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Chapter 2 ｜ 動きの指示をするとき

ア．動きの指示をする  Directing Students' Actions TRACK 01 02

1. じっとして。 Stand [Sit] still.

2. 動かないで。 Don’t move. / Freeze.

3. さがってください。 Move back(ward).

①

②

手で動きを示す

4. ぐるっと回ってくださ
い。

Turn around.

指でぐるっと回る様子を示す

5. 前［黒板のほう］を向
きましょう。

Face the front [the board].
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Chapter 8 ｜ ストーリー・テリング

①絵本の読み聞かせ法 How to tell stories

　絵本には、その目的に応じて色々な読み聞かせの方法がある。ここでは
英語を児童に理解しやすいよう読み聞かせ、また読み手にたくさん英語を
発話させながらやり取りする方法を紹介しよう。

a絵本を開く前に Before opening the book

　読み聞かせの前に、表紙を示しながら絵や
タイトルから内容を類推させ、これから始ま
る物語や登場するキャラクターへの興味を喚
起しよう。絵を示しながら、児童が既習の英
語で答えられそうな簡単な質問を投げかけて
やり取りしたり、タイトルを一緒に読むこと

を促したりする。この時点ではまだ答えられない質問を投げかけ、答えを
読み聞かせのあとに考えてみよう、などとストーリーへの期待をふくらま
せてもよい。

 TRACK 01 17

1. 今日はどんな本を持っ
て来たでしょう？

Guess what story book I have today?

2. これは何ですか？ What’s this?

3. この動物の名前を知っ
ていますか？

Do you know the name of this animal?

4. そうですね。これはク
マですね。

That’s right. It’s a bear.

5. これは何色ですか？ What color is this?

6. 茶色かな？それとも黒
色ですか？

Is it brown or black?
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7. 本のタイトルは何で
しょう？

What’s the title of this book?

8. ここです。読めます
か？

Here. Can you read it?

9. 先生が読むので一緒に
読みましょう。

I am going to read it. Can you read along?

10. 準備はいいですか？　
いち、に…

Are you ready? One, two…

11. beardsの意味はわかり
ますか。

What does “beards” mean?

12. さあ、なんでしょうね。 We’ll see.  ＊すぐ答えを出さないで児童に考えさせたい時

13. あとでわかるようにな
りますよ。

We will fi nd it out.

b読み聞かせ Storytelling

　読み聞かせは、聞き手の様子をしっかり観察しながら行おう。また、内
容によってはリズムや抑揚・強弱をつけ、時には間を取りながら感情を込
めて読むようにする。同じセンテンスが何度も繰り返される時には、ジェ
スチャーやキューを出して一緒に読むように誘うのもよいだろう。ストー
リー展開への興味を持たせながら、お話の世界へ引き込むように質問を投
げかけよう。原因と結果が繰り返されるお話の場合には、ページをめくる
前に次の展開をみんなで予想しながら発話を促すのもよい。

本文① TRACK 01 18

On Monday, Bob Bear ate some juicy 

strawberries, and got… 
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（ページをめくる）
…a RED beard!

1. わあ、見てごらん。
 ＊クマの口のまわりを指しながら

Wow! Look at this.

2. 何色ですか？ What color is this?

 （生徒：赤です。） (Student: Red.)

本文② TRACK 01 19

On Tuesday, Bob Bear ate some sweet 

carrot soup, and got…

1. 何曜日ですか？ What day is it?

 （生徒：火曜日です。） (Students: Tuesday.)

2. 何を食べましたか？ What did he eat?

（生徒：甘いニンジン
のスープです。）

(Students: Some sweet carrot soup.)

3. 何が起こるでしょうか？ What’s going to happen? / What do you think 
is going to happen?

本文③ TRACK 01 20

（ページをめくる）
…an ORANGE beard!
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a板書に To the blackboard

 TRACK 02 03

1. こっちを向いて。これ
から話すことは大事な
点だ。

Look (here)! This is important.

2. 弘、これ見える？ Hiroshi, can you see this?

3. 美香、これを読んで。 Mika, read this, please.

4. これを見て、注意して
聞いてください。

Look at this and listen carefully, please.

5. みんな、注意して。 Attention, everyone(, please).

6. この文を見て私に続い
て繰り返しましょう。

Look at this sentence and repeat after me.

b生徒に To the students

 TRACK 02 04

1. 直美に注目。 Look at Naomi.

2. 彼女の口（の動き）を
見て。

Watch her mouth.

3. 隣の人と向き合って。 Face your partner [neighbor].

4. 正人が何を用意してい
るか見てみよう。

Let’s see what Masato has to [will] show us.

5. 令子がその文の意味を
身振りで表すのを見て
みよう。

We’ll see how Reiko acts out the sentence.
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a誤りの訂正 Correction of mistakes

ア．誤りを指摘する  Pointing out errors TRACK 02 60

1. それは正しくない。 That’s not correct. / That’s incorrect. / That’s 
wrong. / You can’t say that. / I’m afraid [I’m 
sorry] that’s wrong.

2. 違う答えはありません
か？

Can you give me another answer?

3. 誰かほかに答えること
ができる人は？

Can anyone else answer?

4. 答えに自信があります
か？

Are you sure about your answer?

5. 時間をあげます。考え
てみて。

I’ll give you some time. Think about it.

6. もう一度やってごらん。 Take your time and try again.

イ．小さな［大きな］誤り  Slight [Serious] errors TRACK 02 61

1. ほんのわずかな誤りが
ある。もう 1回言って
みなさい。

Just a slight error. Say it again.

2. ほんの小さな間違いで
す。もう 1回やってみ
なさい。

It’s only a small mistake. Try again.

3. 心配いりません。非常
に小さな間違いです。

Don’t worry. It’s a very small mistake.

4. これは重大な間違い
だ。訂正しなさい。

This is a serious mistake. Correct it.
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b場面ごとの誤りの訂正 Correction in specific skill areas

ア．音 声  Sound TRACK 02 62

1. それは正しい発音では
ない。もう 1回。

That doesn’t sound right. Try again.

2. ちょっと待って。私の
口を見て、もう 1回
言ってごらん。

Wait. Look at my mouth and try again.

3. 私の口の動きをよく見
て、繰り返してください。

Please watch how my lips move and repeat 
after me.

4. 私の上の歯を見て。下
唇に触れているでしょ
う。もう一度 vaseと
言ってごらん。

Look at my upper teeth. They’re touching my 
lower lip. Say it once more ‘vase’.

5. あなたの thの発音は
正しくない。私の口を
見て /θ/と言って。

Your ‘th’ sound isn’t correct. Look at my 
mouth. Say /θ/.

6. likeのあとの sは /z/と
は言わない。もう一度
Tom likes pop music.
と言ってごらん。

Don’t pronounce ‘s’ as /z/ after ‘like’. Say it 
again ‘Tom likes pop music’.

イ．文 法  Grammar TRACK 02 63

1. いや、君の文には間違
いがある。I go, you go, 
he goesだから I swim, 
you swimでそれから？

No, there’s a mistake in your sentence. ‘I go, 
you go, he goes. I swim, you swim,’ then 
what?

2. flowerのあとに何か忘
れましたね。one fl ower, 
two flowers, さて 3つ
の場合は？

You forgot something after the word ‘fl ower’.
One fl ower, two fl owers and three what?
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①重要構文 Important Constructions

a  意 味 Meaning

ア．日本語で意味をとらえさせる  Through Japanese TRACK 03 42

1. この文はどういう意味
ですか？

What does this sentence mean? / What is 
the meaning of this sentence?

2. 日本語では？ In Japanese?

3. その文を日本語に訳し
てください。

Put the sentence into Japanese.

4. この語はどういう意味
ですか？

What does this word stand for? / What does 
this word mean?

生徒の応答 Student Response

これが主語でしょう？ This is the subject, isn’t it? / Is this the subject?

動詞はどれですか？ Which (word) is the verb? / Where is the verb?

イ．聞いてその文の内容を考えさせる  Listening for meaning 

 TRACK 03 43

1. この絵を見て、よく聞
きなさい。

Look at this picture, and listen carefully.

2. sheは誰ですか？　彼女
は何をしたいのですか？

Who is ‘she’? What does she want to do?

3. この男の子は彼女を
知っていますか？

Does this boy know her?
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