はじめに

皆さんは、天才物理学者 アルバート・アインシュタインの次のことばを聞
いたことがありますか。

“If you want your children to be intelligent, read them fairy tales. If you want

them to be more intelligent, read them more fairy tales.”
（我が子に知性を身につけさせたかったら、おとぎ話を読んであげなさい。も
っと知性を身につけさせたかったら、もっとおとぎ話を読んであげなさい。
）
これはアインシュタインが子どもに本を読み聞かせることの大切さを説いたこ
とばです。たくさん読み聞かせてあげれば、それだけ子どもの知性を伸ばすこ
とができるというものです。
事実、読み聞かせは子どもの心理的、情緒的、社会的、言語的、そして認知
的な発達を促すことが、児童文学や、また脳科学、認知科学、保育学などの発
達心理学的理論をもとに行われた実践的・実証的研究で科学的に証明されてい
ます。
本書は、子どもの情緒や感性を豊かにし、心の発育をもたらす絵本を、日本
の小学生の英語の読み書きや語彙の習得、そして、英語によるコミュニケーシ
ョン能力の育成にどのように活用したらよいかを解説した指導書です。
英語圏には子どもの読み聞かせに使われる絵本がたくさんあります。しかし
日本の小学生を対象に使える英語絵本は非常に限られています。本書は、イソ
ップの寓話を中心に取り上げ、元の英文を、子どもが興味を持ち、英語学習を
しやすいように書き直して絵本の形にし、これをもとに主に教室内で小学校の
先生方が実践できる英語の読み書きの活動例と、その指導手順を解説していま
す。本書で教材として取り上げたストーリーは子どもたちが心得ておくべき道
徳的な教訓を含んでいるだけでなく、理科や社会など他教科の学習に発展させ
ることもできます。
iii

本書をとおして小学校の先生方をはじめ、児童の英語教育に携わる方々が英
語の絵本の効果的な読み聞かせができるようになり、また読み聞かせをとおし
て児童が英語に興味を持ち、指導者の手を借りずに自分一人で英語の絵本を
「読む」ことができるようになるために、是非本書を活用していただきたいと
思います。
本書の作成にあたっては、元上智大学講師、東京外国語大学非常勤講師の

Edward Sanchez 先生にイソップ寓話 6 篇と Chicken Licken のストーリーを日
本の小学生向けにやさしく書き直していただきました。イラストは、神田外語
大学大学院 MA TESOL プログラムの高田シーナ氏に描いていただきました。
お二人に心からお礼申し上げます。また、音声は、神田外語大学の Phillip

Taw 先生、Luann Pascucci 先生に録音をお願いしました。お二人に感謝申し
上げます。
（音声は研究社の公式 Web サイトからダウンロードすることができ
ます。）
最後になりましたが、本書の執筆にあたり、研究社編集部の松本千晶氏に貴
重なご助言とご配慮を賜りました。また、編集部の高橋麻古氏には本書の原稿
のチェックから用語の統一、紙面の整理に至るまで丁寧に編集していただき、
大変お世話になりました。この場をお借りして感謝の意を表します。
2020 年 3 月

田中真紀子
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本書の利用法
本書の目的
絵本（picture book）
は、
「絵を主体とした児童用読み物」
（『広辞苑』第 7 版、
2018）
で、「絵
（または絵と文）
を用いてストーリーやテーマを効果的に表現し
たもの」
（『日本児童文学大事典』第 2 巻、1993）
です。児童用の絵本は、子ど
もの感性や創造性を養う情操教育の一環として多く利用されています。
子どもは本来絵本を読んでもらうことが大好きで、気に入った本は何度も読
んでほしいとせがんできます。そして何度も聞いているうちに、ストーリーだ
けでなく絵本の中のことばや表現もそのまま覚えてしまい、読み手が文章を 1
行飛ばしてしまったりするとそれに気づき、指摘さえしてきます。
小学校の先生方は子どもたちが絵本を読んでもらうことが大好きなことや、
読み聞かせをとおして子どもたちが多くの知識を吸収できることを知っていま
す。また、筆者らが行った研究調査で、
「子どもたちに英語の絵本を読んで聞
かせたい」と思っている先生方が多いことがわかっています
（田中・河合
2017）
。
しかしながら、現在、日本の小学校で使われている英語の絵本は、英語圏で
乳児や幼児を対象に読まれているやや知的レベルが低いものが多く、高学年の
子どもたちの知的好奇心を揺さぶるようなものが少ないように思われます。一
方で、絵本の内容の知的レベルが上がると英語が難しくなり、読み聞かせをし
ても子どもたちは理解できないという問題があります。著者が最近行った小学
6 年生の子どもたち 36 名を対象に絵本を読んでほしいか尋ねた調査では、多
くの子どもたちが「とても読んでほしい」
（5 段階評価の 5）
と答えています。し
かし一方で、「まあまあ」と答えた児童もいて、その理由を聞くと、
「読んでも
らっても意味がわからない」ということでした。意味がわからなければ、せっ
かくの絵本の読み聞かせもつまらないものとなってしまいます。
本書で扱うストーリーでは、子どもたちが英語絵本の中のお話を理解し、さ
まざまな思いをめぐらせ思考力や創造力を養えるように、原作の英語をわかり
やすく書き直し、イラストも工夫しています。また、先生方が絵本を教室内で
の指導に使えるように、読み聞かせの実践方法と指導手順を詳細に示していま
す。先生が読み聞かせの指導をうまく行うことができたなら、子どもたちは英
語絵本の魅力に気づき、絵本が好きになるでしょう。本の楽しさを感じてもら
viii

えたら、次は自分で率先して読んでみようという動機づけにもなります。
本書は、絵本を使って子どもたちに英語の読み書きの指導をしていただき、
子どもたちが最初は一人で少しずつ、最終的には先生の力を借りずに英語が読
めるようになることが目的です。しかし、ことばの習得には、話したり、聞い
たりすることも必要で、その能力が読んだり書いたりする技能を高めることに
つながります。そこで、本書は「読み」
「書き」だけでなく「話す」
「聞く」も
含めた 4 つの技能を統合したさまざまなアクティビティを紹介しています。

本書の構成
第 1 章では、まず、絵本を読んで聞かせることが、子どもの心を豊かにし、
ことばの習得やコミュニケーション能力の育成にとても重要であること、そし
て、絵本を子どもの英語教育にどのように活用することができるかを解説して
います。次に、アメリカの小学校でよく行われている、① Read aloud
（読み聞
かせ）
、② Shared reading
（共有読み）
、③ Guided reading
（誘導読み）
、の 3 つの
読みの指導法を紹介し、それぞれの特徴や目的と実践例、日本の小学校での応
用方法とその際の指導のポイントを解説しています。アメリカの小学校で行わ
れている授業例などもコラムに載せました。続く第 2〜第 4 章で、それぞれの
読みの指導法を用いた具体的な実践方法を、イソップ寓話他から厳選した 7 つ
のストーリーを使って解説しています。どれもわかりやすい簡単な英語に書き
直し、イラストと対応させて、話の内容が理解しやすいように作成しました。

本書を利用するにあたって
① 本書を利用するにあたっては、まず第 1 章で解説する絵本の活用方法をよ
く読んでください。一般的に「読み聞かせ」と言いますが、絵本を使った指
導には目的によってさまざまな方法があります。ただ感情を込めて絵本を読
んで聞かせればそれでよいというものではありません。読み聞かせの成果を
得るには、読みの目的に応じた指導法を学ぶ必要があります。
②

授業で実践する前に、本書の指導手順、指導例をよく読んで、十分に事前
準備をしてください。どの部分をどのように指導するか、どの語をどう教え
るかなども事前に確認しておきます。Guided reading を行う場合は、本書の

絵本ページを研究社の公式 Web サイトよりダウンロードして、子どもたち
と一緒に絵本を作ってください
（詳細は後述）
。
本書の利用法
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本書は、Read aloud, Shared reading, Guided reading の順に教材となるス
トーリーを紹介しています。まずは Read aloud の中のストーリーを読み聞
かせの指導として実践してください。子どもたちがそれに慣れてきたら、

Shared reading, そして Guided reading のストーリーとそれを用いた活動に
進んでください。
③

子どもたちに読み聞かせる前に、ストーリーの英語を正確な発音で感情を
込めて読めるようによく練習してください。自分自身が話に引き込まれるよ
うな感覚を持てるまで何度も繰り返し練習します。読み聞かせている自分の
声を録音して聞いてみるとよいでしょう。そうすると、自分の欠点や改善点
が見えてきます。正確に発音できているか判断できない場合は、同僚の先生
に自分の読み聞かせを聞いてもらったり、教員同士で練習しあったりするの
もよいでしょう。英語を読む練習は先生の英語力の向上にもつながります。
本書では、ストーリー部分の朗読音声データも Web 上にご用意しており
ますので、適宜ご利用ください。
読みの指導の際に使用するワークシートと絵カード
（カラー）も Web 上で

④

ご提供しております。プリントアウトしてそのまま授業でご使用ください。

本書のストーリーを絵本として使う
小学校の先生方をはじめ、児童英語教師の方々に、本書のストーリーを絵本
の形にして子どもたちの指導に活用していただくために、絵本ページの部分を

PDF 形式にして Web 上にご用意しました。ダウンロードした絵本ページは、
教師用の A3 サイズと、第 4 章の Guided reading で使用する児童用の A5 サイ
ズでプリントアウトしてください。ケント紙などの厚紙でプリントアウトする
場合は、絵本ページの左横をホチキスで留め、製本用テープを貼るか、普通紙
でプリントアウトする場合は、ページを 2 枚合わせてラミネートし、ひもや毛
糸、リングなどでとじて、絵本を作成してください。絵の原画
（カラー）
をスキ
ャンしてデータ化したものなので、きれいな色合いのカラー絵本として使用で
きます。
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◆ダウンロード方法
本書に収録の「絵本ページ」「ワークシート」「絵カード」
（PDF 形式）ならび
に音声（MP3）
は、研究社の公式 Web サイト（http://www.kenkyusha.co.jp）
から
以下の手順でダウンロードできます。
（1）研究社 Web サイトのトップページより「音声・各種資料ダウンロード」
にアクセスし、一覧の中から「絵本で教える英語の読み書き」を選んでく
ださい。
（2）そこから、
「ダウンロード」ボタンをクリックし、以下のユーザー名とパ
スワードを入力してください。
ユーザー名：guest
パスワード：pbie0217
（3）ユーザー名とパスワードが正しく入力されると、ファイルのダウンロード
が始まります。PC でダウンロード完了後、解凍してご利用ください。

＊スマートフォンやタブレット端末で直接ダウンロードされる場合は、解凍ツ
ールと十分な容量が必要です。Android 端末でダウンロードした場合は、ご
自身で解凍用アプリなどをご用意いただく必要があります。
＊パソコンでダウンロードして、スマートフォンなどへ転送することもできま
す。ファイルの転送の仕方につきましては、スマートフォンなどの取扱説明
書をご覧くださるようお願い申し上げます。
本書は、発音記号は音素表記を用いています。また IPA（International Phonetic

Alphabet：国際音声字母）の表記を使って、一般アメリカ語（General American）
の読み方を指導しています。ダウンロードして聞くことができる音声もアメリ
カ英語で作成しています。
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② Shared reading
（共有読み）
Shared reading は、クラスの子どもたち全員の前で、通常は大型の絵本を用
いて、文字や語の読み方、読みのストラテジー
（reading strategy）
を教える読み
の指導法です（以下の写真参照）。Read aloud と違うのは、Shared reading は「文
字を見せながら一緒に読む」点です。

Mrs. Sniegowski が Lazy Mary の絵本を Shared
reading している場面

Mrs. Sniegowski が子どもたちと Lazy Mary
のストーリーを演じている様子

使用する絵本は、子どもたちの現在の英語力より少し高めの内容のものを選
びます。Shared reading には、物語に限らず、遊び歌、詩、そして科学や社会
に関連したものなどさまざまなジャンルの絵本が使われます。
最初は先生が、Read aloud して子どもたちに読み聞かせをします。Shared

reading では同じ本を何度も繰り返し読むので、子どもたちは絵本の中のこと
ばをほとんど覚えてしまいます。先生が指し棒で文字を指しながら絵本を読む
時、子どもたちも先生と一緒に声に出して言うので、まるで文字を読んでいる
かのように見えますが、実は何度も聞いて覚えたことを言っているだけだった
りします。しかし子どもたちは、自分たちが口に出して言っていることばと、
先生が指し棒で指し示している文字を一致させながら読むことで、耳で聞いて
覚えたことばと絵本に書いてある文字を少しずつ対応させることができるよう
になります。
16

目的と実践例
Shared reading の目的は、絵本を子どもたちと一緒に読みながら文字や語の
読み方、そして語彙や表現の意味を学習し、少しずつ絵本の内容を理解して、
やがて子どもが一人で読むことができるようにすることです。
では、実践例を見てみましょう。前ページの写真は、Mrs. Sniegowski が幼
稚園のクラスで、Lazy Mary の絵本を使って、Shared reading している場面で
す。主人公の Mary は朝なかなか起きないので、しまいには、起きないのなら、
「お水をかけるわよ」とお母さんが Mary をおどかすというお話です。“Lazy

Mary, will you get up?”（起きてちょうだい）という表現が繰り返し出てきます。
絵本の中のお母さんに扮した Mrs. Sniegowski は、Mary のお母さんがどん
なものを持っていたかを子どもたちから聞き出します。 “Yes, she had a purse,

didn’t she?”（カバンを持っていたわねー）といった具合です。そこで先生が腕に
カバンをかけると、子どもは絵本にある絵とちょっと違うことに気づいて、絵
の中のお母さんはカバンを肩にかけていると先生に教えます。先生がカゴを持
つと、それは赤ずきんちゃんのカゴと同じだと、授業を見学していた私のとこ
ろに言いに来た子どももいました。子どもには優れた観察力があることがこの
ようなことからもうかがえます。子どもたちとのこうしたやりとりをとおして、
先生はストーリーの場面を明確にし、ストーリーのイメージを子どもたちの心
に焼き付けて、語や表現を教えます。
先生は、全体を読んだ後に、まずストーリーの主人公
（main character）
が誰
か、子どもたちに質問します。ある子どもが「main characterって何？」と質
問すると、先生は “I’m glad you asked. Main character is who the story is about.”
（聞いてくれてよかったわ。ストーリーの中心人物のことですよ）と答え、main

character が何を意味するか教えます。そしてストーリーは主人公を中心に展
開 す る こ と、主 人 公 は い ろ い ろ な 問 題
（problem）
に 直 面 し て、最 後 に 結 末
（solution）があることを、ストーリーの流れを確認することで認識させます。
すると子どもたちは、次のストーリーを聞く際に必ず主人公が誰なのかを考え、
それが中心となって話がどのように展開するのかを予想するようになります。
どんな問題が起こり結局はどうなったのか、頭を整理しながらストーリーを聞
けるようになるのです。それは、次のストーリーを読み聞かせてもらう時に子
ども自身が、先生に “Who’s the main character?” と問うようになることから
確認できます。
第 1 章 絵本の読み聞かせはとても大切
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Story 1

The Hare and the Tortoise『ウサギとカメ』

The Hare and the Tortoise

Written by Aesop.
Adapted by Edward Sanchez. Illustrated by Sina Takada.

Harry is a hare. Harry likes to hop. Harry hops very fast. He is
very proud and confident of his hopping.
Terry is a tortoise. Terry is very slow, but he is a hard worker. He
never gives up.
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One day Harry is hopping, and he sees Terry.
“Terry,” says Harry laughing, “your feet are short, and you are
slow.”
“Harry,” says Terry, “I am walking fast.”

“Ha ha ha,” laughs Harry, “Walking fast? That is a good joke.”
“I‛m serious!” says Terry. “You shouldn‛t make fun of me. You are
not that fast.”
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ハリーがゴールを見ると、テリーが今まさにゴールしようとしています。
ハリーはできる限りの速さで飛び跳ねます。
テリーに追いつこうとしますが、テリーはゴールインします。
テリーはハリーを見て言います。「ゆっくり着実にやれば、必ず競争に勝
つのさ。
」
（原作：イソップ、
作：エドワード・サンチェス、イラスト：高田シーナ）

ストーリーのポイント
『ウサギとカメ』はイソップ原作の寓話で、自分の能力を過信しているウサ
ギが、地道に努力するカメに競争で負けてしまうというストーリーです。ウサ
ギはのろいカメを見て、油断してしまいます。でもカメはゴールを目ざして一
生懸命頑張ります。このストーリーは、
「目標達成に向けて、最後まで諦めず
に頑張れば、大きな成果を得ることができる」ということを教えています。

学習のポイント
目的

①ストーリーを聞いて理解する。
②以下の「扱う文字と音」で取り上げた音素で始まる語を、
音素をヒントに読むことができる。

準備するもの

①ストーリーを A3 サイズの絵本の形にしたもの。
②「ストーリーに出てくる語」にある語の英語カードと絵カ
ード
（表に絵、裏に英語）
。
③ワークシート。

扱う文字と音

h /h/ , t /t/ , f /f/

, tortoise（ 陸ガメ ）, hard worker（ がん
ストーリーに ▶名詞：hare（ 野ウサギ ）
出てくる語

ばり屋 ）
, feet（ 足 ）, farm（ 農家 ）, vegetables（ 野菜 ）, carrot（ 人参 ）,

food coma（お腹いっぱい食べた後の睡魔）, finish line（ゴール）
, proud（誇りを持っている）, confident（自
▶形容詞：fast（速い）
信がある）
, slow（遅い）, short（短い）, serious（真剣な）, silly（愚
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かな）
, fun（楽しい）, sleepy（眠い）

, laugh（笑う）, walk（歩く）, see（見る）,
▶動詞：hop（飛び跳ねる）
race（競争する）, determine（決心する）, beat（負かす）, decide（決
める）
, finish（終わらせる）, win（勝つ）, cross（またぐ）

, make fun of（からかう）, have a
▶フレーズ：give up（諦める）
race（ 競 争 す る ）, Ready, set, go!（ よ 〜 い、ド ン！）, look for（ 探
す）
, take

a nap（昼寝をする）, wake up（目を覚ます）, catch up to

, You are kidding.（うそでしょう？）
（〜に追いつく）
勉強する文

Slow and steady wins the race.（ゆっくり着実にやれば、必ず競争
に勝つ）

発展活動

比較と対照
（ウサギの種類と特徴を知る）

指導に必要な知識
（1）アルファベットの文字と
【音】
h（/h/）の音：お 腹 か ら 息 を 出 し、「 ハ ー」と 息 を 吐 き ま す。── Harry,
hare, hop, hard
t（/t/）の音：舌先を上の歯の裏につけ、息を一気に吐き出して発音します。
── Terry, tortoise

f（/f/）の音：下唇の内側を上の歯につけて、息を吐き出します。── fast,
feet, fun, farm, food, finish

（2）「ウサギ」について
ウサギ科は野ウサギ属と穴ウサギ属に分かれます。両者は染色体数が異なり
（野ウサギの染色体数は 48、穴ウサギは 44）
、交配させることができない別の
種（別の生き物）
です。
野ウサギ（hare）は野山に棲み、巣を作らずに地上で木陰などに身をよせ単独
で行動します。耳が長く生まれた時から毛が全体に生えていて、目も大きく開
いています。野ウサギは足が長いので、時速 80km で走ることができます。一
方、穴ウサギ（rabbit）
は地下に穴を掘って巣を作り、集団で生活します。野ウ
サギに比べると体が小さく耳と前足も短いです。走るスピードも野ウサギのよ
うに速くありません。日本で飼われているウサギは、家畜化された穴ウサギです。
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組のグループを作って考えさせる。
Q1: どうして Harry はお昼寝をしたのですか。
（Why did Harry take a nap?）
［答え：Harry はずっと先を走っていて Terry が見えなくなったのと、
道中に農家があって、大好きな人参が売られていたので、それをもぐもぐ
食べたら眠くなってしまったから。
］
Q2:

Terry は Harry よりも足が遅いのに、どうしてレースに勝てました
か。
（Why could Terry win the race?）

［答え：遅くてもゴールに向かって一生懸命頑張ったから。］
ストーリーの教え
（教訓）
は何だと思うか、4, 5 人一組のグループで話し合

⑧

わせる。子どもたちに十分考えさせた後、クラス全体で議論する。

2 回目の授業：音素認識とフォニックス （約 15 分）
＜指導の手順＞
① /h/ の音素認識
（アルファベットの文字の「音」に対する認識［詳しくは前著
『小学生に英語の読み書きをどう教えたらよいか』参照］
）
を高める活動：hare の

絵カードを黒板に貼り、文字 h の音を繰り返し発音させる。その際、語頭の
音に注目して発音する。例えば、/h-h-h/ hare と発音し、h の音を意識させ
る。
T: ［絵カードを見せながら］ Repeat after me. hare.
Ss: hare.
T:

お腹から息を出し、
「ハー」と息を吐いて、/h-h-h/ hare.

Ss: /h-h-h/ hare

Harry, hop, hard worker の h の音も同じように繰り返し練習。
音に対する敏感な耳を養う
（音素認識を高める）
ことを目的としているため
「音」の習得に集中し、文字はまだ見せない。
②

h の音 /h/ と文字 h を一致させる活動：絵カード裏の英語が書かれている

側を使い、語頭の文字を指差し、音に注意しながら、以下の要領でリピート
させる。ここでは①で練習した音を、文字と合わせて練習する。
T:

Look at this letter. ［h を指差す］ Repeat after me. /h-h-h/ hare.

Ss: /h-h-h/ hare.
T:

お腹から息を出し、
「ハー」と息を吐いて、/h-h-h/ hare.

Ss: /h-h-h/ hare.
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t の音 /t/ と文字 t に関しても上の①と②の要領で、まずは音に対する認識

③

を高め、次に音と文字を合わせて、語頭の文字の音をヒントに、語を読む練
習をする。Terry, tortoise をそれぞれリピートさせる。

f の音 /f/ と文字 f に関しても①②と同様に練習。fast, feet, fun, farm, food

④

coma, finish, finish line をそれぞれリピートさせる。

3 回目の授業：ウサギについて学ぼう！ （約 20 分）
＜指導の手順＞
①

ウサギの種類について知っていることを 4, 5 人一組のグループで話し合

わせる。ワークシートを用いて、hare（ 野ウサギ）と rabbit（穴ウサギ）の特徴
を示す語を、ワードボックスから選んで記入させる。
②

クラス全体で答え合わせをする。

＜ワークシート＞

Hare and rabbit
クラス：

違いは何かな？
名前：

野ウサギと穴ウサギの違いは何かな？ 下のワードボックスを見て、hare ま
たは rabbit の特徴をグループで話し合い、空欄に記入しよう。
Hares

Rabbits

Size
Live
Have
When born
Eyes

ワードボックス
larger, smaller, live underground in a burrow, live in nests above
the ground, live alone, live in groups, have longer ears, have shorter
ears, have longer legs, have shorter legs, fully furred, hairless,
born with eyes wide open, born blind
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＜ワークシートの答え＞
Hares

Rabbits

Size

larger（体が大きい）

Live

in nests above the ground（ 地 underground in a burrow
（地下

Have
When born

smaller
（体が小さい）

上で生活）

に巣穴を作る）

alone
（単独で）

in groups（集団で）

longer ears（耳が長い）

shorter ears
（耳が短い）

longer legs
（足が長い）

shorter legs
（足が短い）

fully furred（ 毛はすっかり生え hairless
（毛が生えていない）
ている）

Eyes

wide open
（目が大きく開いている） blind（目を閉じている）

4 回目の授業：全体を通してもう 1 度読み聞かせる （約 20 分）
＜指導の手順＞
①

本ストーリーの学習目標である「文字と音」
「ストーリーに出てくる語」

「勉強する文」を復習する。
②

先生が感情を込めて、ストーリーを最初から通して読む。

③

子どもたちがよくわからない部分がある場合、それを説明する。

④ ストーリーについて思ったことをペアで自由に語らせ、語ったことを皆の
前で発表させる。
⑤

ストーリーの感想をノートに書かせ、ストーリーに関連させて思い出に残
るような絵を描かせ提出させる。
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絵カード
以下は、絵カードを作成するためのものです。絵の裏に英語を貼り、カード
を作ってください。
（研究社の公式 Web サイトよりダウンロードできます。）

hare

tortoise

farm

race

finish line

food coma
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