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読むのを学ぶことは火を付けることである。綴られた全ての音節が火花である。*1
ヴィクトル・ユーゴー
あなたは今、驚くべきことをしています。あなたの目はこの言

はほんの一握りです。私たちは読書家であるにもかかわら

葉をスキャンしていますが、一瞬たりとも意識することなく、

ず、流暢な読書につながる精神的・神経的なプロセスには目

ヒトが進化の過程で生まれ持っていない能力を使っている

を向けてはいません。幸いなことに、神経科 学、認 知心 理

のです。あなたは今、文字を読んでいますが、この文字を読

学、発達心理学、言語学などさまざまな分野の知見と、脳機

む能力というのは、話す能力とは異なり、後天的なスキルで

能イメージング技術（脳内の機能を様々な方法で測定し、そ

す。読む能力は文化的な発明と言え、私たちヒトが文字を使

れを画像化すること、またはそれに用いられる技術）の進歩

い、読み始めたのは約5,000年前のことです。実際、多くの

により、
「読む力の科学」として知られている「子どもたちが

文化は現代まで文字を持たないままでした。

どのようにして読み書き能力を身につけていくのか」につい
て、研究者たちの理解は格段に深まってきています。

皆さんのお子さんがどのようにして言葉を覚えたかを考えて
みましょう。3歳にもなると、特別なことを教えていなくて

それでは、文字や言葉を読む時に脳内で何が起こっている

も、一般的には約1,000語の単語を認識し、高度な文法規

のかを見てみましょう。読むことを学ぶと、脳の構造が変化

則に従った3〜4語の文章を作ることができると言われてい

します。この脳の可塑性には、新しい目的のために脳の既存

ます。ただ単に両親や大人、子ども同士におけるやりとりの

の構造を再配線することが含まれます（算数のような最近

中でこの能力を習得します。話すことは自然にできるように

の文化的発明でも同じことが起こっています）。言葉を読む

なると言えるでしょう。一方で、読む力を身に着けるには、丁

ということは、脳の奥にある視覚システムと、左半球にある

寧な指導と時間をかけた練習が必要です。私たちの多くは、

言語システムを結びつけることです。この接続は5分の1秒以

この練習を行う場所が学校となります。

下の速さで行われますが、これを可能にしているのが、同じ
く左半球にある「視覚性単語形状領域」と呼ばれる特殊な

「リテラシー（読み書きの能力）は21世紀の力である」とい

領域です。この領域は、文字を読めるようになって初めて活

うのは決まり文句ですが、この重要な能力、つまり活字から

性化されます。しかし、このような接続を生まれつき持って

意味を得る能力がどのように発達するかを理解している人

いる人はいません。
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クメール語が読めなければ、上記の文章は視覚的語形領域

子どもの学習方法を理解する上で、もう一つ重要となるのが

を活性化しません。漢字、ひらがな、ローマ字など、自分が

心理学者のフィリップ・ゴフとウィリアム・タンマーによって

読めるようになった文字だけが、この脳の領域を活性化しま

提唱された「シンプル・ビュー・オブ・リーディング」です。こ

す。この脳の回路は驚くほどに柔軟性があります。印刷物の

の考え方によれば、読解力は単語認識と言語理解という2

向きやフォントの種類が変わっても読むことができます。

つのスキルから構成されています。

You can eevn raed snteenecs in wchih the leetrts of

が単純であることを示唆するものではありません。文章を理

amlsot ervey wrod hvae been mxied up.

解するためには、まず単語を認識および読解して音声化する

この左記の文章の様に、綴りが誤っていても意味を解釈し、

力（単語認識）と、解読された話し言葉を理解する力（言語

読むことができます。）

理解）が必要なのです。

これは読解のプロセス

単語認識 × 言語理解 ＝ 読解力
ここでは、この公式における最初の部分の「単語認識」につ

しかし、単語の認識だけでは十分ではありません。

いて詳しく見ていきましょう。

英語を母国語とする成人の

「pepatung」という単語を読むことはできても、それがマ

平均語彙量は、約40,000語と言われています。この単語量

レー語でトンボを意味することを理解するまでには至りませ

に対し、単語を一つずつ記憶することは効率的ではないでし

ん。ここで、
「シンプル・ビュー・オブ・リーディング」の公式

ょう。しかし幸いなことに、音韻認識とフォニックスいう単語

の後半部分である「言語理解」が必要になります。言語理解

認識のサブスキルがあれば、単語認識の作業がはるかに容

とは、語彙や予備知識（例えば、フランス革命についての文

易になります。 音韻認識、特に音素認識は、話し言葉の中で

章を 理 解するには、十 分な 背景 知 識 が なければ できませ

単語に含まれる個々の音（音素）を認識し、操作することを

ん）、そして文法や文章構成などの言語構造の理解から成り

可能にします。このスキルは、音素を文字で表して読みや綴

立っています。

りを表現するフォニックスの前段階です。子どもがデコーデ
ィング（単語や言葉を音に変換すること）を習得し始める

「シンプル・ビュー・オブ・リーディング」は、教育者と保護

と、自動的かつ流暢に単語の認識ができるようになります。

者の双方にとって、子どもたちの読解力習得の支援方法つい

英語のデコーディングを学ぶには、特別な努力が必要です。

て重要な示唆を与えています。まず、関西国際学園で導入し

その理由として、英語は不透明な正書法をもつ言語と言われ

ているLetters and Soundsのフォニックスプログラムのよ

ており、つまり文字と音が不規則な対応をする言語なので

うに、体系的で包括的なフォニックス指導を通じて、子ども

す。具体的には26の文字と、350以上の組み合わせが可能

たちのデコーディング能力を育むことの重要性を明確に示し

な44の音素（音）があり、それらの間に複雑な関係がありま

ています。さらに、どの年齢であっても幼い頃より家庭や学

す。その一方で、透明な文字体系（浅い正書法）をもつフィン

校で、深く広く知識や語彙を育むことにも努めなければなり

ランド語は、29の文字と29の音素があり、それらが1対1で

ません。

対応しているだけなので、子どもたちにとってデコーディン
グを学び、単語を認識することはとても簡単なことと言えま
す。

「シンプル・ビュー・オブ・リーディング」の後続の研究によ
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“To learn to read is to light a ﬁre; every syllable that is spelled out is a spark.”
̶ Victor Hugo
You are doing something remarkable right now. As

Despite being proﬁcient readers, we are oblivious to

your eyes scan these very words, you are, without a

the mental and neural processes that lead to ﬂuent

moment of conscious awareness, doing something

reading. Fortunately, thanks to insights from

that you did not evolve to do. You are reading. And

disciplines as diverse as neuroscience, cognitive

reading, unlike speaking, is an acquired skill. It’s a

psychology, developmental psychology and linguistics,

cultural invention that we only started using about

along with advances in neuroimaging technologies,

5,000 years ago. Indeed, many cultures remained

researchers now have a much better understanding

pre-literate until modern times.

of how children make the transition to literacy: this is
known as the “science of reading.”

Consider, for a moment, how your own children
learned to speak. By the age of three, without any

Let’s start by looking at what is happening in the brain

formal instruction, the average child recognizes about

when we read. As we learn to read, the structure of

1,000 words and can form three- to four-word

the brain is transformed. This brain plasticity involves

sentences that follow sophisticated grammatical

the rewiring of existing structures of the brain for

rules—all of this just through interaction with

new purposes (we see the same thing happening with

parents, other adults and children. Speaking just

other recent cultural inventions like arithmetic).

seems to happen. Learning to read, on the other

Reading a word connects the visual system at the

hand, requires careful instruction and deliberate

back of the brain with the language system in the left

practice over time. For most of us, this happens at

hemisphere. This connection, which happens in less

school.

than a ﬁfth of a second, is made possible by a
specialized area, also in the left hemisphere, known

It’s a cliché to say that literacy is a 21st century skill,
yet few of us understand how this critical ability—the
ability to derive meaning from print—develops.

as the Visual Word Form Area. This area is only
activated once we learn to read. Nobody is born with
these connections.

Another seminal contribution to our current
understanding of how children learn to read is the
Unless you can read Khmer, the sentence above will

Simple View of Reading. This idea, proposed by the

not activate your Visual Word Form Area. Only scripts

psychologists Gough and Tunmer, established that

that you have learned to read will activate this area of

reading comprehension is the product of two sets of

the brain—even scripts as diﬀerent as Chinese

skills: word recognition and language comprehension.

characters, kana and the Roman alphabet. This brain

This view does not suggest that the process of

circuit is surprisingly ﬂexible. You can read print in

reading is simple. It states that to comprehend a

diﬀerent orientations and in diﬀerent font types. You

passage of text, the reader must be able to ﬁrstly,

can eevn raed snteenecs in wchih the leetrts of

decode the words into speech (word recognition) and

amlsot ervey wrod hvae been mxied up.

also understand the decoded speech (language
comprehension).

The Simple View of Reading (Gough and Tunmer, 1986)
Word Recognition x Language Comprehension = Reading Comprehension
Let’s take a closer look at the ﬁrst part of the

However, word recognition alone is not enough.

equation, word recognition. Adult English speakers

Although you can read the word pepatung, it is

typically have a receptive vocabulary of about 40,000

unlikely that you understand that it means dragonﬂy

words, so memorising each word in English would be

in Malay. This is where the second part of the Simple

a terribly ineﬃcient task. Fortunately, the word

View of Reading comes into play: language

recognition subskills of phonological awareness and

comprehension. Language comprehension consists

phonics make the task of word recognition much

of vocabulary, background knowledge (you would not

easier. Phonological awareness, especially phonemic

be able to understand a passage of text about the

awareness, allows us to recognize and manipulate the

French Revolution, for example, unless you had

individual sounds (phonemes) in spoken language.

suﬃcient background knowledge), and understanding

This skill is a precursor to phonics, where phonemes

of language structures, such as grammar and syntax.

are represented by letters to read and spell. As a
child begins to master the decoding process, word

The Simple View of Reading has important

recognition becomes automatic and ﬂuent. Learning

implications, for both educators and parents alike,

to decode English demands extra eﬀort, as English is

regarding how we should support children as they

orthographically opaque, with a complicated

learn to read. Firstly, it underscores the importance of

relationship between the 26 letters and 44 phonemes

fostering the development of children’s decoding

(sounds) which can be combined in over 350 ways.

skills through systematic and comprehensive phonics

Finnish, a language with a transparent (shallow)

instruction, such as the Letters and Sounds phonics

writing system, has only 29 letters and 29 phonemes

program that we have implemented at KIA.

with a one-to-one correspondence and is, therefore,

Furthermore, we should strive to nurture the

much easier for children to learn to decode and

development of deep and broad content knowledge

recognize words.

and vocabulary from an early age, both at home and
at school.
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Reading proﬁciency is essential for academic
achievement and workplace success, and is positively
associated with long term physical, economic, and
social outcomes . To support all children in becoming
competent readers like us, educators, and, to some
extent, even parents, have a responsibility to try to
understand and act upon the scientiﬁc evidence
regarding how children learn to read. The evidence
base to guide our teaching practices in the science of
reading is stronger now than it has ever been.

