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はじめに 
「英語絵本読み聞かせスターターマニュアル」は、ご家庭で英語絵本の

読み聞かせをしたいママやパパを対象に、読み聞かせの入門レベルの

知識とテクニックをまとめたものです。本マニュアル通りに、英語絵本を

選び、読み聞かせを行えば、どんな方でも無理なく、楽しく、そして効果

的に英語を毎日の生活の中に取り入れていくことができるようになります。

ぜひ、本マニュアルを最大に活用されてみてください。 

 

●英語絵本の読み聞かせってどうしてよいの？ 

〇英語絵本の読み聞かせのメリットは大きく６つあります。 

 

１． 「語りかけの代わりになる」 

２． 「語彙力が豊かになる」 

３． 「英語の文法が身に付く」 

４． 「異文化理解ができる」 

５． 「英語力の維持ができる」 

６． 「子供自ら英語力を伸ばしていける」 

 

それでは 6つのメリットについて簡単に解説しましょう。 
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１．「語りかけの代わりになる」 
ママが子供に英語で語りかけることは、子供が英語力をつけるために大きな効果が

あることが明らかになっています。ところが、英語に苦手意識を持つママにとって、英

語で語りかけをすることはなかなか難しいものです。そんな方にお勧めなのが、「英語

絵本の読み聞かせ」です。活字を読みながら「英語絵本の読み聞かせ」をすることで、

「英語の語りかけ」に近い効果を出すことができるからです。英語の語りかけは「ちょっ

とハードルは高くてできない！」というママさんでも、数語～数行程度の簡単な英語

絵本の読み聞かせならできることでしょう。 

 

２．「語彙力が豊かになる」 
ネイティブの子供たちが読む英語絵本を読むことで、語彙力が豊かになります。一般

的なネイティブの単語力は約２万語以上と言われています。非ネイティブな私たち日

本人が仕事で英語を使うとなると、最低でも１万語の語彙力が必要になります。この1

万語を身に付けつけるためには、英会話を中心とするスクールに通っているだけでは

十分です。やはり、活字ベースの絵本や本から語彙を増やしていく必要があるのです。

その入門となるのが、英語の絵本です。絵本を読むことで、さまざまなシーンで必要

とされる豊かな語彙力をしっかりと身に着けることができます。 

 

３．「英語の文法が身に付く」 
英語絵本を読み聞かせることで、英語の文法が自然と身につきます。英語絵本を読

み聞かせる際には、英文法の説明はまったく必要ありません。何度も繰り返し同じ絵

本を読み聞かせることによって、子供は英語特有のルールを自然とマスターしていき

ます。英語の回路が頭の中にできると言ってもよいでしょう。 

 

４．「異文化理解ができる」 
英語絵本の多くが外国で書かれています。英語絵本を手掛けた著者の多くが外国の

文化の中で育った人たちです。そんな人たちが作り出す絵本には、日本語にはない

味わいがあります。英文や絵本に描かれているイラストなどから、異文化を感じること

ができるのです。英語絵本の読み聞かせを行うことで、お家に居ながらにして、異文

化に触れることができるなんて素敵なことですよね。 

 

５．「英語力の維持ができる」 
英語絵本の読み聞かせをして、お子さんが徐々に文字を覚え、読めるようになってい

くと「英語力の維持」ができるようになります。会話だけで覚えた英語は忘れやすいの

ですが、読む力がつくと、英語力は落ちにくくなるからです。外国語として英語を身に
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着ける私たちは、単に英会話を鍛えるだけではなく、しっかりと読める力をつけること

が必要なのです。 

 

６．「子供自ら英語力を伸ばしていける」 
英語絵本を幼少のころから読み聞かせをして慣れ親しんだ子供は、英語の本を読む

ことが当たり前の習慣となります。一度習慣化してしまえば、大きくなって、親御さん

による読み聞かせがなくなっても、自分自身で読むことで、英語力を伸ばし続けること

ができます。英語絵本の読み聞かせは、将来にわたって確かな英語力を育む、重要

な基礎力を作ると言えるのです。 

 

●なんで早くから始めるとよいの？ 
０～３歳の早い時期に英語絵本の読み聞かせを始めるメリットは大きく 3つあります。 

 

＜メリット１＞ 

０～３歳という早い時期から開始すると、英語への抵抗がなく、スムーズに英語絵本

の読み聞かせが始められます。これ以降の年齢になってから英語を習い始めても、

高い英語力を身に付けることはできますが、英語絵本の読み聞かせを嫌がるお子さ

んも多く出ていきます。ストレスなく、英語絵本を楽しむためにも、早い時期からスタ

ートさせる方がよいのです。 

 

＜メリット２＞ 

０～３歳のお子さんは、繰り返しを好む傾向があります。何度も同じ絵本を読み聞か

せすることによって、単語だけでなく、フレーズごとインプットすることができます。ま

た、読み聞かせをする親御さんご自身にとっても、何度も声に出して読むことによって、

英語力が向上していきます。これまで、一言の英語を話すのもやっとな状態の方でも、

いつしか、日常の生活の中で、自然と口にできるようになっていきます。 

 

＜メリット３＞ 

英語を身に付けるためには、多くのインプット量が必要となります。多くのインプットを

するためには、やはりそれなりの時間がかかります。０～３歳という年齢の間は、その

インプットの時間の確保がしやすい時期です。４歳以降になると、幼稚園や習い事が

始まったり、小学生になると勉強や遊びの時間が多くなってくるので、英語に割り当て

られる時間がどうしても少なくなってきてしまいます。ですので、やはり、できれだけ早

い時期からスタートさせることが大切になってくるのです。 
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●どんな絵本を選んだらいいの？ 

＜初めての英語絵本選びの３つのポイント＞ 

英語絵本の読み聞かせを始めたいけれど、「何から初めてよいかわからない」「どん

な本を選んだらよいのかわからない」という方がほとんどだと思います。でも、ご安心

ください。まずは次の 3つのポイントを押さえた本からスタートしてください！ 
 

１．1ページの単語数が少なく、簡単なもの 

1ページに、1語～2語程度、多くても、やさしい英文が１文あるような簡単な絵本から

初めてください。自分にとって易しすぎるかなと思う程度のものから始めるのがベスト

です。間違っても、「英文がたくさん入っていた方が、長く読めるからいいよね。お得だ

よね。」という理由で、1 ページに何行もの英文が入っているものは選ばないようにし

ましょう。「簡単すぎるかな？」というくらいがちょうどよいです。 
 

２．繰り返しの表現やリズムがあるもの 

同じ単語が何度もくりかえり登場する英文を選んでください。声に出して読んでみると、

リズムがよいもがお勧めです。繰り返しの表現やリズムのあるものは、子供が聞いて

いて心地よいと感じます。また、記憶に残りやすいので、初期の読み聞かせとしては

とてもお勧めです。 
 

３．少しずつ英文のレベルを上げていくのがコツ 

ポイントの１と２の手順で本を何冊か読んで、「スラスラ読める！」となってきたら、今

度はちょっとだけ単語数が多いものに挑戦してみましょう。ここで大切なのは、「ほん

のちょっとだけ」、レベルを上げることです。これまで読んでいた絵本が、１ページに単

語が１～２語の程度のものなら、３～４語程度か1文程度の絵本が目安です。いきなり、

１ページに数行もある絵本を選んでしまうと、わからない単語が増えたりして、一気に

読む気がなくなってしまいます。ですので、くれぐれも、ちょっとずつレベルを上げてい

くことが大切です。 
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●お勧めの英語絵本１０ 

 

０～３歳くらいの小さな子供には、固い紙ででき

たハードカバーやボードブックなどが丈夫でお勧

めです。また、各ページにめくる仕掛けがある絵

本（Lift-The-Flap Book、Pop-Up Book）を使うと楽しく

読み聞かせができます。お勧めの 10冊を紹介します

ので、1 冊読んでみて、気に言った場合は、同じ作家

やキャラクターのシリーズを探すなどして、少しずつ

絵本のレパートリーを広げていってください。 

 

１．『ＨＵＧ』  

著者：Jez Alborough 出版社：Candlewick 形態：

ボードブック／ペーパーバック 

本の中に出てくる単語は、「ＨＵＧ」「ＢＯＢＯ」「ＭＵ

ＭＭＹ」の 3 つだけ。絵を見るだけで、ストリーが分

かるので、はじめての英語絵本にぴったりです。ゴ

リラの親子や森の中の動物たちのＨＵＧする姿が

愛情たっぷりで、読むたびに心が温まります。この

本は世界中で100万部以上売られているほど有名

な絵本で、出産やお誕生日のプレゼントとしても最

適な 1冊です。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

読み聞かせの途中、終わってから、「Come here, I give you a big hug.」と言って、お子さんをぎゅっ

としてみてはいかがでしょうか？ 

 

２．『A Is for Apple (Smart Kids Trace-and-Flip)』  

著者：Georgie Birkett 出版社：Tiger Tales 形態：ボードブック 

アルファベットの本を 1冊選ぶとしたらこの本がお勧めです。全ページにフリップがついていて、楽

しく読み聞かせを楽しむことができます。ボードブックなので、赤ちゃんでも安心して読み聞かせ

ができる上に、少し大きくなったお子さんには、指でアルファベットがなぞれる「くぼみが」がついて

いて、数年にわたって使える 1冊です。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

単に、「Ａ，Ｂ、Ｃ」とアルファベットを読むだけでなく、「A is for Apple」、「B is for Bee」のように、セ

ンテンスで読むことを心掛けるようにしましょう。アルファベットや単語だけでなく、センテンスで読

み聞かせをすることで、子供が文ごと理解したり、文レベルでの発話につながっていきます。 
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３．『Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?』  

著者：Bill Martin Jr イラスト：Eric Carle 出版社：Puffin その他多数 

形態: ハードカバー／ペーパーバック／ボードブック／ＣＤなし／ＣＤ付きなど多様 

日本語では「はらぺこあおむし」で有名なエリック・カールの絵本です。さまざまな形態で出版され

ていますが、お勧めなのが、絵本の英文が丸ごと歌になったＣＤ付きのもの（韓国の JYBOOK 社

から刊行されているもの）。収録されている歌は、0 歳の赤ちゃんから大人まで心地よく、口ずさむ

ことができるメロディーです。変わった色の動物たちが登場します。赤ちゃんと歌ったり、１～２歳

程度のお子さんではれば、ＣＤを流しながらページをめくったり、3 歳以降であればテキストをすべ

て覚えてしまって、一人で１冊読める子も珍しくありません。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

最後のページでは、「Which animal do you like best?（どの動物が一番好き？）」「Which color do 

you like best?（どの色が一番好き？）」のような問いかけをして応用することもできます。 

 

４．『Are you my Mommy?』  

著者：Mary Murphy 出版社：Candlewick 形態: ボードブック 

子犬が母犬を探して、「Are you my Mommy?」といろんな動物にたずねていくお話です。 

フリップをめくると、それぞれの動物の子供が出てきます。最後に母犬に出会うことができた子犬

の表情がたまらなくかわいいです。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

英語と日本語では、動物の鳴き声が違っている場合が多いです。例えば、馬は「Neigh」、猫は

「Meow」、豚は「Oink Oink」と鳴きます。鳴き声を加えるだけでも、読み聞かせがグーンと楽しくな

りますよ。 

 

５．『I am a Bunny』 

著者：Ole Risom イラスト：Richard Scarry 出版社：Candlewick 形態: ボードブック 

児童文学作家のリチャード・スキャリーの美しいイラストに子供も大人も引きつけられます。優しい

英文で季節の移り変わりを見事に表現した素晴らしい絵本です。お子様に読み聞かせるだけでな

く、大人自身が何度も声に出して音読するにも良い絵本です。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

イラストを十分に楽しむためにも、いつもよりゆっくりと読み進めるようにしましょう。お子様が気に

入ったページがあれば、そのページだけでもゆっくりと語りあってもよいでしょう。 

 
６．『Excuse Me! : a Little Book of Manners』 

著者：Karen Katz 出版社：Grosset & Dunlap 形態: ハードカバー 

英語で「Excuse me」の表現が学べる絵本です。少々、紙は薄めですが、フリップ式なので、1歳半

前後頃から楽しめる本です。書いてある英文を音読すると、会話が成り立つようになっているので、
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自分で英語での語りかけが難しいと思う方にお勧めの１冊です。Karen Katz の本はこの他にもい

ろいろな表現が学べる絵本が出ていますので、この１冊から初めて、気に入ったら、次の本を読ん

でみるとよいでしょう。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

When you sneeze, what do you say? （くしゃみをしたら、なんて言いうの？） 

Yes, you also say " Excuse me!"  （こんなときも、「失礼しました！」っていうんだね。） 

などの、ほかのマナーについても、教えてあげると読み聞かせの幅がひろがります。 

 

 

７．『Tubby』 

著者：Leslie Patricelli 出版社：Candlewick 形態: ボードブック 

お風呂の時間に関する絵本です。主人公の性別、年齢不詳の子供（ベビーなのかキッズなのか

が謎）が、楽しくお風呂に入る様子が愛情たっぷりに描かれています。短い英文で表現されており、

読みやすい１冊です。この本を何度も読み聞かせすることで、実際のお風呂タイムで使う英語表

現が身に付き、語りかけができるようになるというメリットもあります。著者レスリー・パトリセリの絵

本はシリーズがたくさん出ており、思わず全部集めてしまいたくなるようなかわいらしさをもってい

ます。1冊の本が気に入ったら、ぜひ違うタイトルのものも読んでみてください。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

本文の英文が短く、読みやすい反面、読み聞かせをしていると、「もっと付け足してお話したいな」

という気持ちになってくる 1冊です。 

例えば、" Take off your pants. " said Mommy.（ママが、「パンツ脱いで」って言ったよ。） 

" Don't splash me. I am getting wet."   said Mommy. （ママが「お水かけないで。濡れちゃうでし

ょ」だって。）などと、セリフを加えて読みきせてみると楽しいですね。 

 

 

８．『Where's Spot?』 

著者：Eric Hill 出版社：Warne 形態: ボードブック 

イギリスの出版社から刊行されている人気絵本シリーズです。日本語版では、『コロちゃんがど

こ？』というタイトルで出版されているので、ご存知の方も多いかもしれません。主人公の子犬の

英語名は、「Spot」。好奇心旺盛で、一人で、いろんなところに行ってしまします。食事の時間なの

に、Spot の姿が見当たりません。困ったお母さんは、Spot を探しにいきます。毎ページごとにフリ

ップがついていて、小さな子供でも興味を示しやすい作りになっています。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

マイページのフリップは、ぜひお子さんにめくらせてあげてください。ママが読む前にめくってしま

ったり、めくることだけに集中して、なかなか英文を読ませてくれなかったりする場合もありますが、

楽しむことを第一に、気長に読み聞かせを楽しんでください。 
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９．『My First Halloween』 

著者：Tomie dePaola 出版社：Grosset & Dunlap 形態: ボードブック 

英語絵本を読むことの楽しみの一つが、絵本から異文化を知ることができるということです。近年、

日本でもハロウイーンが有名になってきており、保育園や幼稚園の行事でもイベントが行われる

ようになってきています。ところが、本場のハロウイーンではどんなことをしているのかを知ってい

る人はまだ少ないようです。この絵本では、ハロウイーンに欠かせない、jack-o’-lanterns の作り

や、パーティーの準備、仮装の様子、trick-or-treat、リンゴを使ったゲームなどの様子などが描か

れていて、ハロウイーンのことを知ることができます。水彩絵具で描かれた優しいタッチがとても

素敵な１冊です。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

お子様へ読み聞かせをする場合は、「あれ、何だろう？カボチャだね。日本のカボチャとちょっと

違うね？」「みんな、不思議な服を着てどこに行くんだろう？」「リンゴをくわえようとしているね。上

手にとるかな？」などと質問形式で読まれるとよいでしょう。この絵本をきっかけに、ハロウイーン

について、いろいろ調べてみるのも楽しいですね。 

 

 

10．『Pop-Up Peekaboo: Christmas!』   

著者：DK Children 出版社：DK Children 形

態: ボードブック 

クリスマスの時の読み聞かせにぴったりの

1 冊です。仕掛けが凝っていて、読みごた

えがあります。クリスマス関連の絵本によく

登場する「Elves」「Reindeer」「Snowman」

「 Teddy 」 「 Fairy 」 「 Decoration 」 「 Santa 」

「Stoking」などの単語が登場します。クリス

マスプレゼントの 1 つになる素敵な絵本で

す。 

 

＜読み聞かせのポイント！＞ 

毎ページに出てくる「Peekaboo!(いない い

ない ばあ!)」は、絵本を読み終えた後も使

えるフレーズです。英文も少し長めなので、

小さいお子さんに読み聞かせをする場合

は、すべての英文を読まずに、少し表現を

短くして読んでもよいでしょう。 
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●絵本を入手してみよう！ 
英語絵本の入手する方法として、図書館で購入するという手もありますが、0～3 歳の

小さいうちは、破ってしまったりという心配もあるので、できるだけ購入したものが望ま

しいです。購入したものであれば、破損や返却の時期の心配をすることなく、じっくりと

読み聞かせを楽しむことができます。 

 

１・ネット上の絵本の紹介や読み聞かせの動画を視聴できるサイトを活用しよう！ 

ネットで「英語絵本、読み聞かせ」等と検索すると、絵本の紹介や読み聞かせの動画

を視聴でいるサイトを簡単に見つけることができます。参考になるもがたくさんありま

すので、活用してみましょう。 

 

２． 実際に書店で手に取ってみよう！ 

洋書売りがばある書店に出向ける方は、ぜひ実際に行って、絵本を手に取ってみまし

ょう。中身をきちんと確認できるというメリットの他に、思いもよらなかった良書との出

会いがあるかもしれません。 

 

３． ＣＤや日本語訳つきのでもＯＫ。 

どうしても自分で読めないという方や、発音に強いコンプレックスがある方は、CD付き

の絵本を選んでも OK です。ただし、同じページ内に、日本語訳が併記していないも

のを選んでください。 

 

４． ＣＤ付きに頼りすぎないで、いろんな本に挑戦しよう！ 

発音が苦手だからと言って、CD 付きの絵本ばかりを選ばずに、いろんな本に挑戦し

てみてください。お子さんはママの声で読んでもらうほうが、ずっと楽しめるはずです。 

 

５． オンラインショップからも購入しよう！ 

現在は、オンラインショップでも英語絵本を簡単に購入できます。中古本などを活用

すると手ごろな価格で購入できますので、上手に活用してみましょう。 

 

●読み聞かせ前の準備 
本を入手したら、いよいよ読み聞かせスタートです。 

日本語の絵本であれば、すぐに読み聞かせができますが、英語の絵本となると 

ちょっとした準備が必要です。でもご安心ください。次の手順を踏めば、あなたも 

上手に読み聞かせができるようになります。 

 

１． まずは、ママが黙読で、最初から最後まで一読する。 
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２． 意味を考えながらゆっくりと音読してみる。 

３． ＣＤがあれば、流して一度聞く。（ＣＤがある場合） 

４． ＣＤに合わせて、はっきりと音読する。（ＣＤがある場合） 

 

上記のステップを踏んで、スラスラと読めるようになったら、いよいよお子さんとの読み聞か

せを始めましょう！ 

 

●読み聞かせの時の姿勢 
読み聞かせのスタイルは自由です。テレビなどの音声を消して、静かな環境であれば、絵本

に集中できることでしょう。おまだ、座りができない小さいお子さんの場合は、下記を参考にし

て読み聞かせの姿勢も工夫してみてください。 

 

 
１．ゴロンの時期は、ママも横になって赤ちゃんと同じ目線になろう。 
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２．お座りができる月齢になったら、股の間に座らせたり、赤ちゃんの隣で読む。 

 
３．自分でページやフラップをめくれるようにサポートしてあげよう。 
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４．お子さんの好きなページは時間をかけてゆっくり楽しもう。 

 

 

【読み聞かせの時の語りかけフレーズ】 
 

せっかくだから、絵本の読み聞かせの前後も英語でちょっとした語りかけをしてみたい！そん

な方のために、とっても便利で易しい「語りかけフレーズ１５」をご紹介します。はじめは、ちょ

っと恥ずかしいかもしれませんが、毎日口にすることで、１～2 週間もすれば自然と自分の言

葉として出てくるようになりますよ！まずは、この１５フレーズの数個だけでも使ってみてくださ

いね。 

 

アメリカ人ネイティブによる音声はここよりダウンロードください。 

 

パスワード：kihon15 

http://ondoku.jp/kihon15 

 

１． Time for reading! （ご本の時間よ！） 

２． What do you want to read? （何読みたい？） 

http://ondoku.jp/kihon15
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３． Go pick out a book. （ご本を選んできて。） 

４． Sit on my lap. （ひざの上に座って。） 

５． Are you ready? （準備はいい？） 

６． Listen. （聞いてね。） 

７． Do you know this? （これ知ってる？） 

８． What's this? （これ何かな？） 

９． Who is it? （これ誰かな？） 

１０． What colour is it? （これ何色かな？） 

１１． Uh-huh （そうだね。） 

１２． That's right! （その通り！） 

１３． Turn the page. （ページをめくって。） 

１４． The end. （おしまい。） 

１５． Did you like the story? （このお話好き？） 

 

●基本の読み聞かせ３パターン 
英語絵本の読み聞かせには３パターンがあります。パターンを組み合わせて読んでも OK。い

ろんな読み方で英語絵本の読み聞かせを楽しんでみましょう。 

 

１．シンプル読み 

英語絵本のテキスト部分を読む、普通の読み方です。この読み方のメリットは、絵本の持ち味

を生かして、絵本を楽しむことができます。ご家庭で繰り返して読む読み聞かせや子ども自身

の読みにつながるリーダー、また比較的長い文の絵本を読むときに適しています。注意点と

しては、日本語の絵本を読むときよりも、抑揚や感情をこめて、ゆっくりと、はっきりと読むよう

に心がけましょう。 
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２．日本語プラス読み 

絵本の英文を読むことにプラスして、日本語で意味を説明したり、背景を補足して読みます。

注意点としては、日本語部分が英文の直訳になってしまったり、あまりに日本語での解説が

多くなりすぎて、英語絵本を読む良さやメリットがなくならないようにすることが大切です。 

 

３．プラスアルファ―読み 

英語絵本に書かれている英文の他に、英語で補足や聞き手への質問を加える読み聞かせ方

です。読み手の英語力がないと難しい読み方ですが、まずは今回の講座で使用する 3 冊の

絵本の読み聞かせで練習して、少しずつ表現を増やしていきましょう。 

 

●英語絵本の読み聞かせに関してよくある質問 
 

Q. 親の英語の発音が悪いのに、子どもに読み聞かせをして良いでしょうか？ 

A.発音は確かに大切な要素ですが、日本人は気にしすぎる傾向があります。発音を気にして、

まったく英語絵本の読み聞かせをしないというのは、あまりにももったいないことです。むしろ、

お母様が積極的に英語絵本を読む姿を見て、お子様は英語に関する興味関心を持つように

なります。お子様にとって、一番身近な存在であるお母様が発話する姿を見せることは、デメ

リットよりもむしろメリットの方が多いととらえて気楽に読み聞かせを楽しんでみてください。 

 

Q. 日本語の絵本を読むときのように、絵本の背景について、英語で語りかけ 

をしたいのですが、どうしたらよいですか？ 

A.そもそも、英語が苦手な方が、日本語の絵本を読むときのように、読み聞かせをすることは

不可能です。テキスト部分だけを読んで、どんどんページをめくっていくだけで OK です。もし

くは、テキスト部分のみ英語で読み、背景の部分は日本語で行っても OKです。 

 

Q. 読み聞かせをしても子どもが集中して聞いてくれません。 

A.０～２歳の時期は、集中しないのが普通です。小さいうちは、本の最初から最後まで読む必要は

ありません。表紙や好きな 1 ページだけを楽しむということでも、毎日続けていくことで、徐々に、

長く集中できるようになっていくでしょう。 

 

Q.何冊ぐらいの本を読んだらよいですか？ 

A. 英語絵本を何冊読んだから、十分という基準はありません。読んだ分だけ英語に接する量が

増え、語彙力が高まっていく可能性があります。何冊読むということを目標にするよりも、毎日、楽

しく、さまざまな本を楽しむことを目標にしてみてください。 
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Q.英語絵本の読み聞かせは、1日のうち、いつやるのが良いですか？ 

A. 絵本の読み聞かせは、いつでも、どこれも行えることが魅力の一つです。1日のうちにこの時間

と決めて行うことも大事ですが、好きな時に、空いている時間にいつでも楽しむ習慣をつけること

が大切です。 

 

Q. 英語絵本の読み聞かせが学べる講座はありますか？ 

A．一般社団音読協会では、英語絵本の読み聞かせの普及活動を行っています。ご家庭での英

語絵本の読み聞かせを行いたいと考える親御さんのための講座（バイリンガル絵本読み

聞かせ初級講座、その他）もご用意しています。詳しく協会の公式HPか公式ブログをご確認

ください。 

公式 HP：http://ondoku.jp/ 

公式ブログ：https://ameblo.jp/ondoku-kyokai 

 

 

http://ondoku.jp/

