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 FEATURE STORY



“何を読むか” ではなく
“これを読みたい” が重要

「この絵本、楽しそう。うちの子に読ん

でみたいな」。思い立った時が読み合いの

初め時です。「読み合い」とは、 “ 読んであ

げる”  “ 読んで聞かせる” のではなく、読

み手も一緒に楽しんで読み合うということ。

選書の際は、お母さんがこどもに読みたい

と思う絵本をお選びください。長年人気を

誇る絵本シリーズ『ぐりとぐら』（福音館書

店）も、夢中に聴き入る子もいれば飽きて

しまう子もいます。幼稚園などで読む時と

ご家庭で読む時の大きな違いは自由度で

す。本の長さや集中できる時間にこだわら

ず、こどもの自由な反応を積み重ねてくだ

さい。園で本を聴くのが楽しいという文化

が定着すると、不思議なことに絵本を集中

して聴くようになり、対話も弾みます。

最近ではウェブサイトで気軽にこども

の本の情報を得ることができ、初めの一

歩として便利です。なかでも「絵本ナビ」

「東京都立図書館 Tokyo Metropolitan 

Central Library」は 充 実 して い ま す。

2019 年度から年度ごとに全国学校図書

館協議会絵本委員会が選定している「えほ

ん50」もおすすめです。ウェブサイトによ

っては読書感想が載っているものや、一

部を読むことができるものもあります。お

子さんの現在と未来に思いを馳せながら、

お子さんに寄り添っているお母さんがみ

ずから選書してみましょう。情報を得たら、

可能であれば買う前に本屋さんや図書館

に行って実際に絵本を手に取ってご覧くだ

さい。近頃は、いろいろな言語の絵本を

揃えている図書館も増えています。「絵も言

葉の量もちょうど良い。この絵本をこども

と一緒に読みたい」と、手間ひまをかけて

こどもの言葉の力を磨く！

読書のススメ
こどもの日本語の力を養ううえで、読書はとても重要だ。本特集では、幼児期

から始める読み聞かせのコツや小学校期のこどもと本との向き合い方など、親

として知っていて欲しい読書教育のポイントを解説する。

幼児期
Ear ly  chi ldhood

『ぐりとぐら』
なかがわりえこ・おおむらゆりこ
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選んでほしいと切に思います。

お子さんと一緒に本を購入または借りる

時には、お子さんの選択した絵本もぜひ1

冊。「また恐竜の絵本なの？」「またそのシ

リーズ？」は禁句です。

生まれたての赤ちゃんに、むしろ赤ちゃ

んがおなかにいる頃からたくさんの言葉の

シャワーを注ぐと、母語の響きに親しみを

持つといわれています。ゆっくりはっきり

話しかけてくださいね。どの絵本にも、創

作者のメッセージがこめられています。そ

して、絵も言葉も芸術性を持っています。

こどもに読む前に、まずは下読みをして

理解を深めてから心をこめて伝えると、幼

いこどもにもしっかり伝わります。「読み聞

かせしなくちゃ」という縛りから解放され、

お子さんとの読み合いの楽しさを実感する

ことがポイントです。まだ文字は読めない

のに、繰り返し読んでもらううちにすっか

り主人公になりきって、台詞をはっきり心

をこめて表現するようになったという報告

も届きます。絵本を介して

豊かな日本語のシャワーを

たっぷりと浴び、絵本の世

界へ入り込む楽しさを経験

できたからこそでしょう。

お母さんのくつろいだ声

は、こどもには声のスキン

シップとなります。無意識

のうちにこどもとの信頼関

係が築かれ、それを土台

にコミュニケーション能力が育まれ、その

後の人生のいくつもの試練に立ち向かえる

目に見えない力となるでしょう。こどもが

文字に興味を持ち始めたら、なぞり読み

（指でなぞりながら読み聞かせる）や二人

読み（二人で声を合わせて読む）をするの

も良いですね。日本語にはひらがなもカタ

カナも漢字もありますから、この好奇心の

芽生えは貴重です。ただし、ひらがなを

学習するのは公式には小学校に入学してか

らですので、就学前に音読教材として絵本

を使うことは慎重に。こどもがみずから進

んで学んで言葉を自分のものにすることを

尊び、それを褒める姿勢を持ちましょう。

楽しい読み合いの後には、ストーリー

性のある絵本について感じたことを言葉

にしてみましょう。言葉にならない感動や

沈黙も余韻として共有できると良いですね。

知識豊富な科学絵本なら、ゲームのよう

に5W1Hの問題を出し合って遊ぶのも良

いでしょう。この時、使用言語は日本語限

定です。いろいろな国の昔話絵本も、多

文化理解と歴史理解の初めの一歩になる

ことでしょう。

赤ちゃんだって
絵本の大切さが分かる

最近、赤ちゃんの認知能力の発達が驚

異的であることが分かってきました。

ある家庭からこんな報告がありました。

赤ちゃんにどう扱われても頑丈なハードカ

バーの『じゃあじゃあびりびり』（偕成社）と

・絵本ナビ
　www.ehonnavi.net
・東京都立図書館 Tokyo Metropolitan Central Library
　www.library.metro.tokyo.lg.jp
・えほん50
　www.j-sla.or.jp/recommend/2021ehon50-list.html

読み聞かせの三原則
読み聞かせをする時の

心得は3つ。

• ゆっくり

• はっきり

• 心をこめて　

絵本を探すならココ！　おすすめサイト

『じゃあじゃあびりびり』
まついのりこ

June 2021   U.S. FrontLine     7



いう絵本を逆さまに持って開いたり閉じた

りなめたりしていた赤ちゃんが、1歳近くに

なり、言葉はまだ出ませんが、繰り返し母

親の所にその本を持って来るようになりまし

た。繰り返し読みながら母親は気づきまし

た。四角い小さな絵本は、母親の読む言

葉と自分が生活で目にする物や耳にする音

とが結びついて、なにやら「楽しさ」が詰ま

っていると分かったようです。それからは、

破られないようにしまっておいたハードカバ

ーではない絵本を手にしても、くちゃくちゃ

びりびりには扱わないというのです。

絵本には力があります。お母さんご自身

が選んだ本でお子さんとの読み合いをお楽

しみください。絵本は、日本語での育児を

楽しく強力なものにしてくれるでしょう。

読書後は感想を話し合う

小学生のお子さんには、年齢別では

なく日本語の習熟度レベルで絵本、挿

絵の少ない本、活字の多い本を数冊選

書するのがポイントです。選書はこども

本人の自由が望ましいですが、そのこど

もの日常をよく知る大人が、ほんの少し

難しい本、挑戦する本を薦めるとぐっと

関心や意欲が違ってきます。まずは下読

みをして作品の理解を深めてから、お子

さんにゆっくり、はっきり、心をこめて

読んでください。ユーモアのある長新太

さんの『ゴムあたまポンたろう』（童心社）

やなぞなぞの本をはじめ、対話がたくさ

んできる本で言葉への関心が高まると良

いですね。易しいレベルの絵本から多

読して、「こんなに読んだね」というのも

自信になります。

学年相当の日本語力を持つお子さん

には、難度をプラス1 上げて抽象度の高

い読み物を一緒に読み、内容を話す時

間をお持ちください。偉人伝、自己犠牲、

SDGs などの内容も、9・10 歳でもプライ

ドを持って読もうとします。「誰と誰が出

てきた？」「なぜか分かったでしょ？」と

本を問題集みたいにしないこと。感動し

た所や、ここは分かりにくかったけれど

こういうことだと思うなど、お母さんが

言葉を補います。お子さんが光った感想

を言ったら、大いに褒めてください。た

どたどしくても日本語の発言を焦らせず、

温かく最後まで聴きましょう。

本を読むための環境づくりを

「 こどもに 読 書 の 楽しさ・必 要 性 を

分かってもらうにはどうすれば良いです

か？」という質問をよくもらいます。そん

な時、そっとお尋ねすることにしていま

す。「お母さんは本を読むのはお好きで

すか」「ひと月に何冊、雑誌や週刊誌以

外の読書をなさいますか」「お子さんと

同じ本を読んで話し合ったことがありま

すか」「読書はなぜ必要なのですか」。

読書は体験ですから環境づくりがおす

すめです。まず、リビングにお子さん専

用の本を置くスペースを作ってください。

もちろんお母さんのも独立して。本は大

事、日本語も大事というメッセージが日

小学校期
Elementar y school

『ゴムあたまポンたろう』
長新太
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常生活の一隅に常に存在するようにしま

しょう。

補習授業校の小学 2 年生を受け持っ

た時、英語から訳された絵本作品が教

科書にあり、原書を教室に持って行きま

した。英語のほうがすでに得意だったこ

どもたちは喜びました。ある母親が、日

本にいる祖母に日本語訳がある絵本を

まとめて送ってもらいました。母親は息

子用の書棚を作り、並べていたそうです。

しばらくの間、親子で両方を楽しみ、英

語偏重の危機を乗り越えたと報告をもら

いました。

生活体験の充実が
読解力・思考力につながる

こどもを見ていると、充実した体験に

は必ず仲間がいて、遊びにしても相談し

て冒険が遂行されます。そして楽しいこ

と、はらはらしたこと、喧嘩したことな

ど、過程で起こるさまざまな事件は誰か

に伝えたくなります。それには多くの語

彙や表現方法が必要になります。日本

語の出番です。勉強も聞くだけではだめ

で、学んだことを人に伝えるとしっかり

身に着くといわれます。言葉の学習も同

じでしょう。

調査によると、本を読む冊数の減少は

止まっているようですが、読解力低下は

数の問題ではなく、五感を使う体験の機

会が減少していることから来る問題だと

思っています。文章を読み解く力が読解

力ですが、その解を自分なりに解釈して

誰かに伝えることが重要な時代になって

います。間接的であっても、自然の中で

自由に仲間と遊ぶ体験や家庭の中で体を

動かして物を創る体験など、体験量が豊

富だと多様な物の見方ができます。読解

力はコミュニケーション能力だともいわれ

ます。豊かな体験は、豊かな人とのつな

がりも創造するというわけです。

10歳の壁を乗り切ろう

「10 歳の壁」という言葉をご存知です

か。ここ10 年ほど、こどもの成長は 9・

10 歳にかけて大きく転換すると指摘さ

れるようになりました。抽象的な概念を

理解するとか、自分を客観的にとらえ自

己肯定感や劣等感を持つなどがその傾

向です。現実的には学習に躓くこどもが

出てきたり、人間関係に悩むこどもが出

たり、成長の「壁」、言い換えると「挑戦

に値する変化」が見られる時期だといわ

れています。こどもたちに読む本も、幼

児期と小学校の低学年、小学 3・4 年生

向けに読む本とではこのことを意識して

選書をしています。主人公と同じ学年の

3 年生には児童虐待の『どーしたどーし

た』（集英社）、4 年生には祖父の死を描

く『かないくん』（ほぼ日）、『かたあしだ

ちょうのエルフ』（ポプラ社）は自己犠牲

がテーマです。

文 字が 読めるようになると、 読み聞

かせをしなくなるお母さんが多くいます。

しかし、この10 歳の壁の時期こそこど

もに寄り添い、一緒に本を読み合う挑

戦に値するのではないでしょうか。活字

の本への移 行期にこそ、日本語 へのサ

ポートが求められていると思うのです。

宮地敏子　
ニューヨーク補習授業校教諭、洗足学園短

期大学幼児教育科教授、デリー大学東アジ

ア研究科講師を経て、現在は国際幼児教育

学会理事。海外子女教育振興財団の通信教

育「幼児コース」の監修を担当。児童書に『サ

ムライハット　ニューヨークを行く』、翻訳絵

本に『やまあらしぼうやのクリスマス』『ぞう

のマハギリ』、共著で花鳥風月をテーマにし

た友禅染絵本『はなともだち』『あいうえおつ

きさま』など。

取材協力

『かないくん』
谷川俊太郎・松本大洋

『どーしたどーした』
天童荒太・荒井良二

『かたあしだちょうのエルフ』
小野木学
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こども自身が読めるレベルで

英語で本を読むことにより、自然な文

脈でより多くの単語に触れることができま

す。楽しみの一つとして読書に取り組め

ば、英語を学ぶ意欲にもつながるでしょ

う。本選びで大切なポイントは、こども

の興味・関心に合っていること、こども一

人でも読めるレベルの英語であることで

す。年齢に適した本であっても英語のレ

ベルが高すぎて読めない場合は、対象

年齢を少し下げましょう。Picture book

や Graphic novel など、 視 覚 的 に楽し

める本から読み始めても良いと思いま

す。小学校低学年には、イラストに親し

みがあり次々と読み進められるシリーズ

物の『Pete the Cat』（HarperCollins）

や『A n E leph a nt & P i g g ie B o ok 』

（Hyperion Books for Children）が お

すすめです。高学年には英語の本を読む

きっかけとして、映画化されている本を薦

めてみましょう。児童文学で有名なRoald 

Dahl 氏の『Charlie and the Chocolate 

Factory』『The BFG』『Matilda』『James 

and the Giant Peach』（ すべて Puffin 

Books）などは、本と映画を合わせて楽

しむことができますよ。

オーディオブックや対話で
理解を深める

読み聞かせをする時には、①抑揚をし

っかりつけながら（登場するキャラクター

になりきって）、②リラックスできるテン

ポで不自然な遅さにならない程度に、③

本をこどもに見せながら、読みましょう。

ストーリーを追いやすいように、ときどき

こどもに質問したり、対話したりしながら

読み進めるのもおすすめです。もし英語

で読み聞かせをするのが難しければ、オ

ーディオブックを活用すると、こどもは聞

きながら英語を読むことができます。

本を読み終わったら、内容について

興味を示すような質問や対話を促すと本

の理解が深まり、コミュニケーション手

段としても読書が楽しいものになります。

Who、What、When、Where などの 具

体的事実を問うのも良いですし、読み聞

か せ の 間 に「What do you think will 

happen next?」などと聞き、先を想像す

ることも言語習得には必要なスキルです。

親子で楽しむことが第一歩

読書の楽しさを分かってもらうには、

きっかけ作りが重要です。図書館に行っ

ておもしろそうな本はないかと一緒に見

て回り、手に取ってみましょう。最初は

こどもが好きな漫画の英語版から始め

るのもおすすめです。日本の漫画は数多

く英語に翻訳されています。英語学習者

にとって、ある程度内容を理解したうえ

でたくさんの単語に触れることは大切で

す。こどもが日本語で楽しいと思う本の

英語版を薦めるのも良いでしょう。

他言語で本を読むことは容易ではあり

ません。数日で読める薄い本から取り組

めば1カ月に数冊読むことができ、その

達成感から意欲が高まることもあります。

1日1章など、読む量を決めて習慣づけ

ることも大切です。読書が楽しいものに

ならなくては習慣として続きません。学

習というよりは、リラックスした環境や

時間に読書ができるように、家庭で配

慮することが大切です。親もこどもと一

緒の時間に読書に親しむなど、家族で

読書習慣を共有する時間を持ちましょう。

ニューヨーク育英学園
廣田千里　
日本の公立高等学校での英語教職経験を

経て、2013 年ニューヨーク大学（NYU）で

TESOL 修士号を取得。2019 年よりニュー

ヨーク育英学園全日制で ESLを教える。現

在、英語科主任として学園の英語カリキュラ

ム・マネジメントを行っている。

取材協力

『Pete the Cat: I Love 
My Whi te Shoes』
James Dean , Er ic 
Litwin

『The BFG』
Roald Dahl

『 A n  E l e p h a n t  & 
Piggie Book: Today I 
Will Fly!』Mo Willems

『Matilda』
Roald Dahl

『Charlie and the 
Chocolate Factory』
Roald Dahl

『Jam e s an d t h e 
G i a n t  P e a c h 』
Roald Dahl

英語で本を読むために
知っておくべきこと

Engl ish Book
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福田恵子
日本とはあらゆる面で異な
るアメリカの学校の実態
を、ロサンゼルス郊外、ビー
チシティーの公立校（通称
Ｋ－12）に、11年生の娘ニナ
を通わせる筆者が、保護者
の視点からリポートする。

アメリカの学校アメリカの学校
としてもっと知りたい！としてもっと知りたい！親とととと親








