの練習
なし
a – apple, b – butterfly, c – cake, d – dog, e – egg, f- flower, g – glue, h –
hat, i – ice-cream, j – jellyfish, k – kangaroo, l – leaf, m – mouse, n –
nose, o – orange, p – panda, q – quilt, r – rabbet, s – sun, t – turtle, u –
umbrella, v – vase, w – watch, x – x-ray, y – yacht, z – zebra.
A – ant, B – banana, C – cat, D – deer, E – elephant, F – fish, G – grapes,
H – house, I – ink, J – jacket, K – kite, L – ladder, M – monkey, N –
necklace, O – owl, P – pencil, Q – queen, R – rainbow, S – seal, T – tiger,
U – unicycle, V – van, W – window, X – xylophone, Y – yoyo, Z – zipper.

ダウンロードしていただく資料：
絵カード：
印刷可能な資料：

リーダーズ:
歌：

アルファベットの絵カード（小文字の次に大文字）
• アルファベット関係のワークシート
• リーダーズワークシート
• The ABC Song の歌のポスター
The Alphabet Book
The ABC Song

上記の資料は https://www.kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html からダウンロードできます。

その他に用意するもの：
•
•
•

型どられたアルファベット文字（プラスチックや木のブロック文字）
ボードとマーカー／チョーク
CD プレーヤー、カセットデッキまたは音楽を再生できる機器

メモ：
アルファベットのために 1 レッスン丸々利用する事はお勧めしません。各レッスン 前に、
アルファベットの復習も兼ねて 10 分ほど教えるのが理想的です。アルファベット(先に小文
字、次に大文字)は、いくつかのレッスンに続けて教え、各レッスン終わりに復習するよう
にしましょう。教えるのアルファベットの文字数は、教えている子の能力に合わせて下さい。
5～7 歳には 3 文字、7 歳よりうえは、5 文字で調整してみてください。
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レッスンの概要
ウォームアップと復習：
1.
2.
3.
4.
5.
6.

「The ABC song」歌う
絵カードを使ったアルファベット文字の導入
アクティビティをしながら、アルファベットの練習
ゲームをしながらアルファベットの練習
アルファベット練習のワークシートをする
「The ABC song」をもう一度歌う

アルファベット全ての文字の復習アクティビティ
1.
2.
3.
4.
5.

「The ABC Song」を歌う
アルファベットゲームをする
アルファベット文字全部のワークシートをする
リーダーズの「The Alphabet book」を読む
「The ABC Song」を再度歌う

単語を教え始める：
1. 早いうちから文字の組み合わせを教えておく。
2. 早いうちから簡単な単語を教えておく。

まとめ：
1. アルファベットワークシートを宿題として用意しておく。

レッスンの流れ：
ウォームアップと復習：
1. 「The ABC Song」を歌う
アルファベットタイムを示すため、レッスンを「ABC song」で始めましょう。でき
たら、アルファベットの切り取った文字をお教室の壁に、生徒が届かない位置に貼
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り付けておきましょう。そして、歌で出てきた文字をすかさず指します。もしもア
ルファベットを壁に貼れない場合は、歌だけ歌いましょう

「The ABC Song」の歌詞
一番

二番

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
V W and X Y Z

ABCDEFG
HIJKLMN
OPQRSTU
V W and X Y Z

I can sing my ABCs,
Won’t you sing along with me?

I can sing my ABCs,
Won’t you sing along with me?

当サイトの歌のビデオを見せて、生徒にパフォーマーと一緒に歌ってもらう方法も
あります。

2. 絵カードを使ったアルファベット文字の導入
5〜7 歳の生徒には、１レッスン３文字教え、7 歳以上の生徒には５文字教える事を
お勧めします。始めは小文字から始め、全て覚えたら大文字を教えましょう。
いくつか文字を教えましたら、絵カードを使って文字の復習をしてみましょう。例
えば、「a」のカードを上に掲げ、その文字と文字の発音を生徒に確認します。その
後、裏の絵を見せ、その名前を言わせましょう。この方法を他の文字でも行います。
新しい文字に関しては、下の方法を参考にしてください。レッスンのこの部分では、
楽しく早く作業を進めてください。
1) 生徒を自分の周りに集まるように言いましょう。できればみんな床に座るよ
うにしてください。カードの受け渡しが簡単に行える範囲にみんながいるこ
とが大事です。
2) アルファベット文字の絵カードを上に掲げて、生徒全員が見えるようにしま
す。
3) みんなで声を合わせて、３〜５回ほど、その文字を言ってみます。それから
生徒一人一人順番にその文字を発音してもらいます。
4) その文をはっきりと生徒に向かって発音してあげてください（例：「A is for
“ah” … ah –ah- ah」）。みんなで先ほどと同じように発声し、また同じように
一人一人の発音を確認しましょう。
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5) 発音した文字で始まる単語を言ってみてください。片面に文字、もう片面に
絵があるカードはこの練習に適しています。（例：「What is this?（これはな
んでしょう？）」（「A」を言わせます。）「And A is for …?」（「ah」と言
わせます。）「And “Ah” is for …（カードをひっくり返して）”apple!”」 みん
なで声に出して練習し、また一人一人の発音を確認してあげましょう。
２）〜５）のポイントを押さえたやり取りは、下のようになります。

先生： (A の絵カードを見せて) “A .. A .. A .. repeat A（A をリピート）”
生徒： “A”
先生： “A”
生徒： “A”
先生： “A”
生徒： “A”
先生： “A is for ah .. ah .. ah. Repeat ah （A は、ah… ah をリピート）”
生徒： “ah”
先生： “ah”
生徒： “ah”
先生： “ah”
生徒： “ah”
先生： “A, is for ah, is for (カードを裏返す) apple .. apple .. apple .. repeat apple
（A はりんごの A。りんご、りんご… りんごをリピート”
生徒： “apple” （りんご）
先生： “apple” （りんご）
生徒： “apple” （りんご）
先生： “apple” （りんご）
生徒： “apple” （りんご）
先生： “Good! What’s this? （よく出来ました。これはなんですか？）“ (“A”
を見せながら)
生徒： “A”
先生： “Is for?（は、・・・）“
生徒： “ah”
先生： “Is for?（は、・・・）” (カードを裏返して)
生徒： “apple（りんご）”
先生： “Well done!（よく出来ました！）” (今度は、個別に聞いていきま
す。)
6) ファイナルチェックを行ってください：
先生： What's this?（これはなんですか？） ('A'のカードを見せて)
生徒： 'A'
先生： And 'A' is for...?（「A」は、・・・？）
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生徒： 'ah'
先生： And 'ah' is for...?（「ah」は、・・・？）
生徒： 'Apple! ‘（りんご）
7) 今度は次の文字を同じように練習してみましょう。

文字を教える際、下のアクティビティ 3. を組み込んでみてください。
3. アクティビティをしながら、アルファベットの練習
下に新しい文字を教える際に使えるアクティビティを紹介しています。上手く組み
合わせて、文字の取得に興味を持たせ、楽しく教えてあげましょう。
•

Give and give back （カードの受け渡し）：絵カードをある生徒に渡し、その
生徒にその文字を言わせ、きちんと発音させ、裏の絵も言ってもらいます。
言えたら、カードを返してもらいます。これを他の生徒にもやっていきます。

•

Pass It（パスする）：生徒と輪になって座ります。絵カードを出し、そのカ
ードの文字を言います（例：「A」）。そのカードを横の生徒に渡し、その生
徒にも同じように文字を声に出してもらい、次の生徒にカードを回してもら
います。一周するまで、それを繰り返します。

•

Pick it up（拾う）：絵カードを床にばらまいておきます。生徒に一枚拾わせ、
そのカードの文字をきちんと発音してもらい、絵も答えてもらいましょう。
正しく言えたら、そのカードを受け取ります。

•

Write on the board（ボードに記入）：子供とは、ホワイトボードとかに書く
のが大好きです。文字を教え終えた後、生徒にチョーク／マーカーを渡し、
ボードに文字を（なるべく大きく）書いてもらいます。まとめて何人かの生
徒に出てきてもらい、書いてもらってもいいでしょう。

•

Magic Finger（魔法の指）：絵カードを生徒の前に出し、その生徒にカードの
文字を“魔法の”指でなぞってもらいます。先生も“魔法の”指でその文字
を空気に書き、生徒に真似してもらいます。それをみんなでいろんなところ
でもなぞってもらいましょう。例えば、「P」を手の平に書き、次に床に書く。
今度はお友達の背中に書き、頬にも書く。壁に書いて、足にも書く・・・と
続きます。
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4. ゲームをしながらアルファベットの練習
３〜５個の文字を教え終えたら、その文字を組み込んでゲームをしてみましょう。
これらは、それに役立つゲームです。週ごとに変えて、変化を出します。
•

Slow motion（スローモーション）：アルファベットの絵カードを文字を自分
に向くように持ちましょう。一番最初のカードだけを裏返し、文字が他のカ
ードで隠れるようにしてください。ゆっくりとそのカードを上にずらしてい
き、その間に生徒になんの文字なのか当ててもらいましょう。最初にその文
字を当てた生徒にそのカードをあげます（１ポイントとして）。他：難しく
する場合は、文字が逆さに出るようにしてみましょう。

•

Letter touch（文字タッチ）：アルファベット絵カードを文字が上になるよう
に散らしておきます。生徒に手を上にし、カードを囲むように座ってもらい
ましょう。先生が文字を言い、生徒はその文字のカードを手で叩きます。最
初にそのカードに触った生徒は、そのカードを自分の分（ポイントとして）
にできます。カードがなくなるまでやり、最後一番手持ちカードの多かった
生徒の勝ちです。日本のカルタ遊びの要領です。

•

Vanishing Alphabet Flashcards（消えるアルファベット絵カード）：絵カード
を正しい順序で生徒の前に並べておきます。全員に目をつむるように言い、
その間にカードを一枚抜いておきます。生徒に目を開けるように伝え、最初
に消えたカードを当てた生徒がそのカードを（ポイントして）もらうことが
できます。カードがなくなるまでやり、最後一番手持ちのカードが多かった
子の勝ちです。他：難しくする場合は、カードをアルファベットの順序でな
く、ランダムに置いてみましょう。

•

Hold it up（上に持って）：カードを全て生徒に配ります。文字を言い、その
カードを持っている生徒は、そのカードを上に持つようにします。他：カー
ドを上に持った生徒にやらせる動きもついで言ってみましょう。例：「 The
student with card “D”, jump 5 times!” (「D」のカードを持っている人は、5 回ジ
ャンプ！)」

•

Find It （探して）：アルファベットの絵カードを一枚選び、生徒にその文字
から始まるものを探してもらいましょう。（例：「A」—arm（腕）、「 B
」—Block（ブロック）、「C」—clock（時計）。
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5. アルファベット練習のワークシートをする
生徒に新しい文字の練習のためにワークシートを与えましょう。生徒がワークシー
トをやっている間、お教室を回り、生徒一人一人に質問してみましょう。（What is
this letter? （この文字は何？） “A”, What sound is it? （どんな音なの？） “ah”. And
what is the picture? （絵は、何？） “An apple”.（りんご)

アルファベット写しの注意
アルファベットの写しは、文字を書く上で大事にエクササイズです。文字の写しの練習は、
楽しいエクササイズにもなります。文字を吸収していく上で非常に重要なプロセスです。
•
•
•
•
•

•
•

生徒が文字の写しを始める前に、書き順を教えましょう。
文字を書きながら、その文字を言うようにしましょう。
小文字、大文字であるかも言ってもらいます。例：書きながら「big 'A'（大文字）,
small 'a’（小文字） 」と言う。
色鉛筆やクレヨンを使って書かせましょう。文字の他に絵を描かせてもいいでしょ
う。
生徒が写しをしている間、生徒を注意してみましょう。書き順が合っているか、文
字との間にスペースを空けているか、文字の大きさなど、間違っていたら、終えて
あげましょう。書いている間、すでに終えた文字を指して、その文字を言えるか確
認しましょう。
生徒に、書いた各文字の中で、一番できたのに丸をつけさせましょう。
最後にそれぞれの生徒の用紙を持って、質問を投げかけたり（「 what is this letter?"
（この文字は何ですか？）」）、間違いを指摘したりしましょう。なるべく褒めて
あげるようにした方が好ましいです。

6. 「The ABC song」をもう一度歌う
最後にアルファベットレッスンが終わったと言う意味で歌をもう一度歌いましょう。
絵カードをボードに貼り、歌に出てくる文字と合ったカードを指差していきましょ
う。
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アルファベットの復習
アルファベットを全て教え終えても（小文字でも大文字でも）、単語を教える間に
もアルファベットの復習・練習を怠ってはなりません。下にある、復習用のエクサ
サイズを参考にしてください。

1. 「The ABC Song」を歌う
アルファベットレッスンのスタートは、「ABC Song」で始めましょう。その歌と一
緒にできるアクティビティもあります。
•
•
•
•

•

•

歌を歌いながら、手を叩いたり、ももを叩いたりしましょう。
歌のポスターを印刷し、生徒に全員に配ります。歌と合わせてポスターの文
字を指差してもらうようにしましょう。
文字のブロックなどを生徒に渡し、正しい順序に並べてもらい、歌に合わせ
て文字を指差してもらいましょう。
A4 用紙に文字を１文字ずつ印刷し、それをお教室の壁に貼ります。なるべく
４つの壁に均等になるように貼ってください。歌と合わせて生徒に文字を指
差してもらいましょう。
アルファベット絵カードを用意します。アルファベットの順番通りに生徒に
配り、どの生徒も同じ枚数あるようにします。歌を流し、それに合わせて、
出てきた文字のカードを持つ生徒がそれを上にかざすようにします。（順番
に配っているので、最初の生徒が「A」が歌われたら「A」カードを出し、
「B」が歌われたら、次の生徒が「B」のカードを出し・・・と言う感じに続
きます。）
アルファベットの絵カードを準備します。カードをランダムに生徒に配り、
みんな同じ枚数になるようにします。歌を流し、それに合わせて出てきた文
字のカードを持つ生徒が、それを上にかざすようにします。（「A」が歌われ
たら「A」カードを持つ生徒がそれを上げる、「B」が歌われたら、「B」の
カードを持つ生徒が、そのカードをあげます。歌が流れている間、カードが
次から次へと下がったり、上がったりすることになります。）スピードが早
いので、このエクササイズは十分にアルファベットを練習したクラスで行っ
てください。

2. アルファベットゲームをする
アルファベットを全てやった後に遊べるゲームのリストです。
•

Alphabet scramble（アルファベットスクランブル）：アルファベットの絵カ
ード、もしくはプラスチック製のアルファベットブロックを使います。でき
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たら最低でも２セット用意してください。生徒にグループに分かれてもらい、
バラバラになったアルファベットカード、もしくはプラスチックブロックを
それぞれのグループに与え、掛け声と共にアルファベットを正しい順番に並
べてもらいます。
•

Bingo（ビンゴ）：数字の代わりに文字のビンゴカードを作ります。ビンゴの
要領で遊び、最初に人並び、もしくは全ての文字が埋まった人が優勝としま
す。

•

Concentration （集中）：このゲームでは、アルファベット絵カードが２セッ
ト必要です。それぞれのセットを表を下にして床に置きましょう。順番に生
徒一人ずつ、二つの山から一番上のカードをめくります（出た文字を声に出
しましょう）。めくったカードが同じであれば、その生徒はそのカードをも
らえます。ですが、違った場合は、それぞれの山にカードを戻しましょう。
最後に一番カードのペアが多かった人が勝ちです。

•

Hot Potato（ホットポテト）：アルファベット１文字をボードに書きます。柔
らかいボールを用意し、それを生徒に投げます。それをキャッチした生徒は、
ボードの文字から始まる単語を言い、また先生に投げ返すか、別の生徒に投
げます。

•

I spy（スパイ）：先生が「「B」で始まるものを小さなスパイの目で見ていま
す。」と言います。生徒はその物を当てるというゲームです（例：
「book」）。

•

Yell it（叫べ）：生徒たちに目を閉じてもらい、先生がやっている事が見えな
いように、背を向けてもらいましょう。文字の絵カード、文字ブロックなど
を選び、お教室のどこかに隠します（カーテンの後ろ、椅子の上、本の下な
ど）。「Go!」の叫び、一斉に隠したカードや文字ブロックを探してもらいま
す。見つけた生徒は、大きな声でそのことを伝え、ポイントを獲得します。
このゲームは一文字ずつやってもいいですが、複数の文字でやっても面白い
でしょう。

•

Letter Shapes Race（文字レース）：アルファベットのブロックなどが好まし
いです。
絵カード、あるいは文字ブロックを床に散りばめます。生徒にお教室の後ろ
の壁に横一列に並んでもらい、先生の掛け声と共に、一斉にアルファベット
の最初の文字「a」を探してもらいましょう。それを見つけた生徒には、「A!」
と叫んでもらい、その生徒はその絵カード、あるいは文字ブロックをもらえ
ます。次は「b」を探しにレースしてもらい、見つけた生徒は「B!」と大声で
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叫びます。これを順に「z」までやりましょう。最後に一番多く絵カード、あ
るいは文字ブロックを獲得した人が勝ちです。
•

Alphabet Boxes（アルファベット箱）：26 個のティッシュ箱を用意し、各箱
にアルファベットの 1 文字が書いてあるようにします。箱の中に、箱の文字
と当てはまる文字から始まる物を入れていってもらいましょう。実際の物で
はなく、絵でも良いでしょう（これは、週単位、または月単位で行うと良い
でしょう）。最後、みんなで中身を確認しましょう。

3. アルファベット全ての文字のワークシート
レッスンの前に、アルファベット全ての文字のワークシートの一つを印刷しておき
ます。「writing（書き）、tracing（なぞり）、matching（マッチング）」エキササイ
ズのどれでも構いません。 生徒がワークシートをやっている間、お教室を回り、生
徒一人一人に質問してみましょう。（what is this letter? （この文字は何？） “A”,
What sound is it? （どんな音なの？） “ah”. And what is the picture? （絵は、何？）
“An apple”.（りんご)
4. リーダーズ「The Alphabet book」を読む
レッスンの前に、リーダーズの「The Alphabet book」を当サイトからダウンロード
し、印刷しておきましょう。ページをめくる毎に、絵を指差し、何が起きているの
か生徒に聞いてみてください。例えば：

先生： (2 ページから) What are these letters?（これらの文字は何ですか？）
生徒： A, B and C. （A、B,と C）
先生：Yes, that’s right!（はい。よくできました。） And what is this?（それではこれ
は？） (木を指差して)
生徒： It’s a tree.（それは木です）
先生： Yes, good! （正解です！） (読む) “a b c sitting in a tree.”（A,B,C が木にとまって
る）
文章は、韻を踏んでいますので、楽しく言えます。生徒たちに、一緒にリピートし
てもらいましょう。例えば：

先生： (3 ページから) “d e f cooked by a chef”（d、e、f 、シェフによって作られた）
生徒： “d e f cooked by a chef” （d、e、f 、シェフによって作られた）
リーダーズのお話を読み終えた後、生徒にワークシートを配り、文字をリーダーズ
の絵に合わせるよう説明しましょう。最後にみんなで答え合わせをしましょう。
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--他、当サイトからリーダーズの動画を観るのもお勧めします。
5. 「ABC Song」を再度歌いましょう。
最後にアルファベットレッスンが終わったと言う意味で歌をもう一度歌いましょう。

単語を教え始める：
1. 早いうちから文字の組み合わせを教えておく。
2. 早いうちから簡単な単語を教えておく。

生徒が単語の読み書きができるレベルにあるか判断が必要です。アルファベットの
文字全部教える前からそれを意識していた方がいいです。
1. 早いうちから文字の組み合わせを教えておく。
子供は、驚くほど文字の組み合わせを覚えるのが早いです。それは読むのに非常に
役立ちます。例えば、「h」の文字を教える時、「ch」という組み合わせを教えまし
ょう。（もちろん、それまでのレッスンで「c」を教えておく。）「ch」の組み合わ
せをアルファベットの１文字のように教えましょう。他の組み合わせは：sh, th, ch,
st, oo, ee, ou。当サイトには、これに合ったワークシートもご用意しております。
2. 早くから簡単な単語を教えておく
子供達の単語の習得の早さに驚かれる事でしょう。アルファベットの「O」までや
った後、「d – o – g」３文字の絵カードをボードに貼り、子供達が正しく発音できる
か、声に出してもらいましょう。他にも下のような単語で練習してみてください。
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bag （カバン）
bat – man (batman)
（バットマン）
bed（ベッド）
big（大きい）
cap（野球帽）
cat（ねこ）
cup（カップ）
fat（太り）
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

fox（狐）
hat（帽子）
hop（跳ねる）
hot（暑い）
jam（ジャム）
jet（ジェット）
kick（キック）
kiss（キッス）
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

leg（脚）
pen（ぺん）
pot（鍋）
rat（ネズミ）
sit（座る）
sun（太陽）
van（ヴァン）
wet（濡れる）
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まとめ：
宿題：レッスンの最後に、アルファベットワークシートを割り当て、習った文字を
習得できるようにしましょう。

•

•

このレッスンプランで使用した絵カード、ワークシート、工作シート、リーダー
ズ、歌は全て kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html からダウンロードでき
ます。
kodomoeigokyozai.jp/esl-kids-lesson-plans.html には無料でご利用いただけるレッス
ンプランが多数あります。

サイト上にミスがあった場合は https://www.kodomoeigokyozai.jp/contact.htm にご連絡く
ださい。
このレッスンプランはこども英語教材(https://www.kodomoeigokyozai.jp)が作成した
もので、著作権の保護下にあります。
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