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はじめに 

2008 年に小学校学習指導要領が改訂され、2011 年から全国の公立小学校の 5、6 年

生において外国語活動の必修化が決まり、いわゆる「小学校英語」が本格的に実施され

ることになりました。小学校の現場では、文科省から配布された教科書を用いつつも、

創意工夫をこらしながら児童の興味や知的レベルにあった様々な活動が行われていま

す。そんな中、恵泉女学園大学の学生約 20 名から構成される恵泉英語教育研究会 

(Keisen English Education Society=KEES) は、2007年度より地域の小学校において「ス

トーリーを生かした外国語活動」を展開してきました。「ストーリーを生かした外国語

活動」とは、英語を学習するツールの 1 つとして、ストーリー（絵本）を活用する授業

のことです。私達は、英語の学習にストーリーを活用することは、英語力の伸長や英語

に対する興味を高める以外に、長期に渡って豊かな人間性の成長につながるような様々

な良い効果を生みだすことも実感しています。学生と共に行ってきた 6 年間の活動を通

して得たこのような確信が、この冊子を作成するきっかけとなりました。 

「英語」は数ある外国語の中では、一番日本人に親しみのある言語だと言えますが、

主に日本語のみが話されている環境にいる小学生児童にとって、英語を学習することは、

日常生活の中で使用する必要性もないことから、戸惑いがあるでしょう。残念ながら、

教室で習った英語をすぐにコミュニケーションのために使えるような環境は日本では

まだ整っていません。小さい頃から外国語を学習し、言語や文化の相違点や類似点につ

いて意識を高め、異文化理解を深めることは、教育的にはとても意義のあることです。

しかし、子供たちは、普段のコミュニケーションで使わない英語に触れることに、それ

ほどの必要性を感じていないのではないでしょうか。 

そこで、ストーリーの出番です。ストーリーを外国語活動の中心に持ってくる、つま

り英語で書かれたストーリーを聞き、理解し、何かを感じ、新たな学習につなげること

を外国語活動の主眼の 1 つとすることで、子供達の中に、英語に触れるはっきりとした

目標意識が生まれます。「ストーリーを生かした外国語活動」では、絵本の読み聞かせ

を行う前に、絵本に出てくる単語や表現をチャンツ、歌、ゲームを通して繰り返し練習

しますが、このような活動はすべてストーリー理解につながると考えると、ばらばらで

はない、一貫性のあるコミュニケーション活動になってきます。また、一般的な英語活

動（例えば「自己紹介」や「買い物ゲーム」など）は、日常生活の中での応用が難しい

ため、教室内の活動のみで終わってしまう可能性があります。しかし、ストーリーを通

して得た異文化体験や感動は、授業が終わっても子供達の記憶に残り、子供達の心を潤
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し、成長の助けとなるでしょう。現実とは違うストーリーの世界や新たな価値観に触れ

ることで、想像力が育まれ、豊かな個性を伸ばす力にもなります。絵本は、授業が終わ

っても、手に取って何度も繰り返し読めるものなので、そこからまた広がる知識や体験

もあるでしょう。 

本冊子では、2007 年から 2012 年までの 6 年間、小学校の現場で実践してきたさま

ざまなストーリーを生かした英語活動をご紹介します。前半は「理論編」、後半は「実

践編」に分かれています。理論編では、英語教育における絵本の使用の意義を第二言語

習得学の視点から解説しています。実践編では、実際に小学校の外国語活動のクラスで

実践し、有用な効果が得られたと感じる絵本を厳選し、現場の先生が簡単に活用できる

ように編集した指導案を収載しています。これまで様々な書籍で、小学校外国語活動に

おける絵本の活用方法が紹介されてきましたが、実際に日本の小学校の教室で実践され

た活動を丸丸一冊の冊子にまとめたものは珍しいのはないでしょうか。つまり、この冊

子が今まで出版された本と大きく違うところは、教室で実際に行ってきた活動であると

いうところです。絵本を活用しようという提案や、活用できるだろうという推測ではな

く、実際に使用し、効果的であると感じた活動を紹介しています。  

もう一つの特徴は、「ストーリーを生かした外国語活動」の実践者は小学校の教員に

限りません。ここで紹介している活動を実際に行ってきたのは、教職課程を履修してい

た恵泉女学園大学の学生です。ですから、この冊子で紹介している活動内容は、小学校

の先生が外国語活動で使用するという観点からも、教育課程を履修している学生さんが

小学校の外国語活動で教育実践を行うという観点からも活用できます。もちろん、スト

ーリーの使用は、小学校の外国語活動に限らず、中学校、高校、大学、英会話教室、語

学学校すべてのレベルで行うことができると考えています。つまり、この冊子は英語教

育全般におけるストーリー使用の推進を念頭に書かれています。 

 最後に、本書には「ストーリー」と「絵本」という言葉が頻繁に登場しますが、この

２つの言葉は、ほぼ同じ意味で用いられています。あるテーマや場面が設定されていて、

登場人物に何かしらのハプニングが起き、それを解決するような展開を含むものを意味

します。現実の世界とは違う新しい世界を体験できるのが、絵本の魅了です。本書を通

して、英語を教えるツールの 1 つとしてのストーリーの魅力を感じていただけると嬉し

いです。 
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ストーリーを生かした外国語活動 

理論編 

 

1．小学校英語教育の概観 

 小学校における英語教育は、2011 年から始まるのではなく、それ以前から様々な形で

行われてきました。小学校学習指導要領解説（2008）によると、小学校英語の本格的

な取り組みは 1992 年に始まりました。この年に文科省から指定された研究開発校で、

国際理解教育の一環として、実験的に英語教育が導入されました。更に、1998 年の学

習指導要領の改訂の際、「総合的な学習の時間」が設けられることになり、その時間の

中で国際理解に関する学習の一環として、外国語会話を導入したり、外国の生活や文化

に慣れ親しむ体験的な学習を行っても良いことになりました。 

1998 年以降、多くの小学校で創意工夫を凝らした英語授業が実践されてきました。

2007 年に文科省が調査を実施したところ、全国の小学校の約 97％が何らかの形で英語

活動を実施するようになっていることが分かりました。2006 年には中央教育審議会が

「小学校英語」必修化を提言。英語教育における中学校との円滑な接続を図るために、小

学校高学年における英語教育の必要性を指摘し、「総合的な学習の時間」とは別に「外国語

活動」として年間 35 時間（週１コマ相当）の授業時数の確保を検討しました。2008 年の

小学校学習指導要領改訂の際、外国語活動はスキルの習得を目指していないので、数値

による評価にはなじまないとし、外国語活動の「必修化」はしましたが、「教科化」は

しませんでした。さらに、数多くの外国語の中でも、英語を取り上げることを原則とし

ました。 

 

2．外国語活動の目標 

小学校における外国語活動の目標は 3 つの柱から成り立っています。1 つ目は「外国

語を通じて、言語や文化について体験的に理解を深める」ことです。小学校学習指導要

領解説（2008）によると、言語文化への理解とは、児童が持つ柔軟な適応力を生かし

て、言葉への自覚を促しながら幅広い言語に関する能力を身に付けることや、国際感覚

の基盤を培うために、国語や日本の文化を含めた言語や文化に対する理解を深めること

の大切さを意味しています。外国語を用いた多様な体験活動を通して、言語文化への理

解を深めることができ、その理解するという過程において、言葉の重要さや豊かさに気

づいたり、言語に対する興味・関心を高めたり、言語を尊重する態度を身につけること
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が期待できます。これらのことは、国語に関する能力の向上の一助となるだろうとも考

えられています。 

外国語活動の 2 つ目の目標は「外国語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする態度の育成を図る」ことです。コミュニケーション能力の素地の育成のために

は、まずコミュニケーションに対する積極的な態度を身に付けることが大切だとしてい

ます。「積極的な態度」の一例として、日本語とは異なる音に触れることによって、外

国語を注意深く聞いて相手の思いを理解しようとする態度や、自分の思いを他者に伝え

ることの難しさや大切さを実感しながら、積極的に自分の思いを他者に伝えようとする

ことなどが挙げられています。この目標は、自分の感情や思いを表現することが苦手な

児童や、他者の思いを受け止めるために必要な語彙や表現力、理解力が乏しいため、コ

ミュニケーションがうまく図れない児童が多いことがその理由として挙げられていま

す。また、言葉を使ったコミュニケーションだけでなく、ジェスチャーなど言葉を使用

しないコミュニケーションの手段に触れさせる重要性も指摘しています。 

外国語活動の 3 つ目の目標は「外国語を通じて、外国語の音声や基本的な表現に慣れ

親しむ」ことです。児童が「聞くこと」や「話すこと」を体験することで、基本的な表

現に慣れ親しんだり、外国語を聞く力を高めることの大切さを示しています。中学校の

外国語科で行われているような、多くの英語表現を覚えたり、英文構造に関する抽象的

な概念を正確に理解することは求められていません。小学校では、スペルの指導をしな

いこともあり、英語を聞いたり、話したりすることに「慣れ親しむ」ことを体験させる

ことが大切だとされています。 

このように、３つの力を相互補完的に育むことを通して、外国語活動の最終目標であ

る「実践的コミュニケーション能力」を育成するための「素地」を作ることが小学校英

語の大きな目標となっています。 

 

 

3．ストーリーを生かした外国語活動 

現在、外国語活動のクラスでは、文科省から配布された「英語ノート 1・2」（平成

23 年度まで）や「Hi! Friends 1・2」（平成 24 年度以降）の教科書などを使用しながら、

原則学級担任の先生が、ALT と一緒に、または単独で授業を行っています。そんな中、

恵泉女学園大学の教職志望の学生約 20 名から構成される恵泉英語教育研究会メンバー

は、2007 年より大学近隣の小学校の外国語活動のクラスにおいてストーリー（絵本）を
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生かした外国語活動を実践してきました。このアプローチの最大の特徴は、「英語で英語

のストーリーを理解すること」がそのレッスンの大きな柱となっていることです。これ

まで絵本が授業の一部に使用されることは多かったと思いますが、45 分間まるまる、1

冊の絵本を題材に、外国語活動の授業を行うのは珍しいのではないでしょうか。レッス

ンでは、取り扱う絵本のテーマに関連したスキット・歌・チャンツ・ゲーム・絵本の読

み聞かせなど様々なアクティビティを通して、英語を英語のまま体に取り込む体験を目

指します。日本語を介さないで英語を理解し、英語で何かを感じ、日本語とは異なる英

語の世界を頭に中に描き、体験することで、新たな文化的価値観の発見や日本語・日本

文化に対する深い理解を促すことを目標としています。 

ストーリーを生かした外国語活動の具体的なレッスン・プランは実践編に書かれてい

ますが、その前に（1）なぜ絵本を使用するのか？（2）絵本を用いた教授法の特徴につ

いてご紹介したいと思います。 

 

3.1. なぜ絵本なのか？ 

外国語のクラスでの絵本の使用はすでに様々な書物で推奨されており、具体的な指導

方法や絵本の使用が生み出す効果が紹介されています（Wajnryb, 2003; エリス・ブル

ースター, 2008; カーテン＆ぺソーラ, 1999; 樋口(編), 2005; 東野・高島, 2007; リーパ

ー, 2011; 吉田(編), 2008）。その中でも、第二言語習得学の観点から、日本の小学校の

外国語活動の中で絵本を使用することを推奨したい理由として、下記の４つを挙げたい

と思います。 

(1) 英語で書かれたストーリーに触れることで、文化的・言語的な気づきが生まれる 

(2) 英語の音、リズム、イントネーションを純粋に楽しむこともできる 

(3) 絵を見ることで、ストーリーの内容を、日本語を介することなく、英語で英語を理解す

ることができるようになる 

(4) ストーリーを使用することで、はっきりとしたテーマが生まれ、そのテーマが教室内に

コミュニカティブな環境を作りだし、オーセンティック（本物）な目的のコミュニケー

ションの機会を生み出すことができる 

さらに、優れたストーリーは、国や人種を超えた人間にとって普遍的なテーマ（道徳）

を扱っているので（白須, 2004）、様々な良質の絵本に触れることで、子供達の情緒発達を

促し、人間性を高め、感受性を豊かにするという副次的な効果も期待できます。以下に絵

本の特徴を挙げ、上に挙げた 4 つの理由について学習指導要領に書かれた外国活動の目標
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との関わり合いも含めながら詳説します。 

 

 

3.2. 絵本の特徴 

 絵本は、子供の成長を豊かに助けるだけでなく、大人にも深い影響を与えうる様々な可

能性を持っています（河合・松居・柳田, 2001; 松居, 2001）。一般的に絵本は主に幼児や

児童向けに書かれていて、子供達自身の生活や動物などを主人公とした物語、昔話、メル

ヘンなどの世界が展開されています。また、未来の社会を構成する子供に向けた大人から

のメッセージとして、自然や人間や動物の素朴な心の触れ合いをテーマにしていることが

多いです（松本, 1982）。一般的なストーリーの構成は、最初に場面の設定がなされ、登場

人物が紹介し、ある出来事が起こり、時間の経過とともにお話しが発展し、最後に問題が

解決されるようなあらすじになっています（糸井, 2007）。 

絵本を外国語活動の中で使用するのにふさわしい理由の１つに、挿絵の存在と言語表現

の豊かさがあります。挿絵はストーリーの理解を助けるだけでなく、挿絵を見ることを通

して、子供達は心の中に物語の世界を描き、多種多様な豊かなイメージを自分のものとし

て創造し理解できるようになります（松井, 2001）。英語が分からなくても、絵本に描かれ

た挿絵を見れば、ある程度ストーリーを想像することができ、日本語を介さずに物語のイ

メージを頭に作り上げることができると考えられます。挿絵を見ることで、英語のストー

リーを英語で直接理解することができるのです。教室内で、単に英会話の CD を聞くだけ

では起こり得ない、絵本が生み出す独特の効果だと言えます。 

更に、絵本の作者は、聞き手を絵本の世界に引き込むために、同じ表現の繰り返しや、

韻を踏んだ表現、擬声語など使って、子供達の耳にとって心地よい「言葉のリズム」を作

り上げます。つまり、絵本には、口ずさむのが簡単な多くのリズミカルな表現が繰り返し

使われているのです。絵本に出てくる英語表現の多くは、覚えやすく、記憶に残りやすく、

また口に出して表現するのが簡単なため、使える英語表現として長く記憶に残ると考えら

れます。リズミカルな英語表現が豊富に含まれていることも、絵本独自の特徴と言えます。 

 

 

3.3. 絵本と文化的・言語的気づき 

外国語活動を通して、言語や文化についての理解を体験的に深めることは、学習指導

要領が示す大切な目標の１つです。絵本はどのように子供達の文化的な気づきや言語的
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な気づきを促すことができるのでしょうか？ 

文学作品を読むと、その作品が書かれた国の文化や歴史的背景にも同時に触れることが

できます。それと同様に、外国で創られた絵本は、絵本作家やイラストレーターの出身国

の文化を反映していることが多く（エリス・ブルースター, 2008）、絵本を読むことによっ

て、その国の文化や社会に関する情報をストーリーの展開の中で自然に接することができ

ます。白須 （2004）は、言語教育において文化面の学習が不可欠であり、海外では外国語

教育において文化を教える素材としてすでに文学が定着していることを指摘しています。

日本の英語教育においても、絵本や児童文学を積極的に授業の中で扱うことで、異文化理

解の機会を提供することができると考えられます。白須（2004）によると、昔話や伝承童

謡は、基層文化に属し、時代の変化に左右されることなく、ある文化圏で育った人々が無

意識に共有している文化が反映されています。その文化圏の人々の世界観や日常の言語生

活と深いつながりを持つ昔話などを読むことで、「その文化の中で生活する人々の心の根っ

この部分に直接触れる」（p. 95）ことができると論じています。また、昔話には、よく似た

類型の話が異なる文化圏にも伝播しているものがあります。例えば、「英語ノート２」(2009

年発行)の中に出てくる「おおきなかぶ」の物語は、もともとはロシア民話ですが、あたか

も日本の民話であるかのように日本の文化になじみ、子供達に親しまれています。ロシア

民話を、文化の違いを感じずに、あたかも日本の民話のように読むことができるのは、こ

のストーリーの中に、文化の違いを超えた人間の普遍的な価値が在るからではないでしょ

うか。 

絵本を通した言語的な気づきは、特に同じ絵本を日本語と英語の両言語で読むことで促

すことができると考えられます（糸井, 2007; 西崎, 2007）。外国語で書かれた絵本の多くは

日本語に訳されています。子供たちは、同じストーリーを日本語と英語の両方で読むこと

によって、音や表現の仕方の違いや類似点に気づくことができるでしょう。その違いを更

に国語や総合学習の時間と連結して考えさせることによって、より深い理解を促し、言語

についての感覚が高まることにつながると思われます。例えば、さきほどのロシア民話の

「おおきなかぶ」の中に「うんどこしょ どっこいしょ」という日本語独自の定型表現が

使われていますが、同じストーリーを英語で読むことで、 “Oomph and a hoomph and a 

double-de-oomph” という日本語とは違った表現が使われていることに気づくでしょう。こ

のように、言語に関する様々な気づきが、言語の面白さや不思議さ、多様性や豊かさを学

ぶきっかけになるかもしれません。 
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3.4. 絵本と音 

多くの絵本はまだ自分で文字を読むことができない幼いこどものために、大人が読み

聞かせることを前提に書かれています（白須, 2004）。そのため、耳で聞いて理解しや

すい表現、快い響きやリズム、また韻を踏んだ表現などが使われ、音を聞くだけでも楽

しめるように創られています（リーパー, 2003）。教室内でリスニングの練習として英

会話の CD を聞くだけだと気づけない、英語の独特のリズムやイントネーションの楽し

さや美しさをストーリーに合わせて聞くことで、英語の音を自然に体に取り込むことを

体感できます。また、ストーリーを聞くことによって日本語にはないリズムやイントネ

ーション、発音の違いに気づき、意識するようになることも考えられます（エリス・ブ

ルースター, 2008）。 

日本語とは違う、外国語の音やリズムを純粋に楽しめるのは、特に幼少期・児童期で

す。この年齢の子供たちは脳の発達過程にあり、感情や空想を司る右脳から徐々に分

析・論理的思考を伴う左脳が優勢になっていきます。樋口（編）（1997、2005）による

と、小学生時代は大別して２つに分けることができ、「9 歳」を境に学習方略が変化す

ると言われています。9 歳以前の子供は感覚運動モードによる習得が主流で、聞いた音

を躊躇なく発音でき、また発した発音が他者にどのように聞こえるか気にしません。し

かし、9 歳以降になると、言語は左脳中心に処理されるようになり、英語を発音する際、

日本語の音を代用したり、自分が発音した音がどのように人に聞こえるか気にするよう

になります。このような脳の特徴を踏まえると、9 歳以前（小学校 4 年生以前）が外国

語の音の学習に適した年齢と言えるでしょう。しかしながら、児童期はまだ脳が発達過

程にあるため（伊藤,1990）、思春期に入る中学生と比べると、小学生は日本語とは違う

音に慣れ親しむことが容易だと考えられます。絵本には外国語の特徴であるリズムやイ

ントネーションが豊かな表現が多く含まれているため、絵本を使用することで、学習指

導要領が示す「外国語を通じて、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しむ」という目

標を助長することができると考えることができます。 

 

 

3.5. 英語による英語の理解の促進 

2010 年公示の高等学校学習指導要領の中で、「英語による英語の授業を行うこと」が

奨励され、英語に触れる機会の更なる充実が求められています。これまで日本で行われ

てきた英語の授業は、文法の学習や、英語を日本語に訳しながら内容を理解するような



- 11 - 

 

文法訳読法が主流で、日本語を介して英語を理解するプロセスが奨励されてきたように

思われます。しかし、日本語を使って英語を理解するプロセスを鍛えても、英語を英語

で即座に理解し、英語で言いたいことをとっさに表現できる力の育成には直接つながり

ません。英語を英語で理解し、英語で考え、英語で表現するという、もっと直接的で自

動化された情報処理システムの構築を強化しないかぎり、実際のコミュニケーションで

使える英語力はなかなか育たないでしょう。 

教室内において「英語で英語を理解する力」を育成することは簡単なことではないで

すが、絵本を使用することで、英語による英語理解のプロセスを活性化させることは可

能だと思われます。絵本は文章と挿絵を主体として構成されています。挿絵は、文学作

品の世界の一部を可視化するという性格を持ち、文章だけでなく絵からも内容を読み取

ることができます。また、絵本によっては、文章に書かれていない部分を絵で表現する

場合や、絵そのものが絵本の展開の重要な部分を担っているものもあります（松本, 

1982）。英語が多少分からなくても、絵を見たり、すでに持っている内容スキーマを活

性化させて、ストーリーを予測しながら読んでいくことで、「分からない英語」が「分

かる英語」に変化していきます。「分かる英語」つまり、理解可能なインプット

(comprehensible input)は、第二言語習得の促進には不可欠なものであると言われてお

り（Krashen, 1982）、絵本を使用することで、子供たちは理解可能なインプットに多く

触れることができます(Wajnryb, 2003)。更に、理解可能なインプットは、読み聞かせを

通した教師と児童の交流を通しても、助長されると考えることができます。また、教師

が児童に対して絵本の読み聞かせをする際、児童の理解度や反応に合わせて、分からな

いフレーズを繰り返しゆっくり読む、難しい表現を簡単な表現に言い直す、日本語での

補助を入れる、児童の質問に答えるなどして、ストーリーの理解を促すように様々な工

夫を凝らすでしょう。このような意味交渉 (negotiation of meaning) は、言語習得を促

すと言われています（Long, 1996; Pica, 1994）。また、英語が分かるという成功経験は、

純粋な英語への興味や、英語を勉強しようとする動機につながることも期待できます。

このように、授業に絵本を取り入れることで、英語の音や表現に慣れ親しみながら「英

語を英語で理解する」という体験が自然にできると考えられます。 

 

 

3.6. 絵本とコミュニケーションしようとする態度の育成 

 絵本を使用することで、学習指導要領の中で示されている目標の 1 つである、「積極

的にコミュニケーションを図ろうとする態度」を促すことができます。先に言及したと
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おり、コミュニケーション能力を支えるものは、「コミュニケーションへの積極的な態

度」であり、その態度は更に「相手の思いを理解しようとする」気持ちや、「自分の思

いを他者に伝えようとする」主体的な心構えによって成り立つものです。 

 絵本は、「相手の思いを理解しようとする」気持ちを自然に引き出すことができると

考えられます。良質な物語は、ストーリーの内容そのものが格別に面白く、児童は自然

にストーリーに興味を持って聞き、ストーリーが展開するにつれて、さらに「聞く」こ

とに夢中になるでしょう。児童が理解しようとしているのは、ストーリーの内容だけで

はないかもしれません。ストーリーを聞きながら、主人公の気持ちになってみる、作者

の意図を考える、自分の体験と結びつける、自分の知っていることと比較するなど様々

な認知活動を行いながら理解しようとするでしょう。絵本は、英語が多少分からなくて

も、絵を見れば簡単に内容を推測することもできるので、様々な認知活動を阻害するこ

ともありません。どっぷり絵本の世界に浸り、気がついてみると、「英語で書かれた内

容を英語で理解する」だけでなく、相手(主人公・作者)の思いも理解できるようになり

ます。このような効果は、絵本独自のものであり、教室内で単に英会話の CD を聞くよ

うな活動では生み出されないことは、容易に想像できるでしょう。 

 また、絵本は「自分の思いを他者に伝えようとする」気持ちも引き出すと言えます。 

コミュニケーションをする上で大切なことは、伝えたい「内容」だと言えます。他者と

の対話は、何かを伝え合うことを意味します。伝える内容がなければ、コミュニケーシ

ョンは成立しません。絵本は、そんな「伝えたい内容」を豊かに提供すると言えます。

児童は絵本を深く理解することで、様々な思いを持つことでしょう。ストーリーそのも

のに対する感想、作者の意図への推測、新しい発見、将来への展望や希望など、様々な

思いが駆り立てられるでしょう。このような気持ちを、同じストーリーの世界を体験し

た他者（友人）と分かち合い、思いを伝え合いたいと思うのは自然のことです。また、

絵本は、教室で読んで終わりではありません。絵本の中に込められている平和的なメッ

セージは、絵本を読み終わった後もずっと子供の心に残り、成長に合わせてその内容に

ついて、自分自身との対話(inner voice)や他者との対話を通して深く吟味することで、

その解釈も年齢と共に変わっていくと思われます。児童は絵本を通して、他者に伝えた

い「内容」を得るだけでなく、その「内容」について他者と分かち合い、自分自身とも

対話する機会に恵まれます。このように、絵本は、心の通った温かいコミュニケーショ

ンを可能にする、「相手を理解しようとする」態度と「自分の気持ちを伝える」姿勢を

助長することができると言えます。 
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3.7. 絵本によるコミュニカティブな場面の創造 

外国語活動で絵本を使用する利点の 5 つ目は、ストーリーを使用することで、はっきり

としたテーマが生まれ、そのテーマが教室内にコミュニカティブな環境を作り出すことが

できるということです。現在の外国語教育では、コミュニケーション能力の育成が中心

的な潮流です。これは言語形式を文脈から切り離して教える形式偏重の伝統的教授法が、

学習者の外国語運用能力を伸ばすことができなかったことに対する反省に端を発して

いると言えます（和泉, 2009）。 

言語形式と文脈を結びつけ、コミュニケーションをベースにした言語学習は、絵本を

使用することで強化できます。例えば、ある日の外国語活動のテーマが「動物の名前を

英語で学ぶ」ことだとします。この場合、“cat”・“dog”などの英単語を、絵カード

を使いながらも、意味のない文脈でただ単に暗記することになるでしょう。ここでの問

題点は、動物の名前を英語で覚えること自体がこの授業の目的になってしまい、コミュ

ニケーション活動に結びついていないことです。動物の英単語を覚えても、それらをど

のように意味のある文脈に関連付けて理解し、使用するかがはっきりしないままだと、

言語についての理解が深まらないと思われます。しかし、ストーリーを授業の中心に据

えることで、そこに「ストーリーを理解する」というはっきりとした目標が生まれ、ス

トーリーに出てくるさまざまな動物の名前を、ストーリーの内容理解という意味のある

文脈の中で触れることで、自然に楽しく学ぶことができるでしょう。「英語ノート 2」

の「おおきなかぶ」や「Hi, friends! 2」の「桃太郎」 には、さまざまな動物が登場しま

す。動物の英単語を単に覚えるよりも、「おおきなかぶ」や「桃太郎」のようなストー

リーという文脈の中で覚えるほうが、理解が深まることは容易に推測できます。 

以上のような論点から、ストーリーの使用は、学習指導要領が示す目標を十分に高める

ことができるだけでなく、柔軟な適応力を持ち、情緒的な知能の発達過程にある児童を対

象とした小学校という環境で特に使用することで、この教授法が持つ特徴が最大限に生か

され、体験的な言語学習や言語・文化の気づきを促すことができると考えられるでしょう。 

 

 

4. ストーリーを生かした外国語活動の授業構成 

「英語で英語のストーリー」を理解することを通して、文化的・言語的気づきを促し、

英語表現を聞くことや話すことに慣れ親しみ、コミュニケーション能力の素地を作るこ

とが、「ストーリーを生かした外国語活動」の目標です。しかし、日本語を使用するこ

となく、「英語で英語のストーリー」を理解させることは容易ではなく、実際に絵本の
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読み聞かせを行う前に、いくつかのステップを踏みながら、徐々に準備をしていくこと

が大切です。 

通常レッスンは、大まかに Pre-Storytelling Activity（絵本の読み聞かせ前の活動）、

While-Storytelling Activity（絵本の読み聞かせ）、Post-Storytelling Activity （絵本の読み

聞かせ後の活動）の３つの段階から構成され、それぞれの段階は更にいくつかの活動に

分かれています。すべての活動は絵本のテーマに沿って構成し、各レッスンの「目標言

語」も絵本で使用されている表現などに合わせます。各活動を通して、絵本の内容、絵

本で使用されている単語・表現などに、段階的に徐々に慣れ親しめるように構成されて

います。 

下記にそれぞれの活動を指導する際の留意点や目標を挙げていきます。 

 

Pre-Storytelling Activity（絵本の読み聞かせ前の活動） 

（1）ハローソング（導入歌） 

外国語活動以外の授業は、たいてい日本語で行われ、友達との会話もすべて日本語

です。児童は授業の始めにはまだ英語の音を聞いたり、英語で話す心の準備ができて

いません。まずは、簡単な英語の歌をジェスチャーを使いながら一緒に歌い、児童の

心を解きほぐし、英語を楽しむ心の準備ができるようにします。この際、CD を使っ

ても良いでしょう。 

 

留意点 

 ・ジェスチャーを使うことを恥ずかしがっている児童がいたら、体を使って歌うよう

に促す。 

 ・大きな声で歌うように促す。 

 

目標 

先生：児童が外国語を楽しむ心の準備ができるように、楽しくジェスチャーを用いなが 

ら歌うことができる。 

児童：大きな声でジェスチャーを使って歌うことができる。 

 

 

（2）スキット（絵本の内容に合った寸劇） 

  ハローソングを歌って、英語を楽しむ心の準備が少しできたところで、スキットを

通して、さらに児童の心をぐっと英語の世界に惹きつけます。ここでは、その日読み

聞かせをする絵本のテーマに沿った寸劇を、児童を巻き込みながら行うことで、児童

の興味関心を引き起こします。また児童が絵本のテーマに対して既にもっている知識

を活性化させます。 
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留意点 

 ・絵本の場面の一部再現など、絵本の内容理解を助ける寸劇にする。 

 ・小道具などを使い、役になりきる。 

 ・手短いに行う。 

 

目標 

先生：スムーズにチャンツが言え、ジェスチャーもスムーズに付けることができる 

児童：チャンツとジェスチャーが楽しく、目標言語に慣れることができる 

 

（3）チャンツ 

  チャンツを通して、絵本に出てくる単語や表現に慣れ親しむようにします。まずは、

チャンツを行う前に、絵カードを使いながら単語を見せ、単語の「音」と「意味」の

つながりを学習していきます。その際、単語が “dog”や“cat”などのように名詞

の場合は“What is it?”と質問し、単語が “cute” や “big”など形容詞の場合は 

“How is it?”と質問しながら児童からの答えを引き出すようにします。 

その後、手拍子などでリズムを作り、そのリズムにのせて単語を繰り返し練習して

います。単に先生が単語を読んで、児童にリピートさせるよりも、リズムを付けて単

語の発音を練習させることで、英語独特のイントネーション（音の上がり下がり）や

ストレス（強弱）を体得することができます。また、リズムに合わせることで、英語

を発音するときの恥ずかしさや照れが軽減されると考えられます。さらに、各単語を

表す何かしらのジェスチャーをつけることで、「音」と「意味」のつながりを体を使

って覚えることができるでしょう。 

 

留意点 

・わかりやすいリズムを心がける 

・発音を明確に 

・ジェスチャーをつけて、体で音を覚えてもらう。 

・手拍子は、チャンツを言っていないときにするのが好ましい（発話のとき、手拍子があ

ると発話の声をしっかり聞き取れないときがある）。 

 

 

目標 

先生：スムーズにチャンツが言え、ジェスチャーもスムーズに付けることができる 

児童：チャンツとジェスチャーが楽しく、目標言語に慣れることができる 
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（4）歌 

  絵本のテーマに合った歌を、ジェスチャーをつけながら歌います。英語の表現や単

語をただ単に繰り返すのではなく、メロディにのせて練習することで、英語の楽しさ

や達成感を感じ、英語独特のイントネーションやストレス・パターンを体得できます。

また、メロディにのせて英語表現を練習することで記憶に定着しやすくなります。歌

詞の中に（3）のチャンツで練習した単語（絵本に出てくる単語）を含む歌がいいで

しょう。 

 

留意点 

・わかりやすいメロディであること 

・遊び心でテンポに変化を付けたりする工夫もほしい 

・できれば、ジェスチャーをつける（体で覚える） 

 

目標 

先生：スムーズに歌が歌え、ジェスチャーもスムーズに付けることができる 

児童：歌とジェスチャーが楽しく、目標言語に慣れることができる 

 

 

（5）ゲーム 

 絵本のテーマに関連するゲームを行います。楽しく競い合いながら、個人またはグル

ープで、チャンツや歌の中で練習した単語や表現を声に出して何度も繰り返すことで、更

なる習得を目指します。ゲームのルールは言葉で説明するのではなく、児童に見せて教え

ます。まず、数名の児童も巻き込みながら、ゲームのデモンストレーションを見せて、ゲ

ームの内容と使用する英語表現を確認したところで本番です。最初の 1・2 回はまだ慣れて

おらず、ざわざわするかもしれませんが、3・4 回目になると、英語を使ったフレンドリー

な競い合いを楽しめるようになるでしょう。ゲームは、「競い合う」というはっきりとした

目的を達成するために学んだ単語や表現を使うので、意味のあるコミュニケーション活動

ととらえることができます。子供たちは体を使って「英語を使った競い合い」を純粋に楽

しむことができ、ゲームは全体の授業構成の中で「動」の役割があると言えます。 

 

留意点 

・ゲーム中、目標とする言語がしっかりと使われているか常に確認する 

・体を動かすゲームの場合、安全面を考える 

・皆が参加できるゲーム 

・個人の優劣をなるべく、前面に出さない（グループで競い、グループ内で協力できるも

のや偶発性を持たせたゲームなどが理想） 
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・ゲームは英語で行うので、シンプルでわかりやすいルールが良い 

・ゲームで教材を使用する場合、なるべくシンプルなものが良い 

 

目標 

先生：目的が達成できているか、常に確認し、スムーズにゲームのデモができ、児童が楽 

しめるように補佐ができる 

児童：ゲームがよくわかり、友達と協力して楽しむことができる 

 

 

While-Storytelling Activity（絵本の読み聞かせ） 

(7) 絵本の読み聞かせ 

 スキット、チャンツ、歌、ゲームを通して、絵本理解に必要な単語や表現、絵本のテ

ーマにある程度慣れ親しんだところで、絵本の読み聞かせを行います。（6）のゲームで

体を動かしながら英語を使い、フレンドリーな競い合いを楽しみ、子供達の心は高揚し

ているかもしれません。絵本の読み聞かせの時間は、逆に心を静め、静かにゆっくりと

絵本の世界に溶け込み、ストーリーを英語で楽しみます。集中してストーリーを聞くこ

とにより、Pre-Storytelling Activities を通して学んだことが生かされます。ここでは、

子供達が自然に英語を体に取り込む体験ができるように、読み聞かせをすることが目標

です。 

 

留意点 

・年齢に合ったストーリーを選択 

・絵本の選択では、絵でほぼ、文脈が理解できるものが好ましい（理解が困難なときは 

工夫が望まれる） 

・児童が、ストーリーに参加できるものも望ましい 

・英語の表現に配慮して、読み方を工夫する 

 

目標 

先生：心を込めてストーリーを読み、児童が楽しめるように工夫する。 

児童：ストーリーが分かり、友達と楽しむことができる 

 

 

 

Post-Storytelling Activity （絵本の読み聞かせ後の活動） 

(8) カルチャータイム 

 絵本の読み聞かせを行ったのち、ストーリーを再度吟味し、言語・文化についての気
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づきや異文化理解を促すために、クイズ形式でストーリーの内容を振り返ります。絵本

を使いながら “What’s this?”と質問し、絵本に出てきたキャラクターを英語で答えさせ

る（単語の復習）、ストーリー理解を確認するための質問をする（“What happened 

next?”）、絵本が書かれた国の文化についてクイズを出す、絵本の作者について紹介す

るなど、カルチャータイムで行う内容は多岐にわたります。絵本の世界を既存の知識や

新たな知識につなげることで、絵本に対する深い理解を促します。 

 

留意点 

・クイズは選択式にすると答えやすい 

・子供達に答えを考えさせるようにする 

・絵本のテーマにあった文化を紹介する 

・時間調整に使うことができる 

 

目標 

先生：絵本の内容を生かしながら、子供達の言語・文化についての気づきを促す。 

児童：絵本を心で読んだ後に、絵本の世界と現実の世界との関連や自国の文化との違いを

考える 
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ストーリーを生かした外国語活動 

実践編 

実践編では、2007 年から 2012 年までの 6 年間で行った外国活動の中から、10 冊の

絵本を精選し、その活動内容を詳しくご紹介します。実際の活動は、複数の学生がチー

ムになって担当していたので、本冊子では教員一人で行えるように内容を調節してあり

ます。活動内容や目標言語は、クラスの状況や児童のレベル・興味に応じて、簡素化も

可能です。 

紹介されている 10 冊の絵本は、以下のように学年ごとに 2 つに分類できます： 

中学年から 

・Yo! Yes? 

・Where’s the Fish? 

・The Happy Day 

・Dear Zoo 

高学年から 

・The Gigantic Turnip 

・Fortunately 

・My Cat Likes to Hide in Boxes 

・Mr. Gumpy’s Outing 

・Skeleton Hiccups 

・The Three Billy Goats Gruff   

 理論編で詳しく解説してありますが、すべてのレッスンは下記の流れに沿って行うよ

うに編集されています。： 

①スキット（絵本のテーマを推測する） 

②チャンツ（目標言語に慣れる） 

③歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

④ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

⑤絵本の読み聞かせ  

⑥カルチャータイム（クイズ形式で質問し、言語・文化への意識を高める） 

 実践編で使用されている用語は以下の意味で使われています。クラスの状況に応じて、

誰を指すかが変わってくると思われますので、臨機応変な解釈をお願いします。 

・「先生」＝「外国語活動を担当される先生」 

・「児童」＝「特定の児童」 

・「クラス」＝「不特定の児童達」・「クラス全員」 

 この冊子で紹介されている本は、すべて amazon などで購入が可能です。絵本は 1

冊あれば「絵本を生かした外国語活動」を行うのは可能です。絵本は時代を経ても、そ

の価値は変わりません。それと同様に、このレッスンの内容も普遍的なものであると考

えています。ぜひ絵本を 1 冊買って、「実践編」で紹介されているレッスンを実践して

くださるとうれしいです。 
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Yo! Yes?  

 

 

作者：Chris Raschka 

出版社： Scholastic 

出版年： 1993 

対象学年：2 年生以上 

あらすじ 

元気な男の子と人見知りをする男の子が出会う。友達になれるだろうか。 

テーマ 

   ともだち、友情（ともだちの輪を広げよう！） 

目標言語 

・Yo!   

・Hey!   

・What’s up?   

・Not much. 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

挨拶を積極的にしようとする。自分の感情を積極的に伝えようとする。 

【音声や表現】 

・英語の挨拶に慣れ親しむ。 

・英語では感情表現が大切であることに気付こうとする。 

【言語や文化】 

絵本でのストーリーから言語や文化への興味を持とうとする。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

＊事前にスキットに参加してくれる児童 2 名（男子が好ましい）を決め、練習が必要。 

 

(Hello Song などを歌った後)  

 

児童 1： Yo!   (元気に/y/音を強調して児童 2 にあいさつ)  

児童 2： Hey!  (元気に/h/音を強調して児童 1 にあいさつ) 

児童 1： Bye!  (元気に/b/音を強調して) 

児童 2： Bye!  (元気に/b/音を強調して) 

児童 1：  Yo!   (元気に/y/音を強調して先生にあいさつ) 

先生：  Yo?  (“Yo”とは一体何ですかという気持ちで、不審そうに児童 1 をじろじろ 

見ながらゆっくり)  

児童 1： Sorry.  (申し訳なさそうに) 

      Good Morning, Mr. / Ms. 先生の名前. （丁寧に心を込めて、笑顔で） 

先生：  Good. (明るく) 

Good morning, 児童の名前. 

Good-bye! 

児童 1:  Good-bye, Mr. / Ms. 先生の名前! (明るく) 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

Step 1（チャンツの前の段階） 

＊ジェスチャーと音、その意味を学ぶ。 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

Yo!  (ジェスチャーを付けながら。児童を促す。) 

児童： Yo!   (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

先生： Hey!  (ジェスチャーを付けながら。児童を促す。) 

児童： Hey!   (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

先生：「What’s up? どうだい？」(ジェスチャーを付けながら。児童を促す。) 

児童：「What’s up? どうだい？」 (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

先生：「Not much, まあまあ。」(ジェスチャーを付けながら。児童を促す。) 

児童：「Not much, まあまあ。」 (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

 

 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

＊Step 1 で練習したジェスチャーを使って、体を動かしながらチャンツ。 

先生：Let’s do the chant with rhythm! (指を鳴らして)! Stand up please! 

① 先生： Yo! ×3 回 (ジェスチャーを使って好きなリズムで。児童を促す。)  

② 児童： Yo! ×3 回 

＊①と②を 2 回繰り返す  

③ 先生：Hey!×3 回 (ジェスチャーを使って好きなリズムで。児童を促す。)  

④ 児童：Hey!×3 回 

＊③と④を 2 回繰り返す 

⑤ 先生：What’ up?×2 回 (ジェスチャーを使って好きなリズムで。児童を促す。) 

⑥ 児童：What’ up?×2 回 

＊⑤と⑥を 2 回繰り返す 

⑦ 先生：Not much×2 回 (ジェスチャーを使って好きなリズムで。児童を促す。) 

⑧ 児童：Not much×2 回 

＊⑦と⑧を 2 回繰り返す 

先生：Great job! 

 

＊繰り返す際、トーンや感情を変えて変化をつけると良い。 

 

 



- 23 - 

 

歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

“Hello, Goodbye” by The Beatles 

＊理解できる英語の音は聞き取り、体を動かし、音楽を楽しむ。 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Singing Time! 

 

 

*You say yes, I say no 

You say stop and I say go go go 

 

**Oh no 

You say goodbye and I say hello 

Hello, hello 

I don’t know why you say goodbye 

I say hello, 

Hello, hello 

I don’t know why you say goodbye 

I say hello 

 

I say high, you say low 

You say why and I say I don’t know, 

Oh no 

You say goodbye, and I say hello 

Hello, hello 

I don’t know why you say goodbye 

I say hello 

 

***Hello, hello 

I don’t know why you say goodbye 

I say hello 

 

Repeat ** 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

Rock, Paper, Scissors, One, Two, Three! 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Game Time. 

Today’s game is “Rock, Paper, Scissors” 

 

Step 1（デモンストレーション） 

＊事前にデモに参加してくれる児童を 4 名ほど、練習しておく。 

 

① “Hello Goodbye” の CD を流す（児童が教室内を歩き回る） 

② 歌を止める。児童(事前に頼んでおいた)が “Yo!” “Hey!”とジェスチャーをつけながら

言い合う 

③ Rock, Paper, Scissors, One, Two, Three!でじゃんけんをする。 

（勝ったら指を折って、自分の勝った数を覚えておく） 

＊①～③のデモを数回繰り返す。 

 

④ “Hello Goodbye” の CD を流す（児童が教室内を歩き回る） 

⑤ 歌を止める。児童(事前に頼んでおいた) が“What’s up?” “Not much.”とジェスチャー

をつけながら言い合う 

⑥ Rock, Paper, Scissors, One, Two, Three!でじゃんけんをする。 

（勝ったら指を折って、自分の勝った数を覚えておく） 

＊④～⑥のデモを数回繰り返す。 

 

Step 2: 本番 

先生：OK? It’s your turn. Let’s start!  

＊Step 1 の手順を繰り返す 

 

Step 3: チャンピオンを決める 

先生： Who’s today’s champion? (折った指を示して)  

Won 1 time, raise your hand!   

Won 2 times?  

（児童の手が挙がらなくまで繰り返す） 

Today’s champion is 児童の名前!  Congratulations! 
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問： ・男の子の表情は？ 

  ・どんなジェスチャー？ 

  ・背景の色は？ 

   ・どんなストーリー？ 

 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問：・文字の大きさは？ 

   ・文字の色は？ 

   ・文字の最後の記号は？ 

   ・文字と絵の関係は？ 

 

Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問：・文字と文字の大きさとの関係は？ 

    ・文字と文字の色との関係は？ 

    ・文字と記号(! / . / ?)との関係は？ 

    ・最後のページの”Yow!”はどう読む？（”yow”は “cow”と同じ読み方） 

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

質問： ・二人の男の子の肌の色は同じ？ 

   ・二人の男の子の性格は同じ？ 

 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・人に話しかけてみる勇気。 

・相手の気持ちを感じる大切さ。 

・自分の本当の気持ちを伝える大切さ。 

・ともだちを見つけた喜び。 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどのような工夫ができるか考えてみ 

よう。 

具体例：・文字の大きさの意味を伝えるように読んでみる。 

    ・文字の色の意味を伝えるように読んでみる。 

    ・記号(! / . / ?)の意味を伝えるように読んでみる。 

・ 絵を見て、絵の意味を伝えるように読んでみる。 

（例：見開き 2 パージ目の“Yo!”はすましたように読んでみる） 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると思って読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページのめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・トーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

・それぞれのページで、誰が言っているのか分かるように、絵を示す。 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8： 日本の文化との違いを考えてみよう。 

質問：・この本はだれに向けて書かれた本？ 

（見開き 2 ページ目を “For my parents”参照） 

    ・自分を指すときのジャスチャーは？ 

（見開き 5 ページ目と 12 ページ目を参照） 

 

Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている） 

先生： He’s Eddie.（左の男子を示し）(Eddie likes pizza. He wants to be a baker.) 

He’s John. （右の男子を示し）(John likes music. He wants to be a singer.) 

Yo! Yes? By Chris Raschka. 

 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

・子どもが分からないときは、分かる言葉に言い換えて読んでみる。 

（ “parents”が分からないときは、 “Papa and Mama”と言ってもよいだろう） 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、言語・文化への意識を高める） 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

〇×クイズ 

Question 1: 絵本の作者の出身国はオーストラリア(Australia)である (地図を使う)  

〇か×か？ 

答え：×  

解説：アメリカ 

 

Question 2: “How are you?”とだいたい同じ意味の “What’s up?”や“Hello”の意味の“Yo!”  

“Hey!”は年上の人に使ってもよい。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：寸劇にもあったように、失礼にあたるので使わない方が無難。 

 

Question 3: この本の “For my parents”（私の両親に捧ぐ）という箇所に動物などを書 

くこともある。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：自分の飼っているペットに捧げることもある 

 

Question 4: 英語では、 “me”と自分を指すとき、自分の鼻を指す。 

（見開き 5 ページ目と 12 ページ目を参照） 

〇か×か？ 

答え：× 

解説：英語では、自分を指すとき、自分の胸を指す。 
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コラム 1 

CALDECOTT 賞について 

 

“Yo! Yes?”の絵本には、右上にメダルがついていますが、どのような意味があるので

しょうか？これは “CALDECOTT”といって、アメリカ合衆国の児童図書館協会がアメ

リカで出版された子供向け英語絵本の中で最も優れた本に授与している賞である。   

CALDECOTT の賞は 2 種類ある。ひとつは “THE CALDECOTT MEDAL” で前年度に

出版された絵本の中から 1 冊が選ばれる。もうひとつは”CALDECOTT HONOR BOOK”

であり、年度によって作品数は異なり、数冊が選ばれる。この賞をもらうと、アメリカ

の図書館が購入してくれると言われている。“Yo! Yes?” “CALDECOTT HONOR BOOK”

の賞をもらったということになる。“Yo! Yes?”以外に、本冊子でも、取り扱っている

“WHERE THE WILD THINGS ARE”（「かいじゅうたちのいるところ」）は  “THE 

CALDECATT MEDAL” の賞をもらっている。 
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Dear Zoo 

(邦題「どうぶつえんのおじさんへ」（愛蔵版）) 

 

 

作者：Rod Cambell 

出版社：Mantra Lingua 

出版年：1982 

対象学年：低学年より 

あらすじ 

動物園に「ペットをください」とお手紙を出すと、次から次へといろいろな動物がや

ってきた。さあ、次は、どんな動物がやってくるのかな？ 

 

テーマ 

動物、個性との出会い（お友だちや自分の個性はどんなところだろう？） 

目標言語 

・How is it? 

・It’s cute / tall / scary / jumpy. 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

動物の特徴を聞いたり、伝えたりして、先生や友達とのやりとりを楽しもうとす

る。 

【音声や表現】 

動物の名前とその特徴を表す表現に慣れ親しむ。 

【言語や文化】 

各国での縁起が良いとされている生き物（lucky animalなど）を知る。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材：・箱を 2 個 

・イヌのマスコット、ヘビのマスコット（あるいはイヌとヘビの絵カード） 

 

＊事前にスキットに参加してくれる児童を 1 名決め、練習が必要。 

(Hello Song などを歌った後)  

 

＊箱の中に児童用のイヌ、先生用ヘビをそれぞれ入れておく。 

先生：Let’s move on.  

クラス：What’s next? 

先生：It’s Skit Time!  

      _____ please come up to the front. 

児童：Hello! (箱を持ちながら先生に向って) 

先生：Hello! (箱に気がつき、箱を指して) 

What do you have? (箱に気がつき、箱を指して)  

児童：I have my pet.  

Tada! (箱から犬を出す。“Tada”は「ジャン！」の意味。)  

先生：Oh, a dog!  

Cute (ジェスチャーをつけて強調)! 

児童：Yes! My pet, cute!  

Ah…  What do you have? (相手の箱に気づいて。 “you”を強調。) 

先生：I have my pet, too! (箱からヘビを出す) 

Tada! (箱からヘビを出す) 

児童：Oh, a snake!  

Scary! (ジェスチャーをつけて強調) 

I don’t like snakes! 

先生：Scary? No, no! Cute! I love snakes! 

児童：Cute? No! Not cute!  

Bye! (怯えながら足早に去る) 

先生：Oh… Bye! (残念そうに)  

♪My snake, my snake…(歌いながら楽しそうに立ち去る) 

先生＆児童：チャンチャン♪ 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

絵カード：・ “What is it?”と“How is it?”の絵カード１枚ずつ 

・a rabbit + cute + jumpy (ウサギの絵と “cute”と “jumpy”の文字) 

・a dog + cute (イヌの絵と “cute”の文字) 

・a giraffe + tall (キリンの絵と “tall”の文字) 

・a camel + tall (ラクダの絵と “tall”の文字) 

・a snake + scary (ヘビの絵と “scary”の文字) 

・a tiger + scary (トラの絵と “scary”の文字) 

・frog + jumpy (カエルの絵と“jumpy”の文字) 

 の絵カード１枚ずつ 

 

Step 1（チャンツの前の段階） 

＊事前に絵カードすべてを黒板に貼っておく。 

先生：Let’s move on.  

クラス：What’s next?  

先生： It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

 

① 先生：“What is it?”. (絵カードを指して、ジェスチャーをつけて) 

② 児童：うさぎ！ラビット！ 

③ 先生：Yes! It’s a rabbit. (ジェスチャーをつけて、児童の発話を促す) 

④ 児童：It’s a rabbit. (ジェスチャーをつけてリピート) 

⑤先生：Great!  

＊①～⑤を他の動物で繰り返す。 

 

① 先生：Now, “How is it?”. (絵カードを指して、ジェスチャーをつけて) 

② 児童：かわいい！ 

③ 先生：Yes! It’s cute. (ジェスチャーや表情をつけて、児童の発話を促す) 

④ 児童：It’s cute. (ジェスチャーをつけてリピート)  

⑤先生：Well done! 

＊①～⑤を他の形容詞で繰り返す。 
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Step 2（チャンツを楽しむ） 

先生：Let’s do the chant with rhythem. Stand up please! 

① 先生：What is it? ×2 

② 児童：What is it? ×2 

③ 先生：It’s a rabbit. ×2 

④ 児童：It’s a rabbit. ×2 

⑤ 先生：How is it? ×2 

⑥ 児童：How is it? ×2 

⑦ 先生：It’s cute. ×2 

⑧児童：It’s cute. ×2 

＊①～⑧を他の動物と形容詞で繰り返す。 

What is it? It’s a giraffe / a camel.  How is it? It’s tall. 

What is it? It’s a snake / a tiger.   How is it? It’s scary. 

What is it? It’s a frog / a rabbit.    How is it? It’s jumpy. 

＊やりとりが長くなるので、声色を変えたり、早めたりと、児童が、飽きない工夫がほ

しい。 
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歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

“What and How is It?” 

＊ “Hello Song”のメロディーにのせて歌う。 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう。 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

＊チャンツで使った絵カードが張ってある状態で始める。 

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Singing Time.  

 

1.  

What is it? ×4  It’s a dog. It’s a dog. It’s a dog, dog, dog.   

How is it? ×4  It’s cute. It’s cute. It’s cute, cute, cute. 

 

2.  

What is it? ×4 It’s a giraffe. It’s a giraffe. It’s a giraffe, giraffe, giraffe.  

How is it? ×4  It’s tall. It’s tall. It’s tall, tall, tall. 

 

3.  

What is it? ×4  It’s a snake. It’s a snake. It’s a snake, snake, snake.  

How is it? ×4  It’s scary. It’s scary. It’s scary, scary, scary.  

 

4.  

What is it? ×4  It’s a frog, It’s a frog. It’s a frog, frog, frog. 

How is it? ×4  It’s jumpy. It’s jumpy. It’s jumpy, jumpy, jumpy. 
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ゲーム  

“How is it?” Game 

先生：Let’s move on.   

クラス：What’s next?   

先生：It’s Game Time. 

Today’s game is “How is it” game.  

 

＊チャンツで使用した絵カードを黒板に貼ってある状態で始める。 

＊事前にデモに参加してくれる児童 1 名を決め、練習しておく。 

 

Step 1（デモンストレーション） 

先生：First, I will show you how. 

      ______, come up to the front. (お手伝いしてくれる児童を呼ぶ) 

Please choose one animal  

(黒板に貼ってある形容詞の絵カードから１つ目で選ばせる) 

児童： OK.  

先生： Now, everyone, let’s ask a question “How is it?” 

 (歌のリズムで質問をするように児童を促す) 

クラス： How is it♪How is it♪How is it♪How is it♪(歌のリズムで質問) 

児童：It’s cute♪cute♪ cute♪ (歌のリズムで答える) 

先生：It’s cute. “a rubbit” or “a dog”, Which one? (絵カードを指しながら) 

Talk with your friends and guess. 

（何人かの児童に聞く） 

先生：let’s ask a question “What is it?” (歌のリズムで質問をするように児童を促す) 

クラス： What is it♪What is it♪What is it♪What is it♪(歌のリズムで質問) 

児童：It’s a dog♪dog♪ dog♪ (歌のリズムで答える) 

先生：Who got the answer? 

You can get one point! 

＊児童の理解度に応じでデモ 1・2 回繰り返す。 
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Step 2: 本番 

先生：OK? It’s your turn.  

Let’s make ＿＿ groups. (児童は適当な数のグループに分かれる)  

Let’s start!  

Who can choose the card? (クラスから動物を選ぶ児童を募る) 

 

＊Step 1 の手順を数回繰り返す 

＊グループごとに正解得点を記録するようにする。 

＊最終回ではボーナスポイントがあるとより盛り上がる。 

 

 

Step 3: チャンピオンを決める 

先生： Time is up! 

Which is today’s winner group?  

Group 1 got 2 points   

Group 2 got 3 points   

Group 3 got 2 points   

Today’s winner group is Group 3!  Congratulations! 

Well done! Had fun? 
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問と発見など： 

   ・中表紙にはどんな動物がいるだろう？ 

   ・最初の箱には何が入っているのだろう？（elephant） 

   ・象の特徴はなんだろう？ 

   ・キリンの特徴である首が飛び出ている。（giraffe） 

   ・次は、どんな動物だろうか？（lion） 

   ・ライオンの特徴は？ 

   ・ラクダはどんな顔をしているだろうか？ 

   ・小さなかごの中にはどんな動物が入っているだろうか？（snake） 

   ・へびの特徴はなんだろうか？ 

   ・サルが箱に手を置いている。出たいのかな？（monkey） 

   ・サルは何を持っている？特徴は？ 

   ・ピンクの箱の中には、何が入っているかな？（frog） 

   ・カエルの特徴は？ 

   ・ケージの中には、どんな動物が入っているだろうか？（dog/puppy） 

   ・子犬をペットにもらった子どもはどんな気持ちだろうか？    

 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問と発見など： 

   ・ペットが欲しくて、動物園に手紙を出したようだ。 

   ・最初に送られてきたのは、重くて大きな象。ペットとしてはどうだろう。 

   ・すでに、首が飛び出ている。首が長くて、背の高いキリン。ペットとしてはど

うだろう。 

   ・檻の中から、見えるのは… 百獣の王、ライオン！ペットなんてとても無理！ 

   ・澄ました顔して、少し唇がとがっているのは、ラクダ。こんな神経質なラクダ

をペットにするなんて…。 

   ・もう、こんなに大きなラクダをペットにするなんてできない！もっと、ペット

に適した大きさの動物が来ないかな。 

   ・あ！今度の動物は、サイズはぴったり！どんな動物かな？ 

   ・ヘビなんて、怖いし、ヌルヌルしているし、ペットにはできないなぁ。 

   ・次はサル。騒ぐだろうし、部屋の中もぐちゃぐちゃになってしまいそうだ。 

   ・ピンクのかわいい箱の中には、きっとかわいい動物が入っているだろうなぁ。

わぁ！カエルだ！ピョンピョン跳ねるし、ペットにはできないなぁ。 

   ・全部の動物に From Zoo という札が貼ってある。 

   ・ケージに入っている！今度こそ、きっとペットにぴったりの動物だろうなぁ。 

   ・動物園の方々も、考えに考え、送ってくれた動物だ。 

   ・ほ～ら！かわいい子犬だ！完璧！ 

   ・札には From Zoo ではなく From all your friends at Zoo と書いてある。動物園

の方々の暖かさを感じたい。 

   ・ずっと、大切に飼ってあげたいな。 
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Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問と発見など： 

・動物園にお手紙を書いて、次々に動物が届くストーリーが理解できるような

工夫が必要。 

（具体例：読む前に、「みなさん、こんにちは。僕の名前は Rod です。僕はペ

ットがほしくて動物園にお手紙を書きました。（表紙のタイトルを手

で追いながら）『動物園様』と手紙を書きました。すると、動物園か

ら宅急便でペットが届いて来ました。」と日本語で説明する。次に、

表紙から読み始め、elephant のページで “I wrote to the zoo to send 

me a pet.”とまず読み、「ピンポーン」と玄関のベルが鳴った音を表

現。 “They sent me an …” と読んだあとそっと Flap を開き “an 

elephant！” と驚くような演技をするなど） 

・繰り返しの表現なので、児童も一緒に絵本に参加できる工夫があるとよい。 

（具体例：動物名を言ったあと、”Elephant? No way!”と付け足し “He was too 

big!”を読み終え、Flap を閉じる。“I sent him back.” と読んだ後、

児童と一緒に” Bye!” と言うようにするなど。次のページからは最

初に「ピンポーン」とベル音から始める。） 

・最後の場面の “So they thought very hard,”の読み方に工夫が必要。 

（具体例： “What animal? What shall we do?”など動物園側が考えてる様子を

表現する。） 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・通常では、ペットには考えないような動物を、ペットにしてみたら、と想像

する面白さ。 

    ・様々な動物の特徴を感じ、知る。 

    ・動物を flap で隠すことで、子どもの好奇心、興味を掻き立てる。 

         

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・動物にも様々な個性があるように、お友だちや自分にも、個性がある。それ

に気づき、相手の個性も自分の個性も尊重してほしい。 

・相手のために、一生懸命考えたり、悩んだりすることも大切にしてほしい。 

    ・自分のために、一生懸命考えたり、悩んでくれたりする人への感謝の気持ち

を大切にしてほしい。 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどんな工夫ができるか考えてみよ 

う。 

具体例：・ 英語の読みに相当する絵を示したり、ジェスチャーをつけたりする。（チャ

ンツやゲームで使ったジェスチャーと同じものだと効果的だろう） 

    ・各動物のシーンで、動物の鳴き声をつけると、最後まで飽きないだろう。 

・動物園にとっては、どの動物もかわいくて、ペットにしたいくらいだろう。

動物園側の目線での表現の工夫があってもおもしろい（特に最後のシー

ン）。 

・たくさんの動物が送られてきて、やっと最後に、ペットにぴったりの子犬

が送られてきたことへの喜びを表現する工夫がほしい（間、表情、声色な

ど）。 

 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると想像して読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

 

準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8: 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・手紙の書き方（ “Dear”「～様」と “From”「～より」）  

        ・日本で、動物園に手紙を書くとしたらどんな内容か考えてみる。 

        ・日本でも、手紙を書いたら動物を送ってくれるか？ 

        ・Puppy の場面で、 “from all your friends at the zoo”とあるが、”friends”にど

のような意味が込められているか考えてみる。日本でも同じ表現が使われる

だろうか？ 
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Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている。子どもたちがどんなストーリーか想像で

きる時間や質問を考えてみよう） 

先生：Look at the picture.  

What Animal?  

Yes, it’s a lion. Do you like a lion?  

“Dear Zoo”  By Rod Campbell（タイトルと作者を読む） 

 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、反応を楽しみながら、読んでみる。 

・児童の理解が難しそうなときはジェスチャーをしたり、該当する絵を指差したりして

みる。 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、絵本の内容理解に結びつけ、言語や文化への興

味につなげる） 

教材：絵本、世界地図、説明で必要な資料 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

○×クイズ＆選択クイズ 

Question 1: 世界のラッキーアニマル（幸運の動物）について質問します。(地図を指し

て)「オランダ」（ “the Netherlands”）のラッキーアニマルは、てんとう虫

（ “ladybug”）である。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説： オランダで描かれる絵には、てんとう虫が登場することも多いよ

うだ。（他には、韓国―豚 (“big”)、中国―ライオン (“lion”)、メキシコ―コ

ンドル(“condor”)、カナダ―ワシ(“eagle”)など） 

 

関連した活動 

・“What’s your lucky animal?”など、児童それぞれのラッキーアニマルを聞いてみるの

も面白い。発表の時間があるとさらに、良いだろう。 

 

Question 2: Dear Zoo は、作者のもっとも有名な作品であるが、世界の何か国語で翻訳

されているか。（2013 年現在） 

① 5 ヶ国語 ② 12 ヶ国語 ③ 17 ヶ国語 どれでしょう？ 

答え： ③17 ヶ国語 (Albanian, Arabic, Bengali, Chinese, Persian, French,  

Gujarati, Hindi, Panjabi, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Somali,  

Spanish, Turkish, Urdu, and Vietnamese） 

 

Question 3: 作者の Rod Campbell さんは、スコットランドで生まれ育った。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：1945 年に、スコットランドで生まれ、ジンバヴェ共和国（アフリカ

南部）で育てられた。（のちに、英国に戻って有機化学を学び、1980 年に博

士号を取得する） 

 

その他 

・動物の鳴き声クイズ（豚―oink、ライオン―roar、犬―bow-bow）もおもしろいだろ

う。 
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Where’s the Fish?  

(日本での出版訳：「きんぎょがにげた」) 

 

作者：Taro Gomi 

出版社： R.I.C. Publications 

出版年： 2005 

対象学年：低学年以上 

あらすじ 

水槽の中の 1 匹の金魚が、住み慣れた狭い水槽から飛び出して、色々な場所に冒険に

出かける。金魚の Fishy は、隠れるのが大好き。Fishy は変装も上手。さて、Fishy は

どこにいるかな？ 

 

テーマ 

冒険と出会い（広い世界へ飛び出そう！） 

目標言語 

・Where’s Fishy?   

・There’s Fishy!   

・In the (fish) bowl / the (flower) pot / the (candy) jar / the (water) tank.  

(学年に応じて(  )の言葉や数の調整が必要) 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

積極的に声を出そうとする。自分の考えを相手に伝えようとする。 

【音声や表現】 

探しているものがどこにあるか尋ねる英語表現とその答え方に慣れ親しむ。 

【言語や文化】 

絵本でのストーリーから言語や文化への興味を持とうとする。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材： 世界地図 

＊事前にスキットに参加してくれる児童を 1 名決め、練習が必要 

 (Hello Song などを歌った後)  

 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Skit Time! 

Let’s learn the world. (黒板に貼った世界地図を示す) 

名前, come up to the front, please. (参加してくれる児童を呼ぶ) 

先生： Where’s Tokyo?（ジェスチャーを付けながら） 

児童： Here! There’s Tokyo! 

先生：Good!  

Next, Where’s New York City? 

児童： Here!  There’s New York. 

先生： Good.   

Next, where’s ダバダバダバダバダ？(リズミカルな節を付けながら) 

児童：ダバダバダバダバダ？（HRT の節を真似る） 

先生：Yes, where’s ダバダバダバダバダ？（ジェスチャーと節を付けながら） 

児童： I don’t know. (全くわからないというジェスチャーで) 

先生：Oh, you don’t know? （ジェスチャーと節を付けながら） 

児童： No. Where’s ダバダバダバダバダ？ 

先生：ダバダバダバダバダ、here? (地図を探すが見つからない） 

ダバダバダバダバダ、here? (地図を探すが見つからない） 

Oh…No ダバダバダバダバダ。(がっかりして)  

Sorry! (頭をかいて、明るく) 

先生＆児童：チャンチャン！ 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材： 

・Fishy の体にかたどった絵カード  

・In the (fish) bowl / In the (flower) pot / In the (candy) jar / In the (water) tank の 4 枚の

絵カード 

（絵本の絵を参考に作成するとよい） 

Step 1（チャンツの前の段階） 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

His name is Fishy.  (Fishy の絵カードを見せる)   

Bye-bye, Fishy!  (Fishy の絵カードを隠す)  

Where’s Fishy? (ジェスチャーを付けながら)  

児童： Where’s Fishy?（先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

先生： There’s Fishy. (ジェスチャーを付けながら)   

(bowl の絵カードを見せて、Fishy をその絵カードに付ける)   

児童： There’s Fishy.（先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

先生：In the (fish) bowl. (ジェスチャーを付けながら)  

（＊bowl の音は ball と異なる。辞書で確認） 

児童： In the (fish) bowl. （先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

 

In the (flower) pot / In the (candy) jar / In the (water) tank も同じように繰り返す。 

 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

Step 1 で練習したジェスチャーを使って、体を動かしながらチャンツ。 

先生：Let’s do the chant with rhythm! (指を鳴らして)! Stand up please! 

① 先生：Where’s Fishy? 

② 児童：Where’s Fishy? 

③ 先生：There’s Fishy.  

④ 児童：There’s Fishy. 

⑤ 先生： In the bowl. 

⑥ 児童：In the bowl. 

＊⑤と⑥は 2 回繰り返すと良い 

＊①～⑥は容器の表現を変えて繰り返す 

先生：Great job! 

 



- 44 - 

 

歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

“Fishy, Fishy, where’s Fishy?” (「きらきら星」の替え歌) 

＊きらきら星のメロディーにのせて歌う。 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

 

 

 

 

Fishy, Fishy, where’s Fishy? 

There’s Fishy in the sky, 

Fishy, Fishy, in the sky, 

Fishy, Fishy, in the sky, 

Fishy, Fishy, where’s Fishy? 

There’s Fishy in the sky. 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

お絵かき (絵を描いて目標言語に慣れる) 

教材：色鉛筆、紙（A4 の半分程度） 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Drawing Time. （ジェスチャーを付けながら） 

Today, let’s draw a picture.（ジェスチャーを付けながら） 

I drew the picture.  

Tada! (用紙しておいた Fishy が東京ドームで野球をしているなどの絵を見せる)  

There’s Fishy! In the Tokyo Dome.  

Now, your turn.  

Please draw the picture of Fishy.  

Make 数 groups.  

You have five minutes. Go!  

(＊教室を回りながら、Fishy に旅をさせてあげようなどと、ヒントを与える。 

なるべく、in を使った絵を提案する) 

先生：Time is up! Your pencils down.  

Now it’s Show and Tell Time. (ジェスチャーを付けながら） 

You show your picture and tell your friends in your group.  

For example, This is Fishy. (用意しておいた絵を再度見せる)    

(生徒に Where’s Fishy?の質問を促す) 

児童：Where’s Fishy? 

先生：There’s Fishy. In the Tokyo Dome.  

OK? Go! 

 

グループ内で Show and Tell の発表。 

2 人ぐらい有志の生徒に全員の前で発表させることもできる。 
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問：・Fishy ってお茶目？ 

 ・Fishy を最後に見つけたところは？ 

・最後のページ(p. 24)で Fishy はもう 1 匹の金魚と何を話しているのか？ 

・Fishy と他の金魚が異なる体の部分は？ 

  ・ストーリーのつながりを持たせている作家の工夫は？ 

 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問：・作者はだれ？ 

  ・タイトルとお話しの中の表現が変わっている？ 

       (Where’s Fish? → Where’s Fishy?) 

  ・There’s Fishy! に近い日本語を絵から類推したら？ 

   ・文字と絵の関係は？ 

 

Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問：・表現を補足したいときは？ 

    ＊目標言語 (Where’s Fishy? There’s Fishy. In the Bowl など) 

は是非補足したい 

＊その他の表現の候補： 

       ・ “No way!”  

   （絵本を使いながら、次のような発話ができる） 

先生：Fishy, a flower? No way!  (児童も No way!が発話できるように促す) 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・Fishy の可愛らしさ 

   ・部屋がきちんと片付いていないことも、時に美しい 

   ・子ども部屋のファンタジーさ 

    ・Fishy のように興味を持って飛び出してみる 

   ・一歩踏み出すことで、新たな発見や出会いがいっぱいある 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・ 想像力で愉快さが生まれる。 

・相手の気持ちを感じる大切さ。 

・Fishy と自分を重ねる。 

・勇気を出して、新たな世界に飛び出そう。 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどのような工夫ができるか考えてみ 

よう。 

具体例：・ジェスチャーを付ける。 

   ・同じ表現を読むとき、声やトーンを変えてみる。 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると想像して読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

    ・それぞれのページで、誰が何を言っているか分かるように、絵を示しながら 

読んでみる。 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8: 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・日本語と英語の訳の違い 

（金魚→Fishy という個人名が付き、より親しみが湧く不思議さ） 

 

 

Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている） 

先生： Where’s the Fish? (ジェスチャーを付けて、児童に質問をする)  

Ah, there’s the Fish.  

“Where’s the Fish?”  By Taro Gomi.（タイトルを読む） 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

・時に、 “Where’s Fihsy?”と質問し、Fishy でないものを指さすなどして、児童をスト 

ーリーに参加させることも可能 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、言語・文化への意識を高める） 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

〇×クイズ 

Question 1:絵本の作者の出身国はイギリス(the U.K.)である。(地図を使う)  

〇か×か？ 

答え：×  

解説：Taro Gomi さんは日本人である。 

 

Question 2: in the (fish) bowl の in は英語では大切である。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：・ “in”は「～の中に」と場所と表し、英語では大切。 

・“in”の後に場所がくる。 

      ・ “in the (fish) bowl”を日本語に訳すと、「金魚鉢の中に」。  

・日本語では「中に」の前に場所がくる。 

 

Question 3: No way!は「まさか！」という日本語の意味に近い。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：・ “Fishy, a flower? No way!”の日本語を想像させる。 

・日本語と英語の絵本の比較をしても面白い。 
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My Cat Likes to Hide in Boxes  

 

 

作者：Eve Sutton 

 Illustrated by Lynley Dodd 

出版社： Puffin 

出版年：1973  

対象学年：高学年以上 

 

あらすじ 

外国の猫は、賢そう！なのに、うちのネコときたら．．． 

テーマ 

外国、韻の楽しさ（外国を知ろう！） 

目標言語 

・Where do you want to go?   

・I want to go to France / Spain / Norway / Greece / Brazil / Berlin / Japan. 

 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

積極的に自分の行きたい国を伝え、相手にも、どこに行きたいか聞こうとする。 

【音声や表現】 

「どこに行きたい？」と聞かれたら、自分の行きたい国を伝える答え方に慣れ 

親しむ。 

【言語や文化】 

絵本でのストーリーから言語や文化への興味を持とうとする。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材： ・世界地図 

＊事前にスキットに参加してくれる児童を 1 名決め、練習が必要。 

 (Hello Song などを歌った後)  

＊事前に世界地図を黒板に貼っておく 

 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Skit Time! 

名前, come up to the front, please. (参加してくれる児童を呼ぶ) 

先生：Listen! (ジェスチャーを付けて)  

I want to go to France. (ジェスチャーを付けて、世界地図のフランスを指す)   

Ah… France, ance, ance… umm…  dANCE.（ジェスチャーを付ける）   

I want to go to France and dance. (ジェスチャーを付ける) 

児童： Oh!  France （地図の国を指して） 

and dance（ジェスチャーを付けて）? 

先生：Yes.  

Where do you want to go? (“you”を強調して) 

児童： I want to go to umm…Spain! (世界地図を見ながら迷って、スペインを指す)  

Ah… Spain, ain, ain… umm…  aeroplane (“aeroplane”を発音を辞書で確認).   

I want to go to Spain and fly an aeroplane! (ジェスチャーを付けて)  

先生： Oh!  Spain and aeroplane?（地図の国を指して、ジェスチャーを付ける） 

児童： Yes! Spain and aeroplane. 

先生： One more country!  I want to go to America!  （地図のアメリカを指す） 

Ah… America, ica, ica… umm… イカの刺身！（イカの刺身を食べる真似）  

I want to go to America and eat イカ！(ジェスチャーを付けて)  

児童：OK…  (あきれたように) 

先生＆児童：チャンチャン！ 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材： 

・“Where do you want to go?”の質問絵カード 

・I want to go to France / Spain / Norway / Greece / Brazil / Berlin / Japan  

7 枚の絵カード 

＊絵カードに国のシンボルや国旗を載せる（シンボルは絵本が参考になる） 

＊それぞれの国の発音は辞書で確認。韻の関係でドイツだけ首都名になっている 

 

Step 1（チャンツの前の段階） 

＊事前に絵カードすべてを黒板に貼っておく。 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

Where do you want to go?  (絵カードを見せてジェスチャーを付ける)   

児童： Where do you want to go?（先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

先生： I want to go to France / Spain / Norway / Greece / Brazil / Berlin / Japan .  

(絵カードを見せながら、それぞれの国を練習)   

児童： I want to go to France / Spain / Norway / Greece / Brazil / Berlin / Japan . 

 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

先生：Let’s do the chant with rhythm! (指を鳴らして)! Stand up please! 

先生：Where do you want to go? (絵カードを見せてジェスチャーを付ける)  

児童：Where do you want to go? (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

先生：I want to go to France / Spain / Norway / Greece / Brazil / Berlin / Japan .  

(絵カードを見せながら。それぞれ Where …?の後に。答えは 2 回ずつチャンツ)  

児童：I want to go to France / Spain / Norway / Greece / Brazil / Berlin / Japan. 

先生：Great job! 
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歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

 “Where Do You Want to Go?” 

(Genki English vol. 5 #21 “Where do you live?”のカラオケバージョンを使用) 

＊初めに#20 の“Where do you live?”を使い、言葉を変えて練習するとよい。 

＊馴染みのあるメロディーを使って替え歌にしても楽しいだろう。 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

 

I want to go to France. 

I want to go to Spain. 

I want to go to Norway. 

I want to go to Greece. 

 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

 

I want to go to Brazil. 

I want to go to Berlin. 

I want to go to (America). 

I want to go to (China). 

 

＊Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

Where do you want to go? 

 

＊を 2 回繰り返して 

（最後に）Where do you want to go? 

 

＊国名は適宜変えることができるだろう 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

 “Let’s Draw a Flag” Game 

教材：・世界地図（黒板に貼っておく） 

・地域地図とその地域の国旗（グループ用） 

＊アジア、ヨーロッパ、南アメリカ、アフリカなどと地域を絞り、各グルー 

プ１つ地域の地図を配布。 

   ・A5 サイズの紙（各グループ x ゲームの回数分） 

・児童は色鉛筆などを用意する 

 

Step 1（デモンストレーション） 

先生：Let’s move on.   

クラス：What’s next?   

先生：It’s Game Time.  

Today, we draw a flag.（地図の旗を指さす） 

For example, I draw one flag. Tada! （国旗を手早く描く） 

Where do I want to go? （ “I”といいながら自分を指す） 

Please guess! (ジェスチャーをつかいながら) 

クラス：スイス！ 

You want to go to スイス。(“You want to go to スイス”と言うように促す) 

＊習っていない国名は日本語でもよいだろう 

先生：Yes! スイス、Switzerland！But, Japanese OK.  

Next. I draw another flag. Tada! （あまり馴染みのない国旗を手早く描く） 

Where do I want to go? 

児童： I don’t know. (“I don’t know.” と児童が言うように促す)  

先生：You don’t know.  

Question, please. (“Where do you want to go?”と児童が言うように促す) 

児童：Where do you want to go? 

先生：I want to go to ．．． (地図の国を示して、国名を言う) 

児童：．．．！ You want to go to ．．．(“You want to go to ．．”と児童が言うように促す） 
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Step 2: Drawing Time 

先生：OK?  Now it’s your turn.   

Please make ______  groups.  

You get the map and the pictures of flags. 

You have 3 minutes.  

Go!  

＊各グループで、行きたい国を決め、その旗を描く。 

 

 

Step 3: 発表 

＊各グループが、前に出てきて発表。 

先生： Time is up! 

       Group 1, please come up to the front! 

Group 1： Our flag, around here. (黒板に貼ってある地図の地域を示す) 

Tada! （国旗を見せる） 

Where do we want to go? (必要に応じて先生がサポートする) 

Please guess! 

クラス： You want to go to …(グループで相談後、答えをそれぞれ言ってゆく) 

Where do you want to go? (みんなで質問をするように促す） 

Group 1：WE want to go to … 

＊当たったグループは 1 点獲得、最終回はボーナス点などを与えると盛り上がる。 

 

 

Step 4: チャンピオンを決める 

先生： Time is up! 

Who’s today’s champion?  

（黒板に書いてある各グループのポイントを見ながら） 

Group 1 got 3 points.  

Group 2 got 4 points. 

Group 3 got 5 points. 

So, Today’s champion is Group 3!  Congratulations! 

 

 

 

 

 



- 55 - 

 

絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問と発見： 

・猫のおはなし？ 

 ・表紙で猫は何をしている？  

・月の下で猫は何をしている？タワーは何のタワー？ 

  ・交互に出てくる猫はいつも、箱に隠れたり、箱をかぶったりしている。 

   ・猫が飛行機を運転している。 

  ・太った猫は何をしている？ 

  ・警官の猫。 

  ・おしゃれな帽子をかぶっている猫。 

  ・足を水につけている猫。 

  ・アクセサリーをまとっている猫。 

  ・お腹の出ている猫がバイオリンを弾いている。なぜ時々月が見える？ 

  ・リンゴ箱の猫。 

  ・かつらをかぶって、着物を着て、日本舞踊をしてる？ 

  ・いろいろな猫たち。 

  ・疲れたようで、眠ってしまった猫。 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問： ・飼っている猫は箱に隠れるのが好きということか？ 

・月は何か意味があるのか？ 

・フランスの猫、だからエッフェル塔か？ 

・箱に顔を隠して、危なくない？ 

・スペインの猫、闘牛士か？ 

・ノルウェーイの猫だから、スキーのセットか？ 

・ギリシャの猫だから、パルテノンか？ 

・ブラジルの猫だから、サンバの踊りでかぶるハットか？風邪をひいて、足をお

湯につけているのか？ 

・ベルリンの猫、ここだけ都市名で、ビール腹の猫で、下にあるのはビールか？ 

・日本の猫はなぜ、扇子を強調？ 

・外国の猫はいろいろしているのに、うちの猫ときたら．．．という意味か？ 

・なぜ外国の猫のときは過去形で我が家の猫になると現在形？ 

（「フランスのある猫は歌って、躍るのが好きだったんですって！あなたも同じ 

ようにしてみたら？だめか．．．やっぱり、箱が好きなのね」という意味合いだ 

ろうか） 
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Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問：・国名と韻を踏んでいる語句は？ 

         具体例：France vs. dance  

                  Spain vs. aeroplane 

                  Norway vs. doorway 

                  Greece vs. police 

                  Brazil vs. bad chill 

                  Berlin vs. violin 

                  Japan vs. blue fan 

    ・Berlin がなぜ、ここだけ都市名になったわけは？ 

答え：Berlin と violin に韻を踏ませた  

     

 

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・うちの猫にいろいろ、提案してみたが．．． 

    ・それでも、うちの猫はやっぱり、可愛い。 

    

 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・韻に気付く楽しさ 

    ・外国を知る楽しさ 

    ・自分の殻を破ることも大切だが、同時に無理をしないことも大切。 

・家族や友達はいつも、きみの味方 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどんな工夫ができるか考えてみよ 

う。 

具体例：・韻を踏んでいることに気付かせるには？ 

・ “But MY cat likes to hide in boxes” (うちの猫が可愛くてたまらない)をどう

表現する？ 

   ・それぞれの国のシンボルをどのように気付かせるか？ 

 

 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると想像して読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

 

 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

 

準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8: 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・なぜ韻を踏んだ表現が使われているのか？ 

＊音を楽しみ、言葉が覚えやすくなり、言葉も自然と口から突いて出てくる 

ようになる。 

    ・それぞれの文化を象徴するものが絵本に出てくるか、それは日本人が持って

いるステレオタイプとどう違うか？ 

   ・日本を象徴する「着物」や「扇子」は本当に日本を象徴しているか？  
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Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている。 “my cat”は大切な言葉） 

先生： “My cat likes to hide in boxes.”   

By Eve Sutton and illustrated by Lynley Dodd.（タイトルを読む） 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

・“My cat likes to hide in boxes.”の文は、2 回目から “My” が “MY”に変わっている。こ

の変化を表現するように“MY”は強調して、強く読むようにする。イントネーション

も上がるだろう。 

・スペインの猫が登場するページから前の猫のことも書かれている。前の猫の部分は省

いてもよいかもしれない。児童が思い出せる様だったら、 “The cat from France 

liked . . .” とジェスチャーでヒントを与えながら、児童の発話を促してもよいだろう。 

・ノルウエェーの猫のページの “got stuck”した場面は、ジェスチャーの工夫がほしい。 

・ギリシャの猫のページの“police”を表すジェスチャーもあると良い。 

・ブラジルの猫のページの“caught a very bad chill”のジェスチャーは？ 

(具体例：寒気、くしゃみなど） 

・ドイツの猫のページで、“Berlin”と “violin”はうしろにアクセントが来る。 

・日本の猫のページの“wave”を表すジェスチャーがほしい。 

・その都度、前の猫の動きを復習していなければ、最後の猫が集合しているページで、

それぞれの猫の動きを復習できる。 

・最後のページの文字は全部大文字である (“BUT MY CAT LIKES TO HIDE IN BPXES”)。

この文字の意味を表現するには、強く、ゆっくり、はっきり読むと良い。 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、言語・文化への意識を高める） 

教材：世界地図 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

〇×クイズ 

Question 1: このおはなしの作者は Eve Sutton、絵を描いたのは Lynley Dodd ですが、

二人は今、イギリスに住んでいる。（絵本の表紙を示す、地図を使うなど） 

〇か×か？ 

答え：× 

解説：Eve Sutton はイギリスで生まれましたが、今は Lynley Dodd と同じ

ようにニュージーランドに住んでいます。二人はなんでも従妹だと

か。みなさんはニュージーランドに行ったことはありますか？ 

 

Question 2: Question No.2. 絵本には国の名前が出てきたが、Berlin というのは国の名

前ではない。（絵本の該当ページを見せる） 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：Berlin は日本語ではベルリンと言っています。ドイツの首都で、国

名ではありません。（地図のベルリンやドイツを示す） 

 

Question 3: フランスの猫のページでは、 “France”の “ance”と同じ音の “dance”が使わ

れ、Greece の猫のページ ―ギリシャですね―では、 “Greece”の“eece”と

同じ音の “police”が使われていました。では質問です。日本の猫のページ

では、 “Japan”の “an”と同じ音で扇子の意味の英語が使われていた。(それ

ぞれの絵本の該当ページを見せる) 

〇か×か？ 

答え：○ 

解説：扇子は英語では扇風機と同じ “fan”を使います。 “Japan”のうしろ

の “an”と同じ音の “fan”、つまり扇子の意味の英語でした。 
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Fortunately  

(日本での出版訳：「よかったね ネッドくん」) 

 

作者：Remy Charlip 

出版社： Aladdin Paperbacks 

出版年： 1964 

対象学年：高学年～ 

あらすじ 

青年 Ned が遠くで開かれる自分の誕生日パーティーに向かう。様々な困難が待ち受けてい

るが、果たして、たどり着けるだろうか。 

テーマ 

誕生日、冒険（人生は大変なことばかりではない。最後まであきらめないことが大切） 

目標言語（5 年生～） 

・I can play the drums / the bass / the piano / the guitar / the trumpet / the violin. 

・Can you do it? Yes, I can! 

・I can sing. 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

積極的に自分ができることを相手に伝えようとしたり、相手もできるか聞こうとする。 

【音声や表現】 

自分のできることを、ジェスチャーをつけて表現しようとする。 

【言語や文化】 

絵本を通して、異文化に触れ、次に何が起こるか予測するのを楽しむ。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材： 世界地図 

＊事前にスキットに参加してくれる児童を 1 名決め、練習しておく。 

 

(Hello Song などを歌った後) 

 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Skit Time! 

名前, come up to the front, please. (参加してくれる児童を呼ぶ) 

先生: I can play the drums. (椅子に座って、ドラムをたたく真似をする)   

See?  （ほらね！というように） 

Can you do it? 

児童: Yes, I can do it! (HRT の真似をして、椅子に座り、ドラムをたたく真似をする) 

先生: Good.   

Next (バイオリンを弾く真似をして、「カエルの歌」をゆっくり、バイオリンの音

風に 

歌う。最後は音を震わせる) 

See? (ほらね！というように） 

Can you do it? 

児童: No…（首を振りながら）  

But, I can sing! (明るく、ジェスチャーを付けて) 

先生: Good.   

You and I, Concert Time. OK? 

児童: OK. 

先生 & 児童: 先生は座ってバイオリンを奏で、児童は立って「かえるの歌」を心を込 

めて歌う。（他の児童も巻き込んで歌っても面白いだろう） 

先生 & 児童: Thank you!  (礼をして退場) 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材： 

・“I can play the drums.” / “I can play the base.” / “I can play the piano.” / “I can play the  

guitar.” /”I can play the trumpet” / “I can play the violin.” / “I can sing.”の 7 枚の絵カード 

・“Can you do it?”の絵カード 1 枚 

 

Step 1（チャンツの前の段階） 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

 

＊事前に絵カードすべてを黒板に貼っておく。 

① 先生: I can play the drums. (絵カードを指し、ジェスチャーを付ける)  

② 児童: I can play the drums. (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

③ 先生: Can you do it? (絵カードを指し、ジェスチャーを付ける)  

④ 児童: Can you do it? (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

楽器を変えて①～④を繰り返す 

最後に 

先生: I can sing! (ジェスチャーを付けて)  

児童: I can sing! (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

  

Step 2（チャンツを楽しむ） 

先生：Let’s do the chant with rhythm! (指を鳴らして)! Stand up please! 

＊ジェスチャーを使い、リズムにのせながら 

①先生: I can play the drums.  

②児童: I can play the drums. 

③児童: Can you do it?  

④児童: Can you do it? 

楽器を変えて①～④を繰り返す 

最後に 

先生: I can sing! (ジェスチャーを付けて)  

児童: I can sing! 

先生：Great job! 

 

＊①と②は 2 回繰り返すと良い。 

＊“I can sing!”も 2 回以上は元気に繰り返したい。 
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歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

 “I can do it” 

(CD: “Genki English vol. 5”  #8) 

＊楽器を演奏する真似をして、楽しみながら目標言語に慣れる 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう 

＊教材として、 “Who can ．．．?”の絵カード（裏に「だれが・・できる？」と日本語で書 

いておく）を用意しておくと良い。 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Singing Time. 

 

Can you do it? I can do it! (Yeah!) 

Can you do it? I can do it! (Yeah!) 

Can you do it? I can do it! (Yeah!) 

Can you do it? I can do it! (Yeah!) 

 

Who can play the drums? I can play the drums. 

Who can play the bass. I can play the bass. 

Who can play the piano? I can play the piano. 

Who can sing? I can sing! 

 

(Repeat Chorus) 

 

Who can play the guitar? I can play the guitar. 

Who can play the trumpet? I can play the trumpet. 

Who can play the violin? I can play the violin. 

Who can sing? I can sing! 

 

(Repeat Chorus) x 2 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

Freezing Gesture Game 

教材：チャンツで使用した絵カード  

( “guitar”か”bass”はジェスチャーが似ているので、どちらか外しておく) 

 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Game Time. 

Today’s game is “Freezing Gesture Game.” 

 

＊チャンツで使用した絵カードが黒板に貼ってある状態で始める 

Step 1（デモンストレーション） 

先生: I play one musical instrument.  

(“one”を強調。黒板の絵カードの楽器を示しながら“musical instrument”を強調する。) 

For example, I can play . . .  

(黒板に貼ってある絵カードから一つ楽器を選び、その楽器を弾く真似をする。でもど 

の楽器がはっきりと分からないところで止まった状態にする (freeze)。) 

Which one? (黒板の絵カードを指して、児童を促す) 

クラス: Guitar!  (“You can play the guitar.”と言うように児童を促す) 

先生: Guitar? OK. 

Watch me.  

I can play . . . the guitar. (楽器を演奏する真似を最後までしっかりとする） 

You can get one point! 

 

Step 2: 本番 

先生：OK? It’s your turn.  

Let’s make ＿＿ groups. (児童は適当な数のグループに分かれる)  

Let’s start!  

＊グループごとに Step 1 の手順を繰り返す 

＊グループごとに正解得点を記録するように指示する。 

 

Step 3: チャンピオンを決める 

先生： Which is today’s winner group?  

Won 1 time, raise your hand!   

Won 2 times?  

（児童の手が挙がらなくまで繰り返す） 

Today’s winner group is Group＿＿!  Congratulations! 
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問と発見： 

・表紙で男の子は何に乗っている？（パラシュートで楽しそう！） 

 ・表紙に雲あり、パラシュートもあり。空のおはなし？ 

  ・中表紙は、オレンジ色の背景で太陽も気持ち良さそう！ 

・中表紙の次のページは、今度は白黒で、雲が太陽を邪魔して、太陽は困り顔！ 

  ・絵本は、白黒とカラーのページが交互になっている。 

  ・カラーの絵では背景の色がよりはっきりしている？ 

  ・雲が雰囲気をより暗くしている白黒の場面もある。 

 ・太陽の表情が見られるのはどこのページ？ 

  ・広い空と高い空からパラシュート無しで落ちてくる男の子の様子は？ 

  ・ヒヤッとする場面での男の子の様子は？？ 

  ・信じられない場面はある？ 

 ・なぜ、男の子が祝福されているのだろう？ 

  ・最後もまた、黒い雲の登場？ 

  ・面白いけれど、いまいち、ストーリーがつかめない？ 

 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問と発見：  

  ・男の子の名前は “Ned”。 

・“Surprise Party”(びっくりパーティ)と文字にはあるが、Ned は自分の誕生日パーテ 

ィーと思っているようだ。 

・何歳だろう、ろうそくは 11 本だから、11 歳（小学校 5 年生）になるらしい。 

   ・New York のビルの谷間で雲が異様に Ned の頭上にかぶさっていたり、ビルの時計 

も難しい顔をしているようだ。 

   ・場面が変わって、次のページでは、New York のビルの谷間を見下ろしている。 

   ・トラに遭遇ということは、Ned はアジアに行ったということ？ 

・トラは 1 匹でなく、家族で登場しているのも、面白い。 

・“Surprise party”は Ned の誕生パーティーだったのか。Ned は有名人なのだろうか。 

・たくさんの人が祝福している。ろうそくの数が多いようだ。なんと 13 本になっ 

ている！ 
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Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問： ・作者の “Charlip”の読み方は？ 

         (「シャーリップ」と読む) 

   ・黒い雲も何かしらの表現を入れる？（1 ページ目） 

・繰り返される “Fortunately”と “Unfortunately”の表現方法は？ 

 (例えば、“Fortunately”は明るく弾むように、“Unfortunately”は声を低く残念そう 

に読むなどして、表現の違いをつける) 

    ・目標言語である“can”の表現を生かすためにはストーリーの時制を現在形にして 

読んでみる？（又は could の部分だけ can に変える？） 

・“Florida”と “New York”の距離をどう児童に理解してもらう？ 

    ・飛行機の “motor”が破裂したときの音”Bang!”も補足する？ 

    ・最後の Ned のバースデイパーティーでは “Fortunately”が 3 回出てくるが、どの 

ように変化をつける？ 

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例： ・人生は波乱万丈である。 

    ・時として波乱万丈時代は長く続くこともある。 

    ・勇敢に立ち向かい、時に周りの人の力も借りつつ、知恵を絞ろう。 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例： ・ どんなときもあきらめず、あらゆる手を尽くしてみる。 

・大変な時もあるが、大変な時があるから、喜びも大きい。 

・Ned が鮫より早く泳げたり、トラより早く走れたりするように、みんなにも予 

期せず、大きな力を出せることがある。 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどのような工夫ができるか考えてみ 

ましょう。（自分の表現の可能性を広げる） 

具体例：・ “Fortunately”と “Unfortunately”の意味の違いが分かるジェスチャーを考える。 

    ・目標言語である “can”をどのように表現するか考える。 

    ・絵から読み取れない英語の表現内容をどのように児童に理解させるか考える。 

    ・絵本の最初と最後のろうそくの本数の違いには、作者の意図であるので、それ 

を伝える何らかの表現を考える。 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると思って読んでみる。 

     ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

     ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

     ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

     ・ページのめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

     ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

     ・それぞれのページで、誰が言っているのか分かるように、絵を示す。 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8： 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・ “Surprise Party”は日本ではあまりなじみがないが、アメリカだとよく行う。 

     ・“Surprise Party”に出席している人物の服装がとてもフォーマル。 

     （アメリカでは、フォーマルな Party がしばしば行われる） 

・Party に出てくる食べ物が日本とは違う。 

 

 

Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている） 

先生: His name is Ned. (Ned を示して)   

Ned is parachuting in the sky!  

”Fortunately”  By Remy Charlip（タイトルを読む） 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

・ストーリーの中ごろから、 “Fortunately” と”Unfortunately”のジェスチャーと発話を 

児童に促すこともできる。 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、言語・文化への意識を高める） 

教材：世界地図 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

〇×クイズ 

Question 1: 絵本の作者 Remy Charlip の国はアメリカです。アメリカのもう一つの言い

方は the U.S.である。 

○か×か？  

答え：○ 

解説：the U.S. は the United States of America の略称。作者の Remy Charlip

は絵本をたくさん残しましたが、ダンスの振付師や、先生、劇場のデザ

イナーでもありました。この絵本は 1964 年に出版されました。 

 

Question 2: the U.S.の Florida と New York City までの距離は日本でいうと、東京から那覇

までの距離である。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：the U.S.の Florida と New York City までの距離は日本でいうと、東京か

ら那覇までの距離である。 

 

Question 3: Ned は早く泳げたのでアジアまで、行った。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：Ned が遭遇したトラはアジアでのみの生息 
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The Gigantic Turnip  

(日本での邦題：「おおきなかぶ」) 

 

作者：A.Tolstoy’s Russian folktale retold 

by Risako Uchida 

Illustrated by Churyo Sato 

Translated by Richard McNamara  

and Peter Howlett  

出版社： R.I.C. Publications 

出版年： 2004 

対象学年：高学年以上 

 

 

あらすじ 

おじいさんの植えたカブの種が、巨大なカブに育つ。おじいさん一人では、とうてい抜

けないので．．． 

テーマ 

野菜、家族、協力（愛情をかけて育てよう！協力しよう！） 

目標言語 

・What card do you have?  

・Grandpa / Grandma / Granddaughter. 

・a dog / a cat / a mouse. 

・a tiny/ small / gigantic turnip.  

 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

積極的に家族やペットの語句を使って相手とのやり取りを楽しもうとする。 

【音声や表現】 

家族やペットの語句に慣れ親しむ。 

【言語や文化】 

絵本でのストーリーから言語や文化への興味を持とうとする。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材： ・Grandpa の絵カード 

（ゲームの Bongo シートの絵を参考に作成するとよい） 

・農場（犬、猫、ネズミがいる）の絵カード 

＊事前にスキットに参加してくれる児童を決め、練習が必要 

(Hello Song などを歌った後)  

＊事前に農場の絵カードを黒板に貼っておく。 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Skit Time! 

名前, come up to the front, please. (参加してくれる児童を呼ぶ) 

先生：My grandpa has a farm in Hokkaido.  

(ゆっくりジェスチャーを付け、農場の絵カードを見せながら） 

児童： Oh!  In Hokkaido?! 

先生：Yes.  

My grandpa has (some) pets on the farm. 

児童： Oh!  Pets? 

先生： Yes.  My grandpa has a dog. (絵カードの犬を示す)  

Bow-wow  Bow-wow. (感情を込めて、犬の鳴き声らしく発音する) 

児童： Bow-wow  Bow-wow. (先生の真似をして発音する) 

先生： Yes.  And my grandpa has a cat. (絵カードの猫を示す)  

Meow Meow.  (感情を込めて、ねこの鳴き声らしく発音する) 

児童： Meow Meow.  (先生の真似をして発音する) 

先生：Yes, and my grandpa has a mouse. (絵カードのネズミを示す)   

Squeak Squeak. (感情を込めて、ねずみの鳴き声らしく発音する) 

児童：Oh, a mouse! (ネズミは苦手だという表現で)  

Squeak Squeak. (苦手なので、震えたように) 

先生：Yes!  Very cute! (“cute”を強調して発音) 

児童：No, no, no! (後ずさりして逃げる)  

Bye! 

先生＆児童：チャンチャン！ 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材： 

・“What card do you have”の絵カード 1 枚 

・Grandpa / Grandma / Granddaughter 

Tiny Turnip / Small Turnip / Gigantic Turnip / Dog / Cat / Mouse の 9 枚の絵カード 

（ゲームの Bingo シートの絵を参考に作成するとよい） 

 

Step 1（チャンツの前の段階） 

＊事前に黒板にすべての絵カードを貼っておく。 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生：It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

 

①先生：What card do you have? (黒板の絵カードを指し、ジ ェスチャーを付ける)   

②児童：What card do you have? （先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

③先生：Grandpa (黒板に貼ってある絵カードを指し、ジェスチャーを付けながら)  

④児童：Grandpa (先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

 

＊①～④を他の単語で繰り返す 

(Grandma / Granddaughter / Tiny Turnip / Small Turnip / Gigantic Turnip / Dog / Cat / 

Mouse) 

 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

Step 1 で練習したジェスチャーを使って、体を動かしながらチャンツ。 

先生：Let’s do the chant with rhythm! (指を鳴らして)! Stand up please! 

①先生：What card do you have? ×2 

②児童：What card do you have? ×2 

③先生： Grandpa, Granpa, Granpa 

④児童：Grandpa, Granpa, Granpa 

 

＊①～④を他の単語で繰り返す 

(Grandma / Granddaughter / Tiny Turnip / Small Turnip / Gigantic Turnip / Dog / Cat / 

Mouse) 

先生：Great job! 
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歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

“Grand, Grand, Grandpa Had a Farm”  

＊“Old MacDonald Had a Farm”のメロディーにのせて歌う。 

＊聞き取れる単語だけ歌う。 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーや歌詞の確認、最後にみ

んなで一緒に歌うと声が出やすい。 

 

1. Grand, Grand, Grandpa had a farm, E-I-E-I-O, 

And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O, 

With a bow-wow here, and a bow-wow there, 

Here a bow, there a bow, everywhere a bow-wow, 

Grand, Grand, Grandpa had a farm, E-I-E-I-O. 

 

2. Grand, Grand, Grandpa had a farm, E-I-E-I-O, 

And on his farm he had a cat, E-I-E-I-O, 

With a meow, meow here, and a meow, meow there, 

Here a meow, there a meow, everywhere meow, meow, 

Grand, Grand, Grandpa had a farm, E-I-E-I-O. 

 

3. Grand, Grand, Grandpa had a farm, E-I-E-I-O, 

And on his farm he had a mouse, E-I-E-I-O, 

With a squeak, squeak here, and a squeak, squeak there, 

Here a squeak, there a squeak, everywhere a squeak, squeak, 

Grand, Grand, Grandpa had a farm, E-I-E-I-O. 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

Bongo Game 

教材：・Bongo sheet（P. 参照）を大(デモ用 A3 サイズ)・小(児童用)一枚ずつ 

   ・磁石を 3 つ(デモ用) 

・Bongo Sheet の絵をばらばらに切った絵カードの束 1 つ 

 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Game Time. 

Today’s game is “Bongo” Game.（Bongo シート大を黒板に貼る） 

 

Step 1（デモンストレーション） 

先生：This is the Bongo Sheet. 

One piece, here. (どこに置こうかいろいろ迷って “Small turnip”に置く)  

One more here. ( “Granddaughter”に置く） 

And one more here. ( “Cat”に置く) 

(ビンゴのように縦横斜め一列になるように、3 か所に磁石を置いてゆく。)  

名前, please help me. Come to the front and choose one card. (児童を 1 名呼ぶ) 

児童：(絵カードの束から “Small turnip”を選ばせるように工夫する) 

先生：Now, question. What card do you have? (質問を言うようにクラスを促す) 

クラス：What card do you have? 

児童：“Small turnip”（カードをゆっくり表に返しながら） 

先生：Yea! Small Turnip! One piece away! (“Small turnip”に置いた磁石を取り除く)  

 名前, choose another card.  

児童：(次は絵カードの束から “Cat”を選ばせるように工夫する) 

先生：Now, question. What card do you have? (質問を言うようにクラスを促す) 

クラス：What card do you have? 

児童：“Cat”（カードをゆっくり表に返しながら） 

先生：Yea! Cat! One piece away! (“Cat”に置いた磁石を取り除く)  

One more! One more and win! (ジェスチャーを付けて)  

Granddaughter! (あと、これが出れば終わりだというジェスチャーで)  

名前, choose the last card.  

児童：(次は絵カードの束から “Granddaughter”を選ばせるように工夫する) 

先生：Now, question. What card do you have? (質問を言うようにクラスを促す) 

クラス：What card do you have? 

児童：“Granddaughter”（カードをゆっくり表に返しながら） 

先生：Bongo!  

The piece away. (“Granddaughter”に置いた磁石を取り除く)  

No more pieces! I win! (ジェスチャー) 
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Step 2: 本番 

先生：OK? It’s your turn.  

Let’s make 数 groups.  

Get one Bongo sheet and any three pieces. 

＊各グループに Bongo Sheet を配る。 

＊Bongo Sheet の上に置くピース（消しゴムや鉛筆など）を 3 つ用意させる。 

＊先生が一人でカードを選ぶなり、児童をその都度変えてもよいだろう。 

＊ピースがなくなると勝ちなので、勝ったグループが出たら、 “Let’s do the second / the 

third / the fourth round. “と進めていくとよいだろう 

＊Step 1 の手順を繰り返す 

 

Step 3: チャンピオンを決める 

先生： Who’s today’s champion? (折った指を示して)  

How many Bongos?  

1 Bongo, raise your hand!  

2 Bongos, raise your hand!   

（児童の手が挙がらなくまで繰り返す） 

Today’s champion is Group       !  Congratulations! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「日本語のリーチって英語にあるの？」 

いいえ、ありません。その代わり “I only need one 

more!” や “I’m almost done!” と言います。今回はリ

ーチの代わりに “One more!” と言いましょう。 



- 75 - 

 

 

Bongo! 

Tiny Turnip 

              

Dog 

        

 Small Turnip 

 

    

Grandpa 

 

 

Gigantic Turnip 

 

 

 

 

 

Granddaughter 

 

Mouse 

 

 

 

Grandma 

  

Cat  
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問：・表紙はどんな風？ 

・作者はだれ？(太文字のところ) 

  ・中表紙は？  

・おじいさんはどんな風にかぶを見ている？(pp. 2-3) 

   ・大きなかぶにおじいさんはどんな風に喜んでいる？(pp. 4-5) 

   ・おじいさん、おばあさん、孫娘の 3 人はどんな風でかぶを引っ張てる？ 

(pp. 12-13) 

    ・おじいさん、おばあさん、孫娘の 3 人と犬はどんな風にかぶを引っ張てる？

(pp. 16-17) 

   ・おじいさん、おばあさん、孫娘の 3 人はどんな様子？(pp. 18-19) 

   ・おじいさん、おばあさん、孫娘の 3 人と犬、猫はどんな風にかぶを引っ張て

る？(20-21) 

・おじいさん、おばあさん、孫娘の 3 人と犬、猫、ねずみはどんな風にかぶを 

引っ張てる？(24-25) 

   ・かぶが抜けて、みんなどんな様子？ 

 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

具体例：・「大きな」が「巨大」な意味を持つ、gigantic が使われている。 

      ・かぶは大きさはもちろん、甘さも格別。(pp. 4-5) 

    ・かぶはおじいさんよりも大きくなった。 (pp. 4-5) 

    ・かけ声は日本語の音声と違う。 (pp. 6-7) 

    ・おばあさんは考えて、孫娘を呼んできたのだ。 （かぶの横で疲れて座って

いるおじいさんに「大丈夫、おじいちゃん？」とでも言っているような情景。

さらに孫娘は走るのが早い！）(pp. 10-11) 

    ・3 人で引っ張ってもかぶは抜けない。「どうしましょう、おじいさん」「どう

するか．．．」、孫娘は考えて犬を連れてくる (pp. 14-15) 

   ・「無理かもしれない」と諦め顔の 3 人、犬は考え、猫に頼んでみる(pp. 18-19） 

   ・おばあさんはおじいさんのベルトを今度は引っ張っている（pp. 20-21） 

     ・「あの手、この手を尽くしたのになあ」と、今度はかぶに「抜けてちょうだい」

とお願いしているのか。猫は諦めず考えてネズミを呼んできた (pp. 22-23) 

   ・かぶが少し、傾いてきて、とうとう「スッポーン」と地面から飛び出た！ 

（pp. 24-27） 
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Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問：・ “turnip”の “i”は非常に曖昧な音。 

    ・ “Oomph, and a hoomph and a double-de-oomp!”の読み方は？ 

         (ウンプス、フンプス、ダブディ‐ウンプス) 

        ＊日本語では「うんどこしょ、どっこいしょ、もひとつおまけにうんどこし

ょ！」という音に近いだろうか。  

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・おいしいかぶ。 

   ・おじいさんのかぶへの愛情。 

   ・考えることの大切さ。 

    ・遠慮せず、人に協力をお願いする大切さ。 

   ・犬猿の仲(犬と猫、猫とネズミ)でも時に友情が生まれる。 

   ・小さな力でも、大きな力となることがある。 

   ・一人ではできないことでも、たくさんの人が集まれば大きなことが成し遂げ

られる。 

   ・収穫したものは、みなで分け合おう。 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・ 愛情をかけて、丁寧に野菜などの生き物を育むことの大切さ。 

・相手が困っていたら、声をかけてみる勇気。 

・どんなときも、すぐに諦めず、人に相談したり、自分でも考えてみること。 

・時に勇気を出して、いやなことにも挑戦してみよう 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどのような工夫ができるか考えてみ 

よう。 

具体例：・表紙は両開きにせず、最後に両開きにする。 

・絵から読み取れない英語の言語にはジェスチャーの工夫がほしい。 

(具体例：pp. 2-3 の “Grow turnip, grow . . .”の意味は絵からは読み取れない

ので、この意味を表すジェスチャーがあると良い。) 

・英語の表現が難しい場合は、時に言い換えたりすることもできる。 

(具体例：pp. 4-5 の “It was the most gigantic turnip he had ever seen”は “It 

was a big turnip”のように分かりやすい表現に変えることができる。) 

   ・「まだまだ、抜けない」の英語が “still” (p.9)→ “even still” (p.12)→ “no matter 

what” (p. 16)→ “my oh my” (p.20) と変化していく。その時の音声の工夫

は？ 

   ・「スッポーン！」に近い “Whoosh!” (p.27)の音の出し方の工夫は？ 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると想像して読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

    ・それぞれのページで、誰が何を言っているか分かるように、絵を示しながら 

読んでみる。 

 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8: 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・「掛け声」や「ものが抜けるときの音」の日本語との違い 

・“Oomph and a hoomph and a doube-de-oomph!”（掛け声） 

              ・“Whoosh!”（物が抜けるときの音） 

         ・絵本には出てないが、動物の擬声語の日本語との違い 

・「ワンワン」vs. “bow-wow” 

              ・「ミャーミャー」vs. “meow-meow” 

              ・「チューチュー」vs. “squeak squeak” 
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Storytelling 本番  

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

 

＊表紙からすでにストーリーは始まっている。 

（♪Grand, grand, grandpa had a farm…と練習した歌で始めると雰囲気が盛り上がる） 

先生： Wow! Look at this!  

What? (表紙のかぶの絵を示して)   

Yes, a gigantic turnip.（児童の発話を促す） 

Who? (表紙のおじいさんの絵を示して)    

Yes, Grandpa（児童の発話を促す） 

What? (表紙の犬の絵を示して)    

Bow-wow. Yes, a dog. (鳴き声もヒントとして聞かせ、児童の発話を促す)  

Who? (表紙のおばあさんの絵を示して)    

Yes, Grandma（児童の発話を促す） 

What? (表紙のねずみの絵を示して)   

Squeak, squeak. Yes, a mouse. (鳴き声をヒントとして聞かせ、児童の発話を促

す) 

Who? (表紙の孫娘の絵を示して)    

Yes, Granddaughter（児童の発話を促す） 

What? (表紙のねこの絵を示して)   

Meow, meow. Yes, a cat. (鳴き声をヒントとして聞かせ、児童の発話を促す) 

 “The Gigantic Turnip”  By Risako Uchida and Churyo Sato.（タイトルを読む） 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

・“Oomph, (and a) hoomph (and a) double-de-oomph!”の掛け声は、児童も一緒に参加 

できるとよい。読み聞かせの前に練習するとさらに発話しやすくなるだろう。 

・最後は表紙を両開きに広げて、タイトルを読み、「おしまい」（“The end.”）にすると

良いだろう。 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、言語・文化への意識を高める） 

教材：世界地図 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

〇×クイズ 

＊事前に世界地図を黒板に貼っておくと良いだろう。 

Question 1: このおはなしはロシア（Russia、音声辞書で確認）のおはなしである (世

界地図を指しながら)  

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：かぶを使ったロシアの(Russian)料理で有名なのはボルシチ (肉野 

菜の旨みをいかした赤かぶのスープ) 

 

Question 2: Grandpa はおじいさんの意味であるが、おじいちゃんと親しみを込めて呼

ぶときに使う。 

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：「祖父」に近い英語は grand と father を付けて “grandfather”と言う。

→「祖父」は “grandmother”  

 

Question 3: 抜いた “gigantic turnip”を持ち帰り(絵本の表紙を広げて見せて)、みんなは

この “gigantic turnip”をどのようにお料理したでしょう。 “turnip ice cream”

を作ったかもしれませんよ。みんなはどう思いますか。 

（少なくても 2 人ぐらいの児童に聞きたい） 
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The Three Billy Goats Gruff  

(日本での邦題：「三びきのやぎのがらがらどん」) 

 

 

作者：Marcia Brown  

出版社： Voyager Books 

出版年： 1957 

対象学年：高学年から 

あらすじ 

三びきのヤギが、橋を渡っていくとトロルが待ち受けている。果たして、ヤギは、無

事に橋を渡れるだろうか。 

テーマ 

動物、大小、協力、愛、勇気 

（どんなときも、愛と勇気をもって、仲間と共に一歩踏み出そう！） 

 

目標言語 

・What’s this? / It’s a goat.  

・How is it? / It’s tiny/small/big/young/slim/heavy. 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

状態に関する応答を通して先生や友達とのやり取りを楽しもうとする。 

【音声や表現】 

形容詞を使った表現や反意語などの言い方に慣れ親しむ。 

【言語や文化】 

絵本でのストーリーの内容を確認し、言語や文化への興味を持とうとする。 

 



- 82 - 

 

スキット（今日のテーマを推測する） 

教材：・バッグ 

・“puppy”, “Troll”の絵カード（“puppy”はぬいぐるみでも良い） 

 

＊事前にスキットに参加してくれる児童を１名決め、練習が必要 

 (Hello Song などを歌った後)  

 

先生：Let’s move on.   

クラス：What’s next?   

先生：It’s Skit Time! 

名前, come up to the front, please.  

先生： Hello! （手に袋を持ち、その中に“puppy”, “Troll”の絵カードが入っている） 

児童：Hello! 

先生： I have something in this bag. Guess. （ジェスチャーをつけて）  

児童： A hint, please. （ゆっくり） 

How is it? （間をおいて） 

先生： It’s tiny. （ジェスチャーをして） 

児童： One more hint, please. (わからないというジェスチャーで) 

先生： It has tiny ears and a tiny nose. Yap, yap. （かわいく） 

児童： A puppy!! 

先生：That’s right! （袋から“puppy”の絵カードを取り出して見せる） 

I have one more. Guess again!  

児童： A hint, please. How is it? （ゆっくり） 

先生： It's big. （ジェスチャーをつけて） 

児童： Big? ．．．an elephant!  

先生： No, no. I have one more hint. （得意げに） 

It has big eyes and a long nose. (“big”と”long”を強調して読む) 

Roar!  

児童：A monster!  

先生：That’s right. He is . . . Ta-da! A troll! （“Troll”の絵カードを取り出して見せる） 

児童：Oh, no!（怖がって） 

先生＆児童：チャン、チャン。 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材： ・“It’s a goat.” 

・“How is it?  

・It’s tiny / small / big / young / slim / heavy（「ずっしりしている」の意味） 

の絵カード各 1 枚（計 6 枚） 

Step 1（チャンツの前の段階） 

＊6 枚の絵カードがすべて黒板に貼ってある状態で始める。 

先生：Let’s move on.  

クラス：What’s next?  

先生： It’s Practice Time.  

Let’s learn new words! 

Look at this. What’s this? (“It’s a goat.”の絵カードを指しながら) 

クラス：It’s a goat. （児童の発話を促す） 

①先生：How is it? （ジェスチャーを付けて） 

②クラス：It’s tiny（児童の発話を促す） 

③先生：Yes, it’s tiny.（ジェスチャーを付けて） 

④クラス：It’s tiny. （先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

＊①～④を、形容詞 (small / big / young / slim / heavy)変えて繰り返す 

 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

先生：Let’s do the chant with rhythm! Stand up please! 

＊ジェスチャーを使い、リズムにのせながら 

先生： It’s a goat.  (絵カードを見せてヤギのように蹴るジェスチャーを付ける)  

児童： It’s a goat.（先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

①先生： How is it?  (ジェスチャーを付けて)   

②児童： How is it?   (ジェスチャーを付けて)  

③先生：It’s tiny.  (ジェスチャーを付けて)  

④児童：It’s tiny.  (ジェスチャーを付けて)  

＊①～④を、形容詞 (small / big / young / slim / heavy)変えて繰り返す 

＊それぞれ 2～3 回ずつチャンツすると記憶に音に慣れ親しむだろう。 

 

先生：Great job! Sit down, please. 
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歌 （目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

“The Three Billy Goats Gruff”  

＊「ロンドン橋」のメロディーに載せて歌う。 

＊チャンツで使った絵カードが黒板に貼ってある状態で始める。 

 (“tiny and young”, “small and slim”, “big and heavy”のペアで貼っておく。) 

＊3 匹の Billy Goat Gruff の絵カードが黒板に貼ってあるとより分かりやすいだろう。 

＊歌は絵本で使用するとさらに良いだろう 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Singing Time.  

 

 

1. I’m the tiny Billy Goat Gruff, the tiny, tiny Billy Goat Gruff, 

  I’m the young (下線部を伸ばす)  Billy Goat Gruff,  

The young, young Billy Goat Gruff.  

 

 

2. I’m the small Billy Goat Gruff, 

the small, small Billy Goat Gruff, 

  I’m the slim Billy Goat Gruff, the slim, slim Billy Goat Gruff. 

 

 

3. I’m the big Billy Goat Gruff, the big, big Billy Goat Gruff, 

  I’m the heavy Billy Goat Gruff, the heavy, heavy Billy Goat Gruff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://farm6.static.flickr.com/5110/5593864903_1c91ffcc05_z.jpg
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

“How is it?” Game 

教材：・チャンツと歌で使った絵カード（黒板に貼っておく） 

・“tiny and young”, “small and slim”, “big and heavy”3 種類の小カード（児童用） 

（単語が難しいと感じられる場合は、一語ずつでもよい） 

 

先生： Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Game Time.  

Today’s game is “How is it?” Game. 

 

Step 1 (デモンストレーション)  

先生：First get small cards. （3 種類の小カードを一枚ずつ適当に全児童に配布）  

Next, ____, please come and choose one card.  

(任意で児童を 3 人ほど選び、もらったカードを持って前に来てもらう。選ぶ際、

自分が持っているカードと同じものを持っている児童をひそかに選んでおく。) 

先生：(1 人目を選び) 

Which card do you have? (黒板のカードを指しながら) 

How is it? (黒板のカードを指しながら) 

選ばれた児童 1：It’s small and slim. (もらったカードを読むように促す) 

先生：Ask me! (「自分にも聞いて」という意味のジェスチャーをし、発話を促す) 

選ばれた児童 1：How is it?  

先生：It’s big and heavy. (ジェスチャーをしながら) 

Oh, sorry, good bye! (同じカードじゃないから「さようなら」とジェスチャー) 

（2 人目を選ぶ） 

先生：How is it? (黒板のカードを指しながら) 

選ばれた児童 2：It’s big and heavy.  (もらったカードを読むように促す) 

先生：Ask me! (「自分にも聞いて」という意味のジェスチャーをし、発話を促す) 

選ばれた児童：How is it?  

先生：It’s big and heavy! (ジェスチャーをしながら) 

Same! Follow me! (肩に手を置き、つながる列を作るように促す) 

 

＊3 人目も同じように聞いてゆく。同じカードを持っていれば、列に加わるように指示。 

＊同じカードを持っている人をたくさん探して、長い列を作ることで競い合う。 

＊“It’s big and heavy.”などと答えるとき、なるべくジェスチャーを使うように促す。 
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Step 2: 本番 

＊本番前に、黒板の絵カードを使って、単語の確認をするとより良い。 

 

先生：Now, it’s your turn.  

    Ask “How is it?” and say your words.  

   If they are the same, make a line.  

      If they are not the same, ask other friends. 

      Try to make a long line! 

   Are you ready? Go! 

＊ある程度の長さの列ができたら終了。 

先生： Time is up.  

       Sit down 

 

Step 3: チャンピオンを決める 

先生： Who’s champion? (折った指を示して)  

先生：How is it? 

児童：It’s small and slim. 

先生：How many? (列に加わった人数を聞く) 

児童：Three 

＊各列のグループに質問してゆく。 

先生：The champion is this group!  Congratulations! 

 

＊Step 2 と Step3 を数回繰り返す。 
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問と発見など： 

・表紙のヤギ 3 匹が楽しそうにつり橋を渡っている。 

 ・中表紙のデッサンがシンプルだが力強い。 

・中表紙の 3 匹のヤギが草を、やはり、楽しそうに食べている。 

  ・一匹のヤギが、草を食みながらも、今にもダンスしそうだ。(中表紙の次) 

  ・最初の場面で、三匹のヤギが渓谷の下で、同じ方向を楽しそうに見ている。 

   ・ヤギの表情が一変して、何か相談をしているようだ。橋の下に怪物が半目を開

けて座っている。寝ているのだろうか。 

  ・小さなヤギが橋を渡っていく。 

  ・怪物の鼻が恐ろしく長く、目もむき出している。歯も鋭利だ。子ヤギは怪物と

何か話しているのだろうか？橋の下は川のようだ。 

  ・片耳をピンと立てて、怪物と向き合っているようだ。怪物の顔上部だけが、お

どろおどろしい。 

  ・2 番目に大きいヤギが橋を渡っている。角が生えている。あごの髭も長い。体

の色が違うようだ。茶色だ（小さいヤギの色を確認すると青色が基調となって

いる）。 

  ・怪物とヤギは何を話しているのだろう？怪物の手が人の手に似ている。ヤギの

表情も余裕がありそうだ。 

  ・2 番目のヤギは「どうだ！」と言わんばかりで、怪物は何を思っているのか。 

  ・3 番目のヤギか。角は長く湾曲している。あご髭も立派だ。目も鋭く、怪物が

驚いているのか。 

  ・大きなヤギの頭と首がズームアップで描かれている。勇ましそうだ。額の上の

カールした毛や、鼻と口、目が強調されている 

  ・鼻息も表現され、ヤギが怪物に挑みかかろうとしている。怪物は怖がっている

ようだ。 

  ・橋の上での果し合いか。怪物の手がちぎれて宙を舞っている。 

  ・橋を渡って山に着いて、他の 2 匹のヤギと一緒に喜んでいるようだ（初めの絵

で 3 匹があこがれるように見ていたのは山だったのか？） 

   ・3 匹のヤギはおいしそうに草を食み、お腹がずいぶん膨らんでいるようだ。 
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Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問と発見など： 

・太るために丘に行こうとしている 3 匹のヤギ。名前は “Gruff” (グラッフ)か。 

・川の上にかかっている吊り橋。その下にはトロル。目や鼻を何に例えているの

か？ 

・一番年下のヤギが橋を渡ると橋が音を立てる。その音は？ 

・トロルのセリフに怯える、子ヤギ。トロルがヤギをひと飲みにしようとする。 

・子ヤギは力を振り絞って、トロルに次のヤギが自分より大きいと伝える。トロ

ルはその案に賛成するが、考えてもいるようだ。 

・2 番目に大きいヤギが橋を渡ると、橋の音の数が多いようだ。 

・2 番目のヤギはトロルをそれほど、恐れていないようだ。 

・2 番目のヤギも冷静にトロルを説得する。 

・一番大きいヤギが橋を渡ると、橋の音はどのようになっただろう？トロルも少

し弱腰になりつつあるのか。 

・大きいヤギの声はどんな声？その言い方は？ 

・トロルが脅しても、少しもひるまず、大きいヤギは自分の体の武器の強さを語

り、今まさに挑もうとする。 

・大きいヤギはトロルに飛びかかり、橋の上でトロルを粉々に砕いてしまう。ト

ロルの砕かれた体はどこに？ 

・大きなヤギは橋を渡り、兄弟のいる丘へ駆けていく。 

・最後の場面で、3 匹のヤギは草を食べられるだけ食べて、太りに太り、思うよ

うに足が動かないほどだ。痩せていなければ、今も太ったままでいるだろう。

最後の「おしまい」は昔話ふうに終わっているのだろうか？ 
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Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問と発見など： 

・雄ヤギを “billy goat”と言うようだ（＊文化につなげることが可能。雌ヤギは

nanny goat） 

・1 文が長い文章があるが、絵がヒントになる。 

    ・1 文が長い文章はどうしたらよいだろう。 

     (例：初めはセリフにしたり、簡略化したら良いだろう)  

・吊り橋の音の変化は語句の回数や表記に見当たるが、使われている表現は同

じ。 

    ・トロルのセリフの文字はフォントが違う。文字の違いを音声でも表わしてほ

しいという作者の気持ちか。 

    ・トロルのセリフは繰り返しがほとんどだ。 

    ・最後の大きいヤギに向かってトロルが言う橋の音は “tramping”と語句を変え

て、橋の軋みが大きいことを表現している。 

    ・最後の大きいヤギが自分を名乗り出たときは、文字が全て大文字だ。作者の

意図は？ 

・“bits,” “body and bones”は「こっぱみじんに」という意味か。 

    ・大きなヤギがトロルを「こっぱみじんに」するところは、前ページの言葉が

繰り返されているので児童にその辺も伝えられると良いだろう。 

    ・“Snip, snap, snout”は日本語の訳では、「チョキン、パチン、ストン」となっ

ている。読むときに何かしらの工夫もあると良い。 

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・トロルがいたからこのお話が生まれた？(中表紙の「～に捧ぐ」の部分に、 

“To . . . the Troll”と書いてあるところから憶測して） 

    ・トロルのような怪物に立ち向かうためには協力が必要。 

・自分一人で目的を遂げてもよい結果とは限らない（3 匹のヤギの全員が太れ 

たということは、大切なことだ）。 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・ チームワークの大切さ。 

・ 目標をしっかり見据え、目標成就のために考えることの大切さ。 

・ 常日頃から、自分の強みを見つけて、育んでいこう。 

・ 一人の勝利より、みんなの勝利があるから、時代が続いていく。 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどんな工夫ができるか考えてみよ 

う。 

具体例：・ 英語の読みに相当する箇所を示す（なんと、この絵本は全て、両開きの絵

になっている）。 

・それぞれのヤギが登場したとき、練習した歌の初めの部分を歌うと良いだ

ろう（児童も一緒に歌うなど、児童の発表ににつなげることができる）。 

      ・1 文が長いものでも絵の箇所を示しながら、わかる語句や大切な語句を強

調すると児童は理解しやすいだろう。 

      ・吊り橋の音の変化は、最初は軽い足取りで早めのリズム、次は少し、ゆっ

くり重ために、最後は文字のように、音を伸ばしながら、ゆっくり重そうに

表現するのはどうだろう。 

     ・トロルのセリフの表現はヤギのセリフとは対照的な表現が望まれるだろう。 

     ・最後の大きいヤギに向かってトロルが言う橋の音の “tramping”も強調するの

はどうだろう。 

     ・最後の大きいヤギが自分を名乗り出たときは、トロルを凌ぐ強さの表現が望

まれるだろう。 

・“bits,” “body and bones”の”b”音は破裂音なので、唾を飛ばすぐらいの勢いが

あるとよいだろう。 

     ・大きなヤギがトロルを「こっぱみじんに」するところは、前ページの言葉が

繰り返されているので、繰り返しの語句は強調してもよいだろう。 

・  ・ “Snip, snap, snout”の”s”音も強調がほしい。 

 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると想像して読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 
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準備 3 (言語や文化への気づき) 

 

Step 8: 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・音の捉え方( “trip, trap, tramp” “ bits, body and bones” “snip, snap, snout”) 

        ・日本に “The Three Billy Goats Gruff”に似た話はあるか？ 

        ・日本に “Troll”に匹敵する怪物はいるか？ 

        ・ “Troll”は日本のお化けとどう違うか？ 

 

 

 

Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている。練習した歌の初めの部分を歌っても良い

だろう） 

先生：Look at the picture. 

      Tiny Billy Goat Gruff, Small Goat Gruff, Big Billly Boat Gruff (表紙を指しながら) 

“The Three Billy Goats Gruff”  By Marcia Brown.（タイトルを読む） 

 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

・児童の理解が難しそうなときはジェスチャーをふんだんに取り入れたり、言葉の言い

換えや語句の強調を考えたり、セリフのみに、はじめは絞っても良いかもしれない。 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、絵本の内容理解に結びつけ、言語や文化への興

味につなげる） 

教材：絵本 

 

先生：Let’s move on.   

クラス： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

〇×クイズ 

Question 1: この絵本の英語のタイトルは “The Three Billy Goats Gruff”でした (絵本の 

表紙を見せる)。 “three”は 3 匹、 “goat”はヤギ、 “Gruff”は 3 匹のヤギの名前

でした。では “Billy”の意味は “Gruff”と同じように、この 3 匹のヤギの名前

である。 

〇か×か？ 

答え：×  

解説： “Billy Goat”というのは雄ヤギの意味です。雌ヤギは “nanny goat”と

言うそうです。では皆で言ってみましょう “billy goat and nanny goat”。 

 

Question 2: 一番大きなヤギがトロルをやっつけましたね。そのとき大きなヤギがトロ

ルを “bits, body, and bones”に “crush” 打ち砕くと言っていました。さて、  

この “bits, body, and bones”の日本語の意味は「粉々に」という意味である。

〇か×か？ 

答え：○ 

解説：絵本の通りです（絵本の該当ページ、トロルが「粉々に」されている 

ところを見せる）では皆で言ってみましょう “Bits, body and bones”。 

 

Question 3: トロルは “roar”と英語で吠えていましたが、日本語だと「ガオー」という

感じですね。動物の鳴き方もそれぞれの国々で音が異なります。吊り橋の

音も英語では “trip, trap”と言っていました。日本語だと「カタカタ」とか

「カタッ、カタッ」という感じでしょうか。では、日本語の「チョキン」

は英語では “snip”と言う。 

〇か×か？ 

答え：○ 

解説： “snip”は絵本の最後でも使われていました（絵本の最後のページを 

見せる）。「おしまい」というときに “snip, snap, snout”（鼻などが前

に伸びる様子）と言っていました。日本語の絵本では「チョキン、パ

チン、ストン」と訳されています。動作を付けて言ってみましょうか。

(動作：はさみでチョキン (snip)、指を鳴らしてパチン (sanp)、鼻が前

に伸びていくように(snout))では皆で練習しましょう  “Snip, snap, 

snout”。このクイズも “Snip, snap, snout!” 
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Mr. Gumpy's Outing  

(日本での邦題：「ガンピーさんのふなあそび」) 

 

作者：John Burningham 

出版社： Henry Holt and Company, LLC 

出版年：1970  

対象学年：高学年以上 

あらすじ 

Mr. Gumpy の船にさまざまな動物が「条件付き」で乗せてもらう。約束は最後まで守

れたかな？ 

テーマ 

動物、夏、習性と受容、共生、分かち合い（お友達の個性を大切にしよう！） 

 

目標言語 

・We're rabbits. / Hop! Hop! Let's hop, hop, hop! / Don’t hop! 

・We're goats. / Kick! Kick! Let's kick, kick, kick! / Don’t kick! 

・We're chickens. / Flap! Flap! Let's flap, flap, flap! / Don’t flap! 

・We're children. / Play! Play! Let's play, play, play! / Don’t play! 

 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

「～しよう。」や「～しないで。」の表現を使って、先生や友達との 

やり取りを楽しもうとする。 

【音声や表現】 

生き物の習性を表す表現に慣れ親しむ。 

【言語や文化】 

絵本でのストーリーの内容を確認し、言語や文化への興味を持とうとする。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材：“calf”（ 子牛、絵本のコピーでもよいだろう）の絵カード又はぬいぐるみ 

 

＊事前にスキットに参加してくれる児童(calf 役)を１名決め、練習が必要 

 (Hello Song などを歌った後)  

 

※calf 役の児童は横の方で背中を向けていびきをかいて寝ている演技をする。 

（calf 役だと分かる工夫として、絵カードを背中につるす、ぬいぐるみを使用するなど） 

 

先生：Let’s move on.   

クラス：What’s next?   

先生：It’s Skit Time! 

名前, come up to the front, please. (calf 役の児童を呼ぶ) 

先生：（上手から登場） 

Hello! I’m a rabbit. (クラスに向けて、“rabbit”を強調しながら。少し hop する)  

You are a rabbit? (クラスの一人の児童に質問。多分児童は “No! No!”)  

Oh…sorry.  

You are a rabbit? (“Yes!”だったら “Join me (us) !”) 

＊児童が参加できるように工夫する。2 人ぐらいの児童を集める           

先生＆児童たち： We are friends! We’re one, two (three) rabbits! ( “ts”の発音を強調) 

Let’s hop! (肩を組んで、ジェスチャーをしながら)  

Hop, hop, hop．(段々、動作も声も大きくなり、騒がしくなる) 

Calf 役の児童:： (迷惑そうにあくびをしながら、足を踏み鳴らし(trample)起きてくる) 

先生＆児童たち：Oh, good morning, Calf!（Calf に気付いて） 

Calf 役の児童： Good morning, rabbits. Don’t hop! 

                I am sleeping! (“sleeping”を強調して、ゆっくり言う) 

先生と児童たち： Oh, sorry, Calf! Bye! 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材：・“rabbits,” “goats,” “ chickens,” “children” (２匹・２人ずつ)の絵カード 

Step 1（チャンツの前の段階） 

先生：Let’s move on.  

クラス：What’s next?  

先生： It’s Practice Time.  

Let’s learn new words! 

 

＊事前に絵カードすべてを黒板に貼っておく。 

先生：Look at this! (“rabbits”の絵カードを指す) 

What’s this? (1 匹のみ見せ、他のウサギは手で隠す） 

It’s a rabbit. (児童の発話を促す) 

What’s this? (手で隠していたウサギを見せ、さきほど見せた 1 匹を隠す） 

It’s a rabbit, too. (児童の発話を促す)  

Rabbits. (2 匹とも見せ、 “ts”の複数の音を強調して発音). 

＊同じように他の絵カードも続ける。 

 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

＊ジェスチャーを使い、リズムにのせながら 

先生：Let’s do the chant with rhythm! (指を鳴らして)! Stand up please! 

①先生： We’re rabbits.  (絵カードを見せてジェスチャーを付ける)  

②児童： We’re rabbits.（先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

③先生： Let’s hop, hop, hop!  (ジェスチャーを付けて)   

④児童： Let’s hop, hop, hop!   （先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

⑤先生：Don’t hop! Don’t hop!  (ジェスチャーを付けて)  

⑥児童：Don’t’ hop! Don’t hop!  （先生のジェスチャーを真似しながらリピート） 

⑦先生：Sorry. (ジェスチャーを付けて)  

⑧児童：Sorry. (ジェスチャーを付けて) 

 

動物を変えて①～⑧を繰り返す 

・We're goats. / Let's kick, kick, kick! / Don’t kick! 

・We're chickens. / Let's flap, flap, flap! / Don’t flap! 

・We're children. / Let's play, play, play! / Don’t play! 

先生：Great job! 
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歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

 “Row, Row, Row Your Boat” 

（CD: “New Let’s Sing Together” #36） 

※歌は絵本で使用するとさらによいだろう 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーや歌詞を確認、最後にみ

んなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Singing Time.  

Today’s song is ♪Row, Row, Row Your Boat.  

The song is for summer! The sun is very hot! 

 

 

♪Row, Row, Row Your Boat 

 

Row, row, row your boat, 

Gently down the stream, 

Merrily, merrily, merrily, merrily, 

Life is but a dream. 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

Animal Basket Game 

教材：・チャンツで使用した絵カード (“rabbits” / “goats”/ “ chickens” / “children”) 

・絵カードの縮小版（ただし “children”は省く） 

 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Game Time. 

Today’s game is “Animal Basket Game.” 

It’s like “Fruit Basket Game”, 「フルーツ バスケット」in Japanese. 

 

＊チャンツで使用した絵カードが黒板に貼ってある状態で始める 

＊児童を椅子に座らせ、輪を作る。 

 

Step 1 (みんなで動きながらルールの確認) 

先生：First get small cards. （小カードを一枚ずつ適当に全児童に配布）  

   Next, ____, please come and choose one card.  

(任意で児童を一人選び、黒板に貼ってある絵カードから 1 つ動物を選ばせる) 

先生： We’re rabbits!  (選んだ児童と一緒に、選んだ動物を言う)   

Stand up, rabbits.  

（rabbit のカードを持った児童は全員立つ） 

先生：Let’s hop, hop, hop!  

(“Hop, hop”と言いながら立った児童全員が片足飛びをしてウサギの真似をする) 

先生： Don’t hop!  (児童は片足飛びをやめる。) 

(皆が静かになったら) 

先生： Please get your seat.  

Ready, go!  (児童はフルーツバスケットのように、違う椅子に座る) 

 

＊椅子に座れなかった児童は先生と一緒に次のものを選ぶ。 

＊“children”を選んだら、全員が立って Play のジェスチャーをする。 

 

Step 2: 本番 

先生：Now, it’s your turn.  

Who wants to go first? (真ん中に立つ児童を募る)  

（ゲームが終了したら） 

先生： Time is up. Well done! Had fun?  
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問と発見： 

・船にたくさんの動物や子供が乗っている。どこに行くのだろう？(表紙) 

 ・右の絵は鉛筆で描かれ、左の絵はカラーで描かれ、変化が表現されている？ 

  ・登場する動物(ウサギ、ネコなど)は大きく描かれている。特色がよく出ていて

可愛い。 

  ・ストーリーが展開するにつれて、太陽がだんだん高くなっていくようだ。 

   ・登場する動物の背景がきれいだ。 

  ・登場する動物の表情がいろいろだ 

  ・船に乗った子供達は、場面場面でいろいろなことをしている。 

  ・川下りの最中の周りの景色もいろいろだ。同じ景色の中から次々と動物が現れ

てくる。 

  ・太陽が一番高くなったのか、みんな暑そうだ（子供や動物達全員が乗り込んで

いるページ） 

  ・船から落ちたのか、飛び込んだのか？（男の人、子供達、動物達が川に落ちる

ページ） 

  ・男の人は船を岸に上げている？（子供達、動物達が岸に上がって男の人を見て

るページ） 

  ・みんなが野原を歩いている。どこに行くのか？ 

  ・みんなでテーブルを囲って、お茶を飲んでいる。動物も人のようにストローを

使ったり、ケーキを食べている。牛がさくらんぼを取ろうとして落としたのか

な？(お茶の時間のページ) 

  ・男の人は上着を着ている。(お茶の時間のページ) 

  ・夜になって、お月様が出ている。みんな、家路か？(最後のページ) 
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Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問と発見：  

・男の人の名前は Mr. Gumpy。 

・人のよさそうな Mr. Gumpy。 

・Mr. Gumpy の船に鳥たちがたむろして、いよいよ Mr. Gumpy が船をこぐ。 

・船をこいでいると、子どもたちが乗せてと頼む。Mr.Gumpy は条件付きで乗せ

るわけだ。元気そうな子どもだ。 

・ウサギも条件付きで乗せてもらう。 

・ウサギを追いかけたくて仕方のないネコ。大丈夫だろうか？ 

・イヌが乗って来るとは．．．ネコが不安そうだ。 

・ブタはお鼻が大きくて、ブーブー鳴かずに、じっとしていられるだろうか。 

・ヒツジも大丈夫だろうか。 

・ぱたぱた、羽を動かしているニワトリだが、約束を守れるのか。 

・元気のいいウシだが、大丈夫か？ 

・ヤギも今すぐにでも蹴りそうだ。 

・暑くて、みんな我慢ができなくなったのだろう。 

・みんな自由気ままに動き出して．．． 

・船が傾いて、みんな川に落ちていく。 

・岸に泳いでいって、おひさまの下で体を乾かすのか。 

・Mr. Gumpy の「お茶の時間だ」の一声でみんなどこかに向かう。 

・ケーキ、さくらんぼ、りんご、大きなポットにお茶を入れて Mr. Gumpy がお

茶をふるまう。子どもや Mr. Gumpy は笑顔だが、動物はそれぞれの表情だ。 

・「またね！」と言いながら、みんな帰っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 100 - 

 

 

Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問と発見など： 

・絵と文の内容はほとんど合っている。 

・“squabble” (喧嘩をする）はどうやって児童に理解させる？ 

    ・「仲間に入れて」の英語の表現がいろいろだが、どうやって児童に理解させる？ 

    ・動物の言い方とその習性をどのように児童に伝えようか？ 

・“The boat tipped …”は絵では表現されていない。どう伝えようか？ 

    ・岸に泳いで行ったり、体を乾かすという絵もない。どう伝えようか？ 

・“It’s time for tea.”の絵がないので、ジェスチャーが必要か？ 

    ・みんなでお茶を飲んでいる場面は、文がないが一番楽しい場面だ。どう表現 

するか？ 

・“Come for a ride another day.”も絵では表現されていないので、なにかしらの 

工夫が必要か。 

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・子どもも動物も憎めないものだ 

     ・それぞれの個性も大切にしたいが、約束を守らなければならないときもあ

る。例えば、小さな船で川下りを楽しむためには、みんなの協力が必要。 

    ・ただ、暑くなると、予期せぬことが起こることがある。 

    ・お茶の時間に、みんなで仲良く分け合って食す大切さ。ここでは、みんなル

ールを守れるようだ。 

   ・また、楽しいときがやってくる予感もまた楽しい。 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・ 人と動物の共存。 

・ 生き物がそれぞれの役割も担っていること。 

・ ルール破りをすると、船も転覆（とんでもない結末になる）するが、反省

したら皆でお茶の時間（楽しい時間）を持つことも大切（寛容であろう！）。 

 

 

 

 

 

 

 



- 101 - 

 

絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどんな工夫ができるか考えてみよ 

う。 

具体例：・それぞれの文を表現している絵を示しながら読む。 

・ Mr. Gumpy が船をこぐのを表現する際、練習した歌の “Row, row, row your 

boat, Gently down the stream”というフレーズを繰り返し歌うことで、表現

に慣れることができる。途中から児童も一緒に歌わせてみるのはどうだろ

う。 

   ・「仲間に入れて」という異なった表現ではジェスチャーを統一するなど、児

童が混乱しない工夫がほしい。 

   ・Mr. Gumpy の答え方が “Yes”だけではないので、統一されたジェスチャを

考えたり、 “Yes”と言ってから、異なった表現を使ってもよいだろう。 

   ・船の上でそれぞれが動きはじめる場面では、動く動物を示しながら、英文

を読むとよいだろう。 

・ “The boat tipped…”では絵本自体を傾かせるなどの工夫がほしい。 

   ・体を乾かしている場面、野原を歩いている場面は 2 枚の絵なので、英文を

読むとき、それぞれ内容に合った絵を示すとよい。 

   ・お茶の時間の場面は、絵をしばらくしっかりと見て、児童にいろいろなこ

とを発見させたい場面だ。それぞれの動物や子ども、Mr. Gumpy を示して

もよいだろう。何かセリフを足してもよいだろう。 

    (例： “Mr. Gampy is giving tea. / The sheep is drinking tea through a straw.) 

   ・最後の絵は夜であることを児童に伝えられたら、さらに児童の理解が深ま

るだろう。 

 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると想像して読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 
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準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8: 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・Gumpy さんの家の場面から、どこの国の話しか想像させる。 

・Gumpy さんの家は日本の家とどう違うか？ 

     ・日本ではどんな時に、どんなところでボートに乗るか？ 

     ・動物と一緒のボートに乗ったことはあるか？ 

・日本にお茶の時間はあるか？ 

・日本ではお茶の時間に何を食べるか？ 

 

 

Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている。 “Row, row, row your boat”を歌って始め

るのもよいだろう。） 

先生：What animals can you see? 

      A rabbit 

      A dog 

      A cat 

      chickens 

      A sheep 

      A big 

      A goat 

      And children! 

先生： “Mr. Gumpy’s Outing”  By John Burningham.（タイトルを読む） 

 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

・児童の理解が難しそうなときはジェスチャーをふんだんに取り入れたり、言葉の言い

換えを考えたりすると良い。 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、絵本の内容理解に結びつけ、言語や文化への興

味につなげる） 

教材：絵本、世界地図 (黒板に貼っておく) 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

〇×クイズ 

Question 1: この絵本（絵本の表紙を示す）の作者は John Burningham と言います。こ

の絵本は日本語にも訳され「ガンピーさんのふなあそび」という題名です。

（読んだことはありますか？）では、質問です。John Burningham はアメ

リカ(地図を指す）出身である。 

〇か×か？ 

答え：× 

解説：John Burningham はイギリス出身です。たくさんの子ども向けの本

を作成しました。18 歳から 2 年間、働きながら、イタリア、ユーゴ

スラビア、イスラエルなどに旅行しました（地図で示す）。 

 

Question 2: 船をこいでいたのは Mr. Gumpy でしたね。はじめに子ども 2 人, 

“children”が「船にのせて」と言って、Mr. Gumpy は「喧嘩をしなければい

いよ」と乗せてくれました。次は “the rabbit”、 次は “the cat”、次は “the dog”

でした。（絵本のページをめくっていく。次のページは見せない）では、質

問です。その次の動物はなんだったでしょう。次の生き物は “flap, flap”（ジ

ェスチャーを加える）の “chickens”である。 

〇か×か？ 

答え：× 

解説：(次のページを開く） “pig”でしたね。 “Oink, oink”「ブーブー鳴い

て」”muck about”「動き回る」 “pig”でした。 

 

Question 3: お茶の時間で、ひとつの大きなテーブルにみんなが座って、お菓子などを

食べていましたね。ストローを使って飲み物を飲んでいたのはヤギである。 

〇か×か？ 

答え：× 

解説：（絵本の該当箇所を開く） “What animal?” “sheep”でした。 “sheep”

は “bleat , bleat”「メーメー」と鳴くのでしたね。 

 



- 104 - 

 

Skeleton Hiccups 

 

 

作者：Margery Cuyler 

出版社： Aladdin Paperbacks 

出版年：2002  

対象学年： 高学年～ 

あらすじ 

主人公は骸骨。さあ、大変！しゃっくりが止まらない！息を止めたり、お水を飲んだ

り、お友だちに助けてもらったりするが、止まらない！一体、どうやって止めたのか

な？ 

テーマ 

体の部位、ハロウィン（友だちっていいなぁ！） 

目標言語 

・Which bone?  

・the foot bone / the leg bone / the knee bone / the thigh bone / the hip bone / 

 the backbone / the neck bone 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

体の部位についてのやりとりを先生や友達と楽しもうとする。 

【音声や表現】 

体の部位の言い方に慣れ親しむ。 

【言語や文化】 

色々な国の日常生活や習慣を知る。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材：・ “Skelton”の絵カードを２セット(または “Skelton”だと分かる衣装) 

    

＊事前にスキットに参加してくれる児童を１名決め、練習が必要。 

 (Hello Song などを歌った後)  

 

 ＊ “Skelton”の絵カードを持って、 “The Skelton Dance”の鼻歌を歌いながら、ス 

ケルトンになりきって先生と児童が登場。 

先生：Hello! (児童に) 

児童：Hello! (先生に) 

先生＆児童：Hello! (クラスに) 

クラス：Hello! 

先生：I am Mr. Bone!  

児童： I am Ms. Bone, too! 

先生：It’s autumn. It’s a perfect day to play soccer!  

児童：Good idea! Let’s play soccer! (スケルトンらしくカタカタ言わせてプレイする)  

先生＆児童： (Bong!と言いながら何回か蹴り合う） 

先生：Crack! Oh, ouch, ouch!!...... （突然、脚の骨が折れる演技）  

Oh, no!! My leg bone is broken!  

児童： Oh! Sorry. （申し訳なさそうに） 

Are you alright? Let’s go to the hospital… 

 (先生は脚を引きずりながら、児童は先生の補佐をしながら退場) 

先生＆児童：チャンチャン♪ 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材：・ “Skeleton”（人体の全体像）の絵 

絵カード：・ “Which bone?”の絵カード１枚 

・the foot bone / the leg bone / the knee bone / the thigh bone / the hip bone / 

 the backbone / the neck bone の各部位が描かれた絵カード７枚 

 

Step 1（チャンツの前の段階） 

＊事前に絵カードすべてを黒板に貼っておく。 

先生：Let’s move on.  

クラス：What’s next?  

先生： It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

先生：What’s this? (“skeleton”の絵の骨の一部を指して)   

クラス：Bone. (児童の発話を促す。適宜ヒントを与える) 

先生：Yes! The bone.  

 

①先生：Which bone? (“the foot bone”の絵カードを指す)  

②クラス：The foot bone. (児童の発話を促す。適宜ヒントを与える) 

③先生： Yes, the foot bone. (足の骨を触るなどのジェスチャーを付ける)  

④クラス：The foot bone. (先生のジェスチャーを真似しながらリピート）) 

＊①～④を他の部位でリピート 

＊各部位の表現を一つ一つ丁寧に確認していく。 

 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

先生：Let’s do the chant with rhythm! Stand up please! 

 

＊ジェスチャーを使い、リズムにのせながら 

①先生：Which bone? ×2  

②クラス：Which bone? ×2   

③先生：The foot bone. ×2     

④クラス：The foot bone. ×2   

＊①～④を他の部位でリピート 

 

先生：Great job!  

＊練習する表現がたくさんあるので、2 回に分け、間に誉め言葉を入れると、飽きずに 

取り組めるだろう。 
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歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

 “The Skeleton Dance” 

(CD:  “Super Simple Song” ＃9 ) 

＊リズムに乗って該当する体の部位をタッチしながら、楽しんで目標言語に慣れる。 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう。 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Singing Time.  

 

Dem bones, dem bones, dem dancing bones. (X3) 

Doin’ the skeleton dance.  

 

The foot bone’s connected to the leg bone.  

The leg bone’s connected to the knee bone.  

The knee bone’s connected to the thigh bone. 

Doin’ the skeleton dance. 

 

The thigh bone’s connected to the hip bone. 

The hip bone’s connected to the backbone.  

The backbone’s connected the neck bone.  

Doin’ the skeleton dance. 

 

Shake your hands to the left.  

Shake your hands to the right.  

Put your hands in the air.  

Put your hands out of sight.  

 

Shake your hands to the left.  

Shake your hands to the right.  

Put your hands in the air. 

Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, 

wiggle, wiggle… wiggle your knees. 

 

Dem bones, dem bones, dem dancing bones. (X3) 

Doin’ the skeleton dance. 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

Drawing Game 

教材：チャンツで使用した絵カード  

 

先生：Let’s move on.   

クラス：What’s next?   

先生：It’s Game Time. 

Today’s game is “Drawing Game.” （描くまねをして） 

 

＊チャンツで使用した絵カードが黒板に貼ってある状態で始める 

＊事前にデモに参加してくれる児童 1 名を決め、練習しておく。 

＊ゲームを始める前に体の部位の表現をもう一度確認しても良いだろう。 

Step 1（デモンストレーション） 

先生：First, I will show you how. 

      ______, come up to the front. (お手伝いしてくれる児童を呼ぶ) 

Please choose one card. (黒板に貼ってある絵カードから体の部位を１つ選ばせる) 

    Draw the part.  

Only the body part, not the bone. (体の部位のみを描くことを強調して) 

     When I say “stop,” you stop drawing. Are you ready? Start! 

児童：（体の部位のみの絵を描く） 

先生： Stop! (絵が完成する前に描くことをやめさせる) 

 Next, draw the bone. Are you ready? Start! 

児童：（先ほど書いた絵に体の部位の絵に骨の絵を描き加える） 

先生： Stop! (絵が完成する前に描くことをやめさせる)  

Time is up! 

Which bone? (クラスの児童に質問) 

Please guess. （ジェスチャーをしながら）  

（クラスの数名の児童に答えを聞いていく） 

先生：Let’s ask “Which bone? Which bone? Which bone?” (歌で練習したメロディー) 

クラス：Which bone? Which bone? Which bone? (児童の発話を促す) 

先生： Finish your drawing. （児童に絵を最後まで描かせる。）  

Which bone? (終わったら) 

児童：The foot bone! （絵カードを指さしながら） 

先生：Who got the answer? 

You can get one point! 

 

＊児童の理解度に応じでデモ 1・2 回繰り返す。 
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Step 2: 本番 

先生：OK? It’s your turn.  

Let’s make ＿＿ groups. (児童は適当な数のグループに分かれる)  

Let’s start!  

Who can draw the picture? (クラスから絵を描く児童を募る) 

 

＊Step 1 の手順を繰り返す 

＊グループごとに正解得点を記録するようにする。 

 

Step 3: チャンピオンを決める 

先生： Which is today’s winner group?  

Group 1 got 2 points   

Group 2 got 3 points   

Group 3 got 2 points   

Today’s winner group is Group 3!  Congratulations! 
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問と発見： 

・表紙のガイコツはどんな表情か？ 

・鼻をつまんで、水を飲んでいるが、何に困っているのだろうか？（表紙） 

・ガイコツの部屋は、どんな様子だろか？（ベットのモチーフ、壁の状態） 

・ベッドサイドテーブルの上のお水が揺れてあふれている。なぜだろう？ 

・バスルームにあるスリッパは、なにがモチーフになっているか？ 

・歯を磨いたり、体を磨いたりしているときに、どんなことが起きた？ 

・ジャックランタンの顔は、どんな様子か？ 

・庭の場面で、落ち葉に言葉がのっかてる。 

・白い粉や水を飲むが、どれも骨の隙間から落ちてゆく。 

・お友だちのオバケが、助けてくれている。どんなことをしているのだろうか？ 

・ガイコツは、まだ困っているようだ。 

・オバケは、大きな箱の中で何を探しているのか？ 

・鏡を見たときのガイコツの表情はどうだろうか？ 

・鏡を見た後、ガイコツの表情は、どう変化しただろか？そのときのお化けの表 

情は、どうだろうか？ 

・ガイコツが困っていたことは解決したのだろうか？ 

・最後の場面で、ガイコツとオバケは、どんな気持ちになっただろうか？ 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問と発見：  

    ・”hic”の文字が躍っているようだ。しゃっくりを表現しているのだろうか？（中

ページ） 

   ・ガイコツは、しゃっくりが止まらず、目が覚めたのだろうか。 

   ・いつものようにシャワーを浴びたり、歯を磨いたり、体を磨いたりしてみるが、

まだ止まらない。 

   ・ジャックランタンを作るが、しゃっくりをしているから、顔がガタガタ。 

   ・落ち葉を集めているが、しゃっくりをしているからうまく集まらない。落ち葉

もしゃっくりをしているようだ。 

   ・いよいよ、しゃっくりが止まらないことが深刻化してきて、様々なことに挑戦

してみるが、なかなか止まらない。 

   ・オバケが、変な顔をして脅かすが、効果なし。 

   ・オバケはいいことを思いついて、箱の中から、何かを探している。 

   ・鏡を見つけて、ガイコツに突きつけた。 

   ・お化けは、初めて自分の顔を見たのだろうか、相当驚いているようだ。 

   ・しゃっくりは、どこかに行ってしまった。 



- 111 - 

 

 

Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問と発見など： 

・絵と文の内容がほとんど合っている。伝えやすい。 

・ガイコツは苦悩しているが、その姿がおもしろいことを伝える工夫が必要。 

・”hic”が生きているかのように感じられるため、その存在感を持たせることで、

最後の”Hooray!”でどこかに飛んでいったことが理解しやすい。 

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・情景のおもしろさ。 

・困ったことがあっても、落ち込まず、明るい未来を見出そうと挑戦してみる。 

・困ったことがあっても、仲間が助けてくれる。 

・困っている人がいたら、親身になって一緒に考えてあげると、相手は、嬉し

いだろうし、問題も解決できるかもしれない。 

・仲間がいることで、一人では、思いつかないこと、できないこともできるお

もしろさがある。 

・大変なこともあるが、振り返ってみれば、笑えることもある。 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例：・問題を解決するために悪戦苦闘するが、なかなかうまくいかない骸骨に対し

ての愛着。 

    ・心ある友人が隣にいることで、一人ではできないことが可能になる不思議さ、

おもしろさ。 

    ・悲しみも、笑いに変える勇気をもつ。 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどんな工夫ができるか考えてみよ 

う。 

具体例：・ 英語の読みに相当する絵を示しながら読む。 

   ・ガイコツの表情にヒントを得ながら、ガイコツの心情を豊かに伝える。 

   ・ストーリーの滑稽さを感じられるように読む。 

   ・絵をしっかりと見せることで、いろいろな発見を子供達ができるように 

工夫する。 

 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると想像して読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

準備 3 (言語や文化への気づき) 

Step 8: 日本の文化との違いを考えてみよう。 

具体例：・ハロウィン文化について学習する。  

      例：・ハロウィンは日本の何の行事に相当するか？(お盆) 

        ・日本のお盆とハロウィンの違いは？   

        ・最近日本でもハロウィンを祝うようになった。なぜ？ 

     ・ガイコツに日常生活で、日本の生活と違うところはないか？ 

      例：・ガイコツはシャワーを浴びている。（日本のお風呂場と違う） 

        ・ジャックランタンを彫っているが、カボチャが大きい。 

        ・ガイコツが水を飲んでいるペットボトルが日本のものと違う。 

    ・ガイコツはしゃっくりを止めるために様々なことを試しているが、日本では

どのようにしゃっくりを止めるか？ 
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Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている。表紙のガイコツの表情にヒントを得て、

困っている様子について児童とやりとりをしてみると、よりストーリーに興味を持つ

だろう。） 

先生： This is a skelton. 

       Does he look happy?  

No, he is not happy. Why? 

       What is a hiccup? Yes, it’s 「くしゃみ」in Japanese. 

“Skeleton hiccups”  By Margery Cuyler（タイトルと作者を読む） 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、反応を楽しみながら読んでみる。 

・児童の理解が難しそうなときはジェスチャーをしたり、該当する絵を指差したりして

みる。 
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カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、絵本の内容理解に結びつけ、言語や文化への興

味につなげる） 

教材：絵本、世界地図 (黒板に貼っておく) 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

○×クイズ 

Question 1: イスラエルではしゃっくりを止めるときに、砂糖を飲む。  

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：他にフランス、スロバキアも砂糖を飲む。しゃっくりは、横隔膜が

痙攣することによって起こるので、横隔膜を刺激させる方法が、国

によって様々なようである。 

 

Question 2: ジャックオランタンは、当初はかぼちゃではなくかぶであった。  

〇か×か？ 

答え：〇  

解説：ハロウィンがイギリスで始まった当初、かぼちゃではなくかぶを

使っていたと言われている。 

 

Question 3: 作者の Margery Cuyler は、アメリカのニュージャージー州プリンストンで

生まれたが（世界地図で示すとよいだろう）、この地域では、昔から、こ

わいお話の言い伝えがたくさんあった。   

〇か×か？ 

答え：〇 

解説：このことに加え、Margery Cuyler さんのご両親は、毎晩、怖いお

話の絵本を読んでくれ、怪奇物に慣れ親しんでいた。 

       

＜児童とストーリーの内容を確認してみよう！＞ 

絵本のページをめくりながら、質問を交えながら、ストーリーの内容を確認する。 

具体例：・骸骨はどんなことで困っていたのかな？ 

    ・しゃっくりを止めるためにどんなことをしたかな？ 

    ・途中で誰が助けに来てくれたかな？ 

    ・（最後のページを見せながら）最後は、どうなったのかな？ 
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The Happy Day  

(日本での出版訳：「はなをくんくん」) 

 

作者：Ruth Krauss 

出版社： Harper Collins Publishers 

出版年： 1949 

対象学年：低学年 

あらすじ 

雪の降る日に、様々な動物や生き物が目を覚ます。何かのにおいを感じ鼻をくんくん

させる。みんな走り出す。突然、みんなが止まった。みんなが見つけたものは？ 

テーマ 

季節、天気（春の訪れを仲間と共に賛歌しよう） 

目標言語 

・What’s the weather like?   

・It’s＋ 形容詞（rainy, cloudy, windy, snowy, sunny, fine, hot, beautiful). 

目標と評価のポイント 

【コミュニケーション】 

天気の聞き方、言い方を、先生や友達とのやり取りを通じて楽しもうとする。 

【音声や表現】 

天気を表す表現に慣れ親しもうとする。 

【言語や文化】 

絵本でのストーリーから言語や文化への興味を持とうとする。 
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スキット（今日のテーマを推測する） 

教材： ・カタツムリ、どんぐりを持ったリスの絵カード 

 ・世界地図 

 ・CD: Genki English!!  vol.I  #14 

＊事前にスキットに参加してくれる児童 1 名を決め、練習が必要。 

 (Hello Song などを歌った後)  

先生＆児童： Hello! (元気よくあいさつ) 

先生： I’m a snail. (“snail”はゆっくり、はっきりと強調).  

My shell is very heavy. (重たそうに). 

児童： I’m a squirrel. (“squirrel”の発音に注意)  

My nut is very heavy, too. (重たそうに) 

先生： Where’s my friend snail?  

Are you my friend, snail? (2-3 人の児童に聞いて、前に出てきてもらう)  

先生： What’s the weather like today? (外を指して、ゆっくり)  

児童： The weather? (窓を見る) 

It’s _____ (今日の天気を言う) 

先生： Oh, HAPPY DAY! (ゆっくりと)   

Let’s go to Brazil and dance! (地図のブラジルを示して、踊るふりをする）  

児童： Good idea! (他の児童と一緒に)  

＊Genki English #14 “What’s the weather like?” を大きく流す 

先生＆児童：全員、サンバ風に踊りながら退場 
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チャンツ（目標言語に慣れる） 

教材： 

・“What’s the weather like?”と書かれた絵カード 

・8 種のお天気絵カード：(ゲームで使うイメージの色を余白に付けておくと便利） 

例：rainy (青・グレイ)、cloudy (白・グレイ)、windy (青・グレイ)、snowy (白)、 

sunny (赤・黄色)、hot (赤・黄色)、beautiful (青・黄色)  

fine (雲が少しある状態の絵カードでイメージは白やオレンジ) 

 ＊8 種のお天気絵カードはゲームでも使用するため 2 セット用意しておく 

Step 1（チャンツの前の段階） 

＊Q& A を行いながら児童の現時点での到達度を測る 

＊生徒は絵カードから音の意味を類推する。先生はジェスチャーを活用すると良い。 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?  

先生： It’s Practice Time. Let’s learn new words! 

       Look at this picture. (黒板に貼った絵カードを指さしながら) 

What’s the weather like?  

児童：(It’s) snowy. (児童から答えを引き出す) 

先生： Yes! (It’s) snowy. (ジェスチャーを付けながら)  

児童：(It’s) snowy. (先生のジェスチャーを真似しながらリピート) 

HRT: Good!  

Next, What’s the weather like? (黒板に貼った絵カードを指さしながら) 

児童：(It’s) 風の日！. 

先生： Yes!  In English, (it’s) WINDY. (ジェスチャーを付けながら)  

児童：(It’s) windy. (先生のジェスチャーを真似しながらリピート) 

＊8 種類の天気を上記のように確認していく。 

Step 2（チャンツを楽しむ） 

＊Step 1 で練習したジェスチャーを使って、体を動かしながらチャンツ。 

先生：Let’s do the chant with rhythm! (指を鳴らして)! Stand up please! 

① 先生：What’s the weather like? 

② 児童：What’s the weather like? 

③ 先生：It’s rainy 

④ 児童：It’s rainy 

＊①～④を天気の表現を変えて繰り返す 

(It’s rainy /cloudy /windy /snowy / sunny / fine / hot / beautiful ) 

先生：Great job! 
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歌（目標言語にさらに慣れ、絵本のテーマを感じ始める） 

“What’s the weather like?” (Genki English!!  vol.I  #14) 

＊サンバのメロディを楽しみながら目標言語に慣れる。 

＊チャンツで練習したジェスチャーを活用すると、更なる記憶の強化になる。 

＊振り付けは事前に考えておく。児童と一緒に考えるのもよいだろう 

＊まずは先生が振り付けを見せて歌い、次に児童とジェスチャーの確認、最後にみんなで 

一緒に歌うと声が出やすい。 

＊先生は数秒遅れてジェスチャーをするなど児童の主体性を促すと良い。 

 

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Singing Time! 

 

 

(Chorus)x2 

What’s the weather like? 

What’s the weather like? 

What’s the weather like, today? 

 

It’s rainy, it’s cloudy, 

It’s windy and it’s snowy. 

It’s rainy, it’s cloudy, 

It’s windy and it’s snowy. 

 

(Repeat Chorus) 

 

It’s sunny, it’s fine, 

It’s hot, it’s a beautiful day! 

It’s sunny, it’s fine, 

It’s hot, it’s a beautiful day! 

 

(Repeat Chorus) 
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ゲーム (楽しく競って目標言語に慣れる) 

 “What’s the weather like?” Game 

教材： 

・“What’s the weather like?”と書かれた絵カード 

・チャンツで使用した 8 種のお天気絵カードを 2 セット 

(それぞれのお天気絵カードには、イメージの色が余白に付けてある） 

例：rainy (青・グレイ)、cloudy (白・グレイ)、windy (青・グレイ)、snowy (白)、 

sunny (赤・黄色)、hot (赤・黄色)、beautiful (青・黄色)  

fine (雲が少しある状態の絵カードでイメージは白やオレンジ) 

 

Step 1（デモンストレーション） 

＊絵カード 2 セットの内、１セットは黒板に貼っておく。 

＊事前にゲームのデモに参加してくれる児童 1 名と、事前に練習しておく。 

先生：Let’s move on.   

児童：What’s next?   

先生：It’s Game Time.  

Today’s game is “What’s the weather like?” game. 

First, watch us. 

_____ come up to the front, please. (手伝ってくれる児童を呼ぶ) 

Please pick one card. (絵カードセットを見せる) 

児童： This one.（カードを 1 枚引いて、他の児童には見せないように持つ） 

先生：Question, please.   

(“What’s the weather like?”のカードを指さすなどして、児童からの質問を促す。) 

クラス：What’s the weather like? 

児童：A hint. The color is white. (絵カードに付いている色を言う) 

先生：Which one? Cloudy or snowy?  

(黒板に貼ってある白い色がついた絵カードを上の方にずらすなどして選択肢を 

与える)  

Talk with your friends and guess. （クラスの児童に考えさせる） 

Time is up. 

Answer? (数名の児童に答えを聞いていく) 

O.K. Let’s ask the question. What’s the weather like?  

(カードを持っている児童にクラス皆で質問する) 

児童： Cloudy! (持っているカードをゆっくり見せる) 

先生：The answer is “Cloudy”. 
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Step 2: 本番 

先生：OK?  Now it’s your turn.   

Make ______  groups. （グループで答えを考えて対戦する） 

Are you ready?  

Let’s start.  

＊Step 1 の手順を繰り返す 

＊カードを引く児童をクラスから募る。 

＊正解だったグループのポイントを黒板に書いていく。 

 

Step 3: チャンピオンを決める 

先生： Time is up! 

Who’s today’s champion?  

（黒板に書いてある各グループのポイントを見ながら） 

Group 1 got 3 points.  

Group 2 got 4 points. 

Group 3 got 5 points. 

So, Today’s champion is Group 3!  Congratulations! 
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絵本の読み聞かせ  

準備１(内容理解) 

Step 1：児童の目線で絵を見て、ストーリーを想像しよう。 

質問：・絵本のカバーの色と最後のページのお花は何色？ 

・表紙の動物は何をしている？ 

・動物の動きはどう変化している？ 

・絵で使われている色は(カバーも含めて)？ 

・それぞれの動物の表情はどう変化している？ 

・それぞれの動物の思いは？ 

 

Step 2：絵と文字を見ながらストーリーを感じよう。 

質問：  ・ “Now” から始まる、動物たちが起き始めたページのネズミはどんな様子？ 

     ・表紙のタイトル、リスの絵のタイトル、ネズミの絵のタイトルの文字の大 

きさは同じ？文字の位置は同じ？誰のセリフ？ 

 

Step 3：声に出して読んでみよう。 

質問： ・最初の 3 つのタイトルページはどんなふうに読む？ 

     ・“Snow is falling.”を読む前に、情景を思い描いて”snow”に感情移入してみよ 

う。 

    ・両開きの絵 1 ページ目、二つ目の文の最後の単語(sleeping)の音は？ 

    ・カタツムリが眠っている場面では、 “shells”の”l”と”s”を強調してみよう。 

 

Step 4：この作品で作者が伝えたいことは何ですか？ 

質問：・長い眠りから目を覚ました動物の様子は？ 

    ・何かを発見したときの動物たちの様子は？ 

 

Step 5：この作品で自分が伝えたいことは何ですか？ 

具体例： ・ 厳しい寒さも乗り越えれば春の到来がある。 

・歓びを皆で共有すると何倍にもふくらむ。 

・喜びを態度で示すとさらに喜びが広がる。 
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絵本の読み聞かせ  

準備 2 (表現方法) 

Step 6：読み聞かせで伝えたいことを表現するのにどのような工夫ができるか考えてみ 

よう。 

具体例：・動物や生き物の動きを考える 

    ・言語に託された思いを感じ取る（同じ音が使われているとき） 

    ・動作の言葉を生き生きと表現するための工夫を考える 

 

Step 7：読み聞かせするようなつもりで、伝えたいことを表現しながら読んでみよう。 

具体例：・子どもがいると思って読んでみる。 

    ・子どもがどんな反応をするか考えながら読んでみる。 

    ・後ろの子どもまで、聞こえるように読んでみる。 

    ・本を揺らさないように持って読んでみる。（鏡で練習） 

    ・ページをめくるタイミングを考えながら読んでみる。 

    ・ストーリーの変化を表現しながら、読んでみる。（一本調子にならない） 

    ・それぞれのページで、誰が何を言っているか分かるように、絵を示す。 

 

＊Step 6 と Step 7 を数回繰り返して練習する 

 

 

Storytelling 本番  

先生：Let’s move on.  

児童：What’s next?   

先生：It’s Story Time! 

（表紙からすでにストーリーは始まっている） 

先生： The Happy Day by Ruth Krauss （表紙のタイトルを読む） 

How many animals? 

A bear, a squirrel, a filed mouse, and ground hog  (表紙の動物を指しながら) 

Four animals! 

The Happy Day (2 ページ目の表紙のタイトルを読む) 

The Happy Day (3 ページ目の表紙のタイトルを読む) 

 

教室での読み聞かせの注意点 

・１ページ 1 ページ、作者の思いを感じながら、丁寧にめくる。 

・小さなカタツムリやネズミの表情や動きが分かるところまで、児童を寄せる。 

・“laugh”（声を出して笑う）の意味が分かるように読む。 

・子どもとアイコンタクトをとりながら、読んでみる。 

 

 



- 123 - 

 

カルチャー・タイム 

（クイズ形式で日本語や英語で質問し、言語・文化への意識を高める） 

 

先生：Let’s move on.   

児童： What’s next?   

先生：It’s Culture Time! 

 

ストーリーの復習 

＊児童の反応をよく見て適宜日本語を使用して確認するとよい。 

 

Question 1: What's the weather like in this book? 

（両開きの絵 1 ページ目を見せながら） 

答え：winter  

 

Question 2: What do the snails carry on their back? 

          (カタツムリが出てくるページを見せながら) 

答え：shells 

 

Question 3: Who was sleeping in the tree? 

     （リスが木の中で寝ているページを見せながら） 

答え：squirrels 

 

Question 4: What did the animals find in the snow? 

          （最後の両開きのページを見せながら） 

答え：a flower 
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