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こども英語の指導法

ここに紹介するリーダー・シリーズのキーポ
イントは、お子さまの興味を引きつける面白
さがあることです。親しみやすい登場人物た
ちが、時には可笑しく、時には賢く、時には
マヌケなことをしたり、言ったりしています。
本を読むときに、先生や保護者の方々からの
ヒントに 答えることは、お子様にとって楽し
みになりますが、理解度を試すような質問を
されたり、強制的に文を言わせられたりする
と、お子さまは読書の楽しみを失ってしまい
ます。

このシリーズのおはなしは、オンライン上で
音声付きで読むことができます。音声付きで
読むことは、お子さまが英語の音とスペルの
規則性を理解する助けになります。そして、
各単語を認識する助けにもなるのです。音声
はドラマ仕立てで、おはなしが生き生きと語
られています。音響効果と登場人物の豊かな
個性により、おはなしがより楽しいものにな
っています。 読書中、お子さまが本のセリフ
などを繰り返して言うことがあります。この
ような自然な発話から、先生方や保護者の方
々は、お子さまがきちんと本を読んでいるか
がわかるのです。

どんな時でも、日本語で意味が答えられるよ
うに準備しておきましょう。意味がわからな
いことで、お子さまが読むことに興味をなく
したり、恥ずかしいと思ったりしないように
してあげましょう。

この先生と保護者さま向けガイドでは、 「お
子さま」という言葉を使っていますが、教室
で使う場合やオンラインで多数の子どもたち
を一度に指導する場合は、「お子さま方」と
言い換えてください。

お子さまの誤りや読み間違いを訂正する必要
はありません。もちろん、理解度を確認する
際に、お子さまが誤った言い方をした場合は
正しい言い方を示してあげてください。けれ
ども、理解度の確認とは、あくまでその物語
のメッセージがお子さまに伝わっているかが
問題で、型の正しさの問題ではありません。
例えば、

あなた:  What happens next? The dog gets 
bigger or The frog gets bigger.

お子さま: Frog or Forg or Fog

あなた: That’s right. The frog gets bigger.

リーディング・スキルの概要は、ヨーロッパ
言語共通参照枠(CEFR)のヤング・ラーナーズ
初級者レベルA1からA2と関連しています。
付録4をご参照ください。

イノーバ　グレーディッド・リーダーは、他
のリーダーとは違い、初心者のお子さまに
読む技術を教授することを目標とした教材で
す。市場にたくさん出回っている他の物語本
のようにランダムに文を集め、単に読む練習
をさせるような本ではありません。
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The Boy 
and the Wolf

Little Red 
Riding Hood

The Piper 
of Hamelin

The Ugly Duckling

イノーバ　グレーディッド・リーダは、
読む力が身につきます！
グレード１から４は、筆者の 40 年間の英語
指導経験から生まれたものです。筆者テリー・
フィリップスは、すべての年齢とレベルの
方々に英語を指導し、世界２５カ国で、英語
コンサルタントとして働いてきました。テ
リーの専門的知識とイノーバ出版スタッフで
あるリチャード・ピーコックとスファン・ブ
ラシントンの編集能力に加えて、ジョーダン・
マクレマンの素晴らしいイラストレーション
とのコラボがこのシリーズの誕生に繋がりま
した。

イノーバ　グレーディッド・リーダーで養え
る基本的なリーディング・スキルとは：

•  クラシックな物語は、おはなしを
する動物や妖精など、不思議なフ
ァンタジーの国の出来事でお子さ
まを惹きつけます。また、お子さ
まは、自国にもある昔話や文化と
共通するものをたくさん発見して
いきます。
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•  分かりやすくカラフルなイラストは、お子
さまに視覚的なヒントを与えてくれます。

•  セリフと吹き出しは、各イラストについて
いて、おはなしをわかりやすく要約してい
ます。そのため、様々なレベルの生徒さん
を一緒に教える場合、レベルが低めの生徒
さんもおはなしについていくことができ、
置いてきぼりにされた感覚を持たずに楽し
むことができます。

•  音声教材は、物語の読み聞かせと、セリフ
と吹き出し版の２種類があります。どちら
とも、お子さまが聴き読みをいつでも楽し
めるように、イノーバのウェブサイトから
ダウンロードができます。
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 •  新出単語は、すべてのイラストに記載され
ています。例：スト－ン、ウォーター

My house is grass.

My house is wood.

My house is brick.

grass

wood

brick

a wolf

a village

a field

two sheep

a sheep

I’m bored. 

I have an idea.

a king

a princess

a palace

I love the garden.

a pond
Oh, no!
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•  登場人物たちは、シリーズの中で
何度も登場するので、お子さまは
その名前だけでなく、登場したお
はなしの内容も思い出します。

•  図解辞書が各本の最後に付いてい
て、新出名詞・動詞・形容詞が紹
介されています。

The Dog  
and the Fox

The Fox  
and the Grapes

The Fox  
and the Bird

dark a rabbit

wet

fat

ride

light a tortoise

dry

thin

walk
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•  ポップアウトキャラクターが各本の後ろに
付いていて、お子さまが各ページのおはな
しや全話を読み語る際にお使いいただけま
す。 このシリーズは、読み進めていくほど
に不思議なファンタジー王国の人々や動物
たちのポップアウトキャラクターが増えて
いきます。

•  また、基本的な文型や単語を定着させるた
めに、1日、１週間、１ヶ月などの期間をあ
けて、何度も同じ本の聴き読みをすること
をお勧めします。これにより、このリーデ
ィングコースにスピーキング能力の向上も

見込めるようになるのです。

•  シンプルな文は、すべてのグレードで頻繁
に使われるわかりやすい文型で書かれてい
ます。付録３の基本文型グレード１〜４を
ご参照ください。
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•  現在形は、1から4のすべてのグレー
ドで使われています。この形は、通常
の会話で自分の話をする際に最も頻繁
に使われる時制ではありません。例え
ば、昨日起こった出来事や若い頃にし
たことを話すときには使いません。け
れども、映画や小説などの語りではよ
く使われ、英語学習の初心者には適し
た形と言えます。

•  また、動詞の原形と言うのは、質問文
の中の不定詞でも使われますし、例え
ば、Where did the dog run? と言うよ
うな過去形を用いた文の中でも使われ
ます。したがって、最初に学習 
するのは必ず現在形であるべきなので
す。

The Frog

The bee is small.

The frog is big.

The frog sees a mouse.

The mouse is bigger.

Beauty and the Beast

Bella says, “Yes, I like you. I like you a lot. 
You help the poor people.”

The beast says, “But do you love me?”

Bella thinks for a long time.

Then she says, “Perhaps. Just a little.”

The beast says. “Say it, Bella.”

She says, “OK. I love you … a little.”

Suddenly, the beast becomes a prince again.

He says, “Thank you, Bella.” Hansel and Gretel

Hansel and Gretel are in a forest.

They see a very strange house.

Hansel says, “Look. The door’s chocolate!”

Gretel says, “Yes. And the walls are sweets!”

Hansel says, “I love sweets.”

He takes a sweet.
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•  主な単語は、各おはなしで繰り返し使わ
れ、お子さまがその単語を一度だけ読んで
忘れてしまわないように考慮されていま
す。付録１の初めての頻出単語200から75
％、付録２の初めてのサイト・ワード100
からは85％の単語を紹介しています。

注：付録の表には、新出単語が最初に出
てくるページを示していますが、そのあ
ともシリーズの中で何度も繰り返し使わ
れています。

•  シンプルな文が繰り返し使われているた
め、特に教わらなくても、お子さまは徐々
に英語の表現を習得していきます。付録3
の基本文型 グレード1〜4をご参照くださ
い。付録の表には、新出表現が最初に出
てくるページを示していますが、そのあ
ともシリーズの中で何度も繰り返し出て
きます。 

•  繰り返し出てくる表現を何度も読むことで
お子さまはその表現を自然に習得します。
例えば、グレード1のThe Frogでは、The 
frog is biggerという表現が３回出てきま
す。また、主語だけを変えて同じ文型
で、そのあとも2回出てきます。例：The 
mouse is bigger. とThe cat is bigger. 
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•  仕掛け問題が各ページの最後にありますの
で、お子さまは次に何が起こるかを考える
機会を持つことができます。 

•  お子さまが、次に出てくる文や単語、起こ
りそうな出来事などを予想したら、次のペ
ージをめくり確認をさせてあげてくださ
い。仕掛け問題に正解するためには、おは
なしを精読しておく必要があります。 
 

The Chicken and the Sky 

What happens next? Read and choose.
1. They see a horse.
2. They see a house.
Look at the next page. Check.

The chicken and the pig say,  
“The	sky’s	falling!”
The cat says, “Oh, no!”
The dog says, “Oh, no!”

The chicken and the pig
 and the cat and the dog
	 	 run	through	the	village.

The sky’s 
falling!

Oh, no!

Oh, no!

10 11

The Chicken and the Sky 

What happens next? Read and choose.
1. The horse says, “Oh, no!”
2. The horse says, “Oh, no, it isn’t!”
Look at the next page. Check.

They see a horse.
They	say,	“The	sky’s	falling!”

The sky’s falling!

12 13
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 •  同じ文型を繰り返し読むことは、英文法を
習得する上で大きな助けになります。例え
ば、The Boy and the Wolfでは、少し異
なる言い回しを使っています。
He has an idea.

He thinks, “I have an idea.”

•  He has や I haveなどの主語とそれに続く
動詞の規則などは教えません。けれども、
お子さまはこの文型を無意識に理解してい
きます。少なくともhasやhaveが同じ意味
だという認識は出来るでしょう。

•  練習問題とテストは、単語、理解度、及び
文法に関するもので、それぞれの本に含ま
れています。

Exercises
Vocabulary 1
Read the words.
Find the words in the snake.

big
is
not
now
small

i s s m
a

l
l

b
i

g

n o t n o w

a horse

17

The Frog 

Comprehension 1
Tell the story. Number the sentences in order.

The bee is bigger!

1 The bee is small. 

2 The frog is big.

The frog is bigger … and bigger … and bigger ... and …

The frog is bigger now.

The frog is small now.

The frog sees a cat, a dog, a pig, a cow and a horse.

The frog sees a mouse.

The mouse is bigger.

Comprehension 2: Word Order
Number the words.

2 1 3
is The bee small

a mouse sees The frog 

is now The frog bigger 

sees a cat and a dog The frog

20

The Frog The Frog 

3

Vocabulary 2
Write the numbers.

a bee
a cat
a cow
a dog

1 2

4

18

The Frog 

5

a frog
a horse
a mouse 
a pig

6 7

8

19
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 •  詩は、俳句からハイアワサ・タイプまで多
数ご用意しました。お子さまは、詩のリズ
ムや韻を聴いたり真似をしたりしながら楽
しむことができます。詩を読むことで、英
語の自然なリズムを身につけて、無意識に
英語のスペルや形の音声パターンも吸収し
ていきます。

The Princess and the Frog 

A poem
A princess plays in a garden.
She throws a ball up high.
It falls into the garden pond.
A frog is sitting by.

“Get my ball,” the princess says.
She is very rude.
“I can get the ball,” he says,
“But you must give me food.”

“OK,” says the princess.
“And I want a drink.
I also want a nice warm bed.”
The princess stops and thinks.

The princess promises the frog.
He gets the ball for her.
She says, “Come to the palace,
And get food and drink for dinner.”

The frog jumps in at dinner time.
The princess throws him out.
He fl ies out of the window.
“Remember your promise!” he shouts.

“What promise?” says the king to her.
She tells him and he says,
“Princesses keep their promises.
You must keep yours,” he says.

The princess calls the frog back.
She gives him food and drink.
She takes him to a bedroom.
It’s blue and green and pink.

The princess goes to see the frog
Next morning, with her father.
A prince is there. They fall in love.
They’re happy ever after.

23

The Piper of Hamelin 

A poem
Hamelin has a problem.
Rats are in the town!
They’re in the houses and the shops.
The rats run up and down.

They bite the children, eat the food,
Chase the cats and mice.
The adults and the children say,
“It isn’t very nice!”

A piper comes into the town.
The man is thin and tall.
He tells them, “I can take the rats.
They’re no problem at all.”

The piper wants some money.
The people say, “Not now.
Take the rats away from here.
Then come back to the town.”

The piper plays a pretty tune.
He starts to walk away.
The rats all like the music.
“It’s beautiful,” they say.

The piper walks out of the town.
He takes the rats away.
He comes back for his money,
But “No,” the people say.

“We do not have a problem now.”
The piper says, “OK.”
He plays another tune and … oh!
The children go away.

23

The Lion and the Mouse

A poem
Lion helps a mouse.
Lion is in a net now.
The mouse helps her friend.

23
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読むことは、先の内容を予想すること、
そして、確認をすること
読書とは、読み手と本文との交流です。小さ
なお子さまにとっても、変わりはありません。
優れた読み手は、本文の先を読み取り、次に
何が起こるかを予想しています。予想したこ
とは、読み進むことで正しかったかどうかが
わかります。ここでは、正誤は問題ではあり
ません。予想することが読む意欲につながる
のです。もし予想が正しければ、読み手の喜
びになりますし、間違っていても、その内容
を確認し「あ〜、そういうことね！」と気付
くのです。

次に来る単語、フレーズ、文、談話標識（
例：thenや he等）を予測できるということ
は、以下のことを理解しているということに
なります。

 • 文中の情報の全般的な進展
 •  各文の文型

物語は全般的な進展を確認しやすいので、言
語学習初心者には、物語を使うことをお勧め
しています。

本文に出てくる文型が限定されていて、また
それを使った例文が豊富にあった場合、お子
さまは文型を簡単に認識できるようになりま
す。授業で文型を教える必要はありません。
お子さまの脳は、文型を見つけて認識するよ
うにプログラムされています。充分な例文さ
えあればいいのです。

グレード１から４では、ほとんどが６文型の
文です。 

英語文の最もよくある６文型とは？
英文は、文型からすると SVO で成り立っている言語です。つまり、主語 ( Ｓ ) は通常文頭にき
て、動詞 ( Ｖ ) が後に続き、そしてもしあれば、 目的語 ( Ｏ ) や be 動詞の後に補語 (C) が続きます。
また多くの英文では、文末に副詞句 (A) が付いています。

グレード１から４では、英語の最頻出５文型を使い、たくさんの例文を紹介しています。
表１をご参照ください。

表１：最頻出５文型

文型 主語 動詞 補語・目的語 副詞・ 副詞句

1 The dog runs.

2 They walk past.

3 She is happy.

4 The chicken makes bread.

5 He drops the meat into the river.
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６つ目の文型は前記５つの文型を含んでお
り、主節から始まり、伝達動詞 say を使用し
ています。
例えば：

The boy says, “He isn’t here now.”

グレード１から４までのこの限られた文型を
使うことで、お子さまは英語の正しい文型を
自然に吸収していきます。私たちは、お子さ
まに主語や動詞というような文法を教えるこ
とはお勧めしていません。お子さまご自身で
文型を認識して欲しいと思っています。

もう一つのキーポイントは、グレード１から
４までは、ある頻出文型を作為的に避けてい
るということです。その文型とは、There is 
a palace in the town. 
there を 含 む 文 で す。 基 本 の SVC 文 型 A 
palace is in the town という、英語ではあま
り使われない文から派生した文型です。

けれども、初心者にとってこの文で there が
どういう意味で使われているかを理解するの
は困難です。そこで、この文型に関しては、
易しい基本的な文型が習得されてからのグ
レード５から８で紹介しています。

もう一つ、it を使った頻出文型があります。
例：It is raining. It is hot today.　これは一
見、代名詞が主語になる SVC 文型に見えま
す。この文型は、他の代名詞、例えば The 
dog sees the meat. He is hungry. などの文
に出てきます。この場合、He は Dog を指し
ています。しかし、代名詞 it は、It is 11:55. 
のような文では何を指しているのでしょう？
おそらく、時間でしょうが、これを指す名詞
は本文の中でこの it の前には出てきません。
そのため、この文型は比較的理解が難しく、

「代名詞は通常、本文の中でその前に出てき
た名詞を指す」という形を崩してしまうので
す。初期のグレードでは、自然な英語とは言
えませんが、基本文型にそった表現を使って
います。例：It is snowing ではなく、Snow 
is falling. ( 雪が降っている )

Hah! Hah! 
Hah!

Hee! Hee! 
Hee!

Snow is falling!

Oh, no, it isn’t.

snow
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グレード１から４までのおはなし

これらのグレードのおはなしでは、お子さま
の Lexile 指数「読解力」および「文章の難易度」
をレベル 100L から 400L まであげていきま
す。各グレードには７つの物語があり、グレー
ド１には、サンプルの The Chicken and the 
Sky が付いています。それぞれの本は、最初
から最後のおはなしまで単語や文構成を考え
て、しっかりとした段階を追って読み進めら
れるように読む順番が決められており、番号
がふられています。つまり、グレード１の最
後のおはなしは、グレード２の最初のおはな
しよりも、レベルで言えばやや易しいという
ことになります。

お子さまが、徐々に複雑な文を読む能力を身
につけていけるように、下記のように本を読
み進めていくことを強くお勧めいたします。

Lexile 指数は、主に若い世代が使用する教材
の「難易度」をはかる指数として幅広く使わ
れています。下記の URL でご参照ください。
https://lexile.com/educators/understand-
ing-lexile-measures/

Grade 1 (Lexile 100L–200L, 50–150 words)

1. The Frog
2. The Lion and the Mouse
3. The Boy and the Wolf
4. The Chicken and the Bread
5. The Bird and the Glass
6. The Fox and the Grapes
7. The Fox and the Bird

Grade 2 (Lexile 200L–300L, 100–250 words)

1. The Rabbit and the Tortoise
2. The Dog and the Meat
3. The Dog and the Fox
4. The Town Mouse and the Country Mouse
5. The Three Pigs
6. The Clever Horse
7. The Man, the Boy and the Donkey

Grade 3 (Lexile 200L–300L, 250–350 words)

1. The Princess and the Frog
2. The Piper of Hamelin
3. The Three Goats
4. The Princess and the Pea
5. Hansel and Gretel
6. Goldilocks and the Three Bears
7. The Gingerbread Man

Grade 4 (Lexile 300L–400L, 300–450 words)

1. The Ugly Duckling
2. Sleeping Beauty
3. Cinderella
4. The King’s New Clothes
5. Jack and the Beanstalk
6. Little Red Riding Hood
7. Beauty and the Beast

レベルは、本のカバーで色分けされていま
す。例えば、青はグレード２です。また読
む順番は、表紙の丸で囲まれた数字の通り
です。 

4

Retold by Terry Phillips

Grade 2 | Book 4

Innova Graded Readers

The Town Mouse and 
the Country Mouse

図１：表紙　グレード２　ブック4
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基本的な指導法

各見開きページの左側には、黒文字と色文字で書かれた文が載っています。
右側は、図２のようにイラストが載っています。

図２：見開きページ　グレード２　ブック７

先生や保護者の方々には、次(図３)に示されているように読み進めることをお勧めいた
します。

The Man, the Boy and the Donkey

What happens next? Read and choose.
1. The man buys another donkey.
2. The man and the boy leave the market.
Look at the next page. Check.

A father goes to a market with his son.
He says to his son, “I want a donkey.”

The boy says, “Look! I like her.”
The man says, “Yes, she’s very good.” 

He buys the donkey.
He gets on the donkey.

a father

a market

a donkey

a son

I want a donkey.

Yes, she’s very good.

Look! I like her.

2 3

 図３：基本指導法

イラスト

セリフ・
 吹き出し

おはなし本文

次は何が
起こるの？

次のページ

•  先生・保護者の方々が単語を復習する： 
習得した単語を、お子さまから引き出す。

•先生・保護者の方々が吹き出しに書かれた新出単語を確認する。  

• お子さまに、おはなしを読んで解読してもらいましょう。

•  お子さまが本文を聴きながら、追う。
• お子さまが本文を聴いて、イラストを指す。
•  お子さまが本文を聴いて、繰り返して言う。
•  お子さまが本文を音読する。
• 先生・保護者の方々が理解度を確認する。

•  お子さまが本文を聴きながら、追う。
•   お子さまが本文を聴いて、繰り返して言う。
•  お子さまが本文を音読する。
•  お子さまが１センテンスを選ぶ

•  お子さまが前ページを見て、
答えを確認する。

•   お子さまが前ページを見て、
ポップアウトキャラクターを
使って読み語りをする。



Copyright © Innova Press Ltd 201818

イラスト

名詞の復習

各イラストは語彙の豊かな情報源です。イラ
ストや黒文字を見る前に、そのイラストを
使って前のページに書かれていた単語を復習
しましょう。単語を復習する際には、お子さ
まが以前触れた単語を覚えているか、質問を
してみましょう。このような質問は、お子さ
まの知識向上に役立ち、また達成感やモチ
ベーションもあげていきます。各グレードで
たくさんの表現や文型などが繰り返し使われ
ているので、いい復習になります。

お子さまに a stone のように冠詞を言わせ
ないようにしましょう。数えられる名詞を無
意識に覚える道具として書かれているもので
す。また、完璧な発音を期待するのもやめま
しょう。これは、リーディング向けコースで
スピーキング向けではありません。単語を認
識することが主な目標です。

新しい名詞の教え方

イラストにはたくさんの名詞が書かれていま
す。イラストに書かれている単語をお子さま
に見つけてもらい、読んでもらいましょう。
発音に自信のある方は、その単語を言い、お
子さまに繰り返してもらいましょう。以前に
もお伝えしたように、発音は完璧である必要
がありません。自信のない方は、
お子さまに「おはなしを聴いてみて。この言
葉が聴こえてくるよ。」と言って音声を使っ
てください。

セリフと吹き出し

英語に自信のある方は、最初のセリフや吹き
出し文字を指差して、お子さまに読んでもら
いましょう。発音が間違えていたらなおして
あげてください。けれども、完璧な発音を強
要してはいけません。他のセリフや吹き出し
も読んでもらい、お子さまに日本語で本の内
容を語ってもらいましょう。自信のない方は、
お子さまだけでセリフや吹き出しから本の内
容を理解する時間をあげて、同様に語っても
らいましょう。

I’m small.

I’m big.
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おはなし本文

お子さまに左側のページや画面に載っている
黒文字を示してください。

聴き読み

本文を流して、お子さまに各文を聴かせまし
ょう。お子さまは、聴きながら指で黒い文字
をなぞって読み進めます。再度聴きたがった
場合、何度でも流してあげましょう。聴き読
みは英語学習に極めて大切です。なぜなら、
各単語の音と形を同時に学習できるからで
す。ほとんどの場合、この二つの関連性は明
確ではなく、個々の音素の単純な音を学ぶだ
けでは（典型的なフォニックス指導法）、最
頻出語の音までカバーできません。ほとんど
の最頻出語は音のきまりに当てはまらないか
らです。

聴いて指をさす

もう一度音声を流しましょう。お子さまにも
う一度聴いてもらいながら、聴こえた箇所を
指差してもらいましょう。

例えば、The Chicken and the Sky ( グレー
ド 1 サンプル ) の最初の文は、A chicken is 
in a field です。
お子さまに鶏を指差してもらった後、野原も
指差してもらいましょう。

注：このグレードでは、鶏も野原もお子
さまが知っている単語です。

聴いて繰り返す

もう一度音声を流しましょう。お子さまは、
各文を聴きながら黒文字を指でなぞって読み
進めます。
行毎にお子さまにその文を繰り返してもらい
ましょう。

各文が大体読めるようになるまで、繰り返し
音声を流しましょう。完璧な発音や文を期
待するのはやめましょう。お子さまが、a や 
the などの冠詞を飛ばしても問題ありません。
例えば、The Chicken and the Sky の最初の
文を読むときに、chicken in field と読んでも
かまわないということです。冠詞より、前置
詞がわかっている方が大切です。それはお子
さまがこれら二つの名詞の主な関係性を理解
しているということだからです。

音読

お子さまに音声なしで声に出して読んでもら
いましょう。もちろん、単語やフレーズで
読めない箇所があれば手伝ってあげてくださ
い。大体読めれば合格です。読み慣れたおは
なしを音読することで、お子さまは知ってい
る言葉を復習し、音とスペルの関係性の理解
を深めることができます。しかし、音読は注
意深く行ってください。お子さまが読めない
ことで、悩んだり恥ずかしい思いをしたりし
ないように充分考慮しましょう。 

累積文字数

イノーバ・リーダーの本文は、既習文型を何
度も取り入れながら徐々に長文になりレベル
を上げていきます。累積文字数表で文字数の
緩やかな増加をご確認いただけます。付録８
をご参照ください。

グレード４を終わるころには、お子さまは
7000 以上の英単語に触れたことになり、順
調にいった場合、読めるようにもなっていま
す。
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•  

理解度の確認

お子さまに、母語（日本語）でおはなしの内
容を説明してもらいましょう。確認と誤りの
訂正をしてください。誤解をしている場合は
イラストを使って間違えに気付いてもらいま
しょう。

下記に示した方法で、センテンス毎にお子さ
まの理解度を確認してみましょう。いろいろ
な方法を使って、お子さまの興味を惹きつけ
ていきましょう。

聴いて答える　これは一番いい方法でしょう
か？
理解度をためす質問は、おそらく最もよく使
われている方法でしょう。例えば、The Dog 
and the Fox のおはなしでは、読み終わった
後に下記のような質問ができます。

Is the fox thin?

Does he go for a walk every day?

What does the dog have on his neck?

Why does he have a collar on his neck?

しかし、書かれた文章の理解度を確認するの
には、これは最適な方法とは言えません。

第１に、このような質問は、話し言葉での質
問を理解するという次の段階の理解度課題を
出していることになります。 be 動詞の質問
はそれほど難しくはありません。主語と動詞
の倒置は理解の妨げになりますが、ある程度
までは脳が文型を認識できるでしょう。しか
し、新しい単語である does が出てくるよう
な一般動詞をつかった現在形の質問文は、理
解がより難しくなります。事実、do を使った
質問文は、グレード２ ブック４ The Town 
Mouse and the Country Mouse まで使われ
ていません。does を使う質問文は、グレード
２ ブック６ The Clever Horse まで出てきま
せん。つまり、シリーズの早い段階ではお子
さまはこれらの単語を知りません。

第２の理由として、お子さまにフルセンテン
スでの答えを要求すれば、お子さまは、今
まで見たことのない文型を使って答えを作ら
なければならなくなります。したがって、も
し理解度を試す質問をするのであれば、短く
１、２語の答えが返ってくると思ってくださ
い。例えば前記の質問であれば、

Is the fox thin?   Yes

Does he go for a walk every day?   Yes

What does the dog have on his neck?   collar 
(or a near approximation)

Why does he have a collar on his neck?   for 
lead (or a near approximation)

それ以降の質問は新しい単語や文型を使って
いないので、より良い質問だと言えます。
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 聴いて訂正する（マヌケな先生 ・ ママ・パ
パ！）
黒文字で書かれている各文を間違って読んで
ください。 この間違いはマヌケなもので、
お子さまが笑って訂正をしてくれるように間
違うのが理想です。お子さまが笑うというこ
とは、理解している証拠です。例えば、The 
Frogのお話にThe Frog is biggerという文が
あります。ここで大人が、The dog is bigger
と言えば、お子さまは「違うよ。frogだ
よ。」と言うでしょう。また、The frog is 
smallerと言えば、「Bigger！」と言い直して
くるでしょう。 

このマヌケな間違いは、内容に関した正誤を
問うものです。文法的な間違いをしないよう
にしましょう。お子さまに下記のような文法
事項を気付かせることは避けましょう。

A frogとThe frogの違い
The frog are biggerのような人称の誤り
The frog is bigとThe frog is biggerのような
文脈の誤り

お子さまが多くの単語を習得して、話し言葉
の文型も認識できるようになったら、品詞
を色々とおもしろく変えてみましょう。グレ
ード１修了段階のThe Bird and the Glassで
は、次のようなことができます。

A wolf is in a tree. 
(A birdの代わり)

A fox is at a table. 
(A manの代わり)

He has a glass of bread. 
(waterの代わり)

He thinks, “I want my sheep.” 
(my bookの代わり)

The man goes into the tree.
 (the house の代わり)

The bird thinks, “I’m hungry.”
 (thirstyの代わり)

お子さまにフルセンテンス（完成された文）
で答えさせないようにしましょう。これは、
誤りを認識し正しく言う練習であり、話し言
葉でフルセンテンスを言う練習ではありま
せん。もし誤りの認識ができているのであれ
ば、本文の内容と文型をきちんと理解してい
るということになります。

聴いて（文を）完成させる

聴いて文を完成させるアクティビティでは、
お子さまが物語と特定の文型の両方を理解で
きているかがわかります。 

例えば、The Boy and the Wolf ( グレード１ 
ブック３) では、男の子がたくさんの羊と野
原にいるイラストが載っています。最初の文
は、A boy is in a field ( 男の子は野原にいま
す ) です。お子さまがイラストをしっかり見
た後、本文を何度か聴き読みしていれば、比
較的簡単に下記の文を完成させることができ
るでしょう。例えば、

A boy is in a …
He is looking after the …
He is bored.
He thinks, “I’m …”
He has an idea.
He thinks, “I have an …”

3

Retold by Terry Phillips

Grade 1 | Book 3

Innova Graded Readers

The Boy
and the Wolf

•  

•  
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聴いて返事をする
物語の中に会話文がある時、その中から１つ
質問を出して、お子さまから答えを引き出し
てみましょう。これはグレード２から先に効
果的な方法です。例えば、The Dog and the 
Foxでは、下記のような会話ができます。ま
ずは、先生や保護者の方々が犬役になり、
お子さまにはキツネ役になってもらいまし
ょう。

注：場合によっては、前ページのセリフ
も入っています。 

見開き
ページ 会話文

1 T / P: Hello, Mr Fox.

C: Good morning, Miss Dog.

T / P: You’re very thin.

2 C: You’re not.

T / P:
I have a lot of food every day. 
What about you, Mr. Fox?

3 C: I don’t have a lot of food.

4 T / P:
I go for a walk every day. 
It’s nice.

5 C: I run every day. It’s scary.

物語の後半では役を交代して、先生や保護者
の方々はキツネで、お子さまが犬になります。

見開き
ページ 会話文

6 T / P:
What’s on your neck, Miss 
Dog?

C: It’s my collar.

7 T / P: What’s a collar?

C: It’s for my lead.

T / P: What’s a lead?

C:
My master uses it. It goes 
on my collar.

8 T / P: Do you have a master?

C: Yes, I do. 

文構成や句読点で完璧を求めるのはやめまし
ょう。お子さまが質問を理解して、筋の通っ
た応答ができれば良いのです。例えば、 

あなた: Hello, Mr Fox.

お子さま: Hello, Dog.

または、
あなた:  I have a lot of food every day. 

What about you, Mr. Fox?

お子さま: No. OR Not lot.

読んで説明する
グレード１の２番目のおはなしから、代名詞
を紹介しています。代名詞は、文がどのよう
に繋がっているのかが理解できていれば説明
が可能になります。例えば、図４に示したよ
うにThe Lion and the Mouse（グレード１
　ブック２）のはじめの４ページには、黒文
字部分に代名詞が出ています。下記の黄色で
マークされた代名詞は、実際の本文ではマー
クされていません。

見開き
ページ 黒文字

1 A lion is asleep. 

A mouse is near the lion. 

The mouse says, “Good. He’s 
asleep.”

2 The lion is awake. 

He says, “Hello, Miss Mouse.”

The mouse says, “Please, Mr 
Lion. Let me go.”

The lion thinks, “I’m not hungry.”

3 He lets the mouse go.

He says, “Go!”

4 The mouse goes.

She says, “Thank you, Mr Lion.”

図４：代名詞の使用

各代名詞を指差して、それぞれが示す動物は
何で、人は誰なのかを聞いてみましょう。 

•  

•  
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次に何が起こるかな？

お子さまが、そのページの黒文字が理解でき
るようになったら、色文字を読んでみまし
ょう。この文字にはいくつかの指導目的があ
ります。

1.  お子さまにページをめくって読み続けて
もらうための仕掛けです。

2.  理解度のダイレクトな確認方法です。
お子さまが下記のことを理解できていれ
ば、正解を選ぶでしょう。

 a. 物語の展開がだいたい分かる。
 b.   黒文字で書かれた最後の文脈から、次

に何が起こるか予想できる。
3.  読書は、予想と確認だということがより

明確に分かる。
4.  文をマッチングさせることが含まれる。

グレード１から４までは、ほとんどの場
合、仕掛け問題の正解は次のページの最
初の文にあります。例えば、The Town 
Mouse and the Country Mouseでは、２
番目の見開きページに次のような文が黒
文字で書かれています。

そして、この仕掛け問題があります。

両方とも文法的には正しい形です。すべての
仕掛け問題は、文法やスペルの確認が目的
ではなく、内容の正誤問題になっています。
この場合、１だけが物語の内容と一致してい
ます。田舎のネズミは、「夕飯を一緒に食べ
よう。」と言います。そのため、もし文が夕
飯を食べるということであれば、その主語は
ネズミ達で、ネズミではありません。お子
さまがページをめくると次のような文が現
れます。

The Town Mouse and the Country Mouse

What happens next? Read and choose.
1. Country Mouse goes to the town.
2. Town Mouse goes to the country.
Look at the next page. Check.

The mice have dinner.
They have seeds and nuts.

Town Mouse is rude again.
He says, “My food is better.”

The town mouse thinks for a moment.
Then he says, “Come to the town. 
Have dinner with me.”

6

The Town Mouse and the Country Mouse

What happens next? Read and choose.
1. The mice have dinner.
2. The mouse has dinner.
Look at the next page. Check.

Country Mouse takes Town Mouse 
to her house.
It is very small.

Town Mouse is rude.
He says, “My house is bigger.”
Country Mouse is polite.
She says, “Have dinner with me.”

The mice go into the house.

4

The Town Mouse and the Country Mouse

What happens next? Read and choose.
1. The mice have dinner.
2. The mouse has dinner.
Look at the next page. Check.

Country Mouse takes Town Mouse 
to her house.
It is very small.

Town Mouse is rude.
He says, “My house is bigger.”
Country Mouse is polite.
She says, “Have dinner with me.”

The mice go into the house.

4
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読後アクティビティ

ロールプレイ

おはなしの登場人物を抜き出しましょう。
ポップアウトキャラクター P8 を参照してく
ださい。日本語でも英語でもミックスでもい
いので、すべてのおはなしをお子さまに語っ
てもらいましょう。ページをめくったり、イ
ラストを見たりしてもいいです。テストでは
ありませんのでプレッシヤーをかけるような
ことはやめましょう。動物の変な鳴き声を真
似たりしながら、お子さまに楽しんでもらえ
ればいいのです。またお子さまに聴いて訂正
するゲーム（マヌケな先生 ・ ママ・パパ！）
で楽しむこともできます。

サイト・ワード（読むことに必要な頻出単
語）のフラッシュカード

サイト・ワードのフラッシュカードです。ほ
とんどのサイト・ワードは、フォニックス・
メソッドを使って発音することはできませ
ん。例えば、1 から 10 までの数字のうち４
つは、フォニックスでは読むことができませ
ん。

 oneはon（オン）で始まりません。
 twoはtwa（ツワッ）で始まりません。
 fourはour（アワ）という音が入っいま
 せん。
 eightのgとhの音は発音しません。

フラッシュカードを切り取って（付録７サイ
ト・ワードのフラッシュカード　グレード１
〜４を参照）付録２の初めての英語100サイ
ト・ワードの表からサイト・ワードを見つけ
ましょう。２つ以上おはなしを終えたら、そ
の日までに読んだ全てのおはなしの中からサ
イト・ワードを選びましょう。

下記にサイト・ワードを使ったゲームをいく
つかご紹介します。ゲーム中、お子さまの発
音は完璧である必要はありません。単語を読
めるかどうかだけを確認してください。

•  単語のチラ見 
これは一番わかりやすいゲームです。カー
ドを裏向きに持ちます。そしてカードをお
子さまの方に向けてチラッと見せます。５
秒以上は見せないようにしましょう。お子
さまが読めなければ、少しだけ時間を長く
しましょう。必要であれば、もう一度読み
方を教えてあげてから、同じように遊んで
みましょう。

•  最初だけ 
フラッシュカードを折って、最初の2文字
だけが見えるようにします。上記のゲーム
と同じように遊びましょう。このゲームで
は、英語のサイト・ワードのほとんどは、
最初の半分の文字だけで読めることがわか
ります。
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•   聴いて探そう 
サイト・ワードカードを全て表向きに置き
ます。その中から１つサイト・ワードを言
いましょう。お子さまは言われたカードを
探し出し、 取り上げます。他のカードも同
様に取って遊びます。

•  記憶力テスト 
全部のサイト・ワードカードを表に向け
て、縦と横の列に並べて置きます。お子さ
まにそれぞれの単語を言わせて、裏返しま
す。お子さまは記憶した単語を言い、カー
ドをひっくり返します。合っていれば、そ
のカードを取ることができます。間違った
場合はもう一度挑戦します。これをカード
が全部取れるまで繰り返します。

•  単語探し 
お子さまに、イラストに付いている単語を
探してもらいましょう。例えば、The Bird 
and the Glassの中のa stoneです。何度も
本をめくって、その単語を見つけてもらい
ましょう。

•  図解辞書 
単語を隠し、イラストを使ってそれぞれの
動作や形容詞を覚えてもらいましょう。

•  教訓 
日本語でそれぞれのおはなしからどんな教
訓が得られたか話し合ってみましょう。
付録６に参考になる教訓リストが載って
います。
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付録

付録1　初めての最頻出単語200　グレード１〜４
単語 1 2 3 4 注釈

a / an 1.2     

about  2.1    

after  2.2    

again 1.3     

all   3.2   

also  2.6    

always     グレード5から8　頻度を表す副詞
and 1.2     

another  2.2    

any   3.2   

are 1.3     

around    4.4  

as     グレード5から8　比較文
ask 1.3     

at 1.5     

back 1.5     

because     グレード5から8　重文
become    4.7  

before     グレード5から8　時間を表す副詞
begin     グレード1から４ではstartを使用
between      

big 1.1     

book 1.5     

both     グレード5から8　限定詞
bring    4.2  

but 1.3     

by    4.7  

call  2.6    

can 1.5     

case      

change    4.2  

child   3.2   
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単語 1 2 3 4 注釈
come 1.5     

company      

could     グレード5から8　法助動詞の過去形
country  2.4    

course      

day  2.3    

different   3.2   

do  2.3    

down 1.6     

during     グレード5から8　時間を表す副詞
each     グレード5から8　限定詞
early     グレード5から8　時間を表す副詞
end  2.1    

even      

every  2.3    

family    4.1  

feel   3.4   

few  2.6   グレード5から8　限定詞
find    4.1  

first  2.1    

follow   3.2   

for  2.2    

from 1.6     

get 1.2     

give  2.6    

go 1.2     

good 1.2     

great     グレード1から４ではbigを使用
group      

has 1.3     

have 1.3     

he 1.2     

hear  2.4    

help 1.2     

here 1.3     

high 1.6     
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単語 1 2 3 4 注釈
home  2.3    

house 1.5     

how   3.4   

I 1.2     

if     グレード5から8　複文
important      

in 1.2     

include      

interest 1.3     

into 1.5     

is 1.1     

it 1.5     

just    4.7  

keep   3.1   

kind    4.7  

know   3.7   

last      

late    4.3  

leave  2.7    

let 1.2     

life      

like 1.6     

little    4.2  

live  2.4    

long   3.2   

look 1.5     

lot 1.5     

make 1.4     

man 1.3     

many    4.1  

may     グレード5から8では、より多くの法助動詞を使用
mean    4.7  

meet  2.1    

might     グレード5から8では、より多くの法助動詞を使用
more   3.5   

most     グレード5から8　限定詞
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単語 1 2 3 4 注釈
much   3.3   

must    4.3  

need 1.5     

never    4.7  

new   3.3   

next 1.1     

no 1.4     

not 1.1     

now 1.1     

number  2.6    

of 1.2     

off  2.7    

old  2.7    

on 1.5     

one  2.6    

only   3.4   

or    4.4  

other  2.2    

out 1.2     

over  2.1    

own    4.5  

part      

people 1.3     

place      

play   3.1   

point      

problem   3.2   

put 1.5     

question      

really 1.6     

report      

right   3.1   

run 1.6     

same    4.2  

say 1.2     

school   3.2   
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単語 1 2 3 4 注釈
see 1.2     

seem      

set      

she 1.2     

should      

show    4.4  

since      

small 1.1     

so    4.5  

some 1.6     

something 1.8     

start  2.1    

still      

study      

such      

system      

take  2.2    

talk     グレード1から４ではspeakを使用
tell 1.8     

than   3.3   

that  2.2    

the 1.1     

then 1.7     

there    4.6  

they 1.3     

thing 1.8     

think 1.2     

this   3.3   

through 1.8     

time  2.1    

to 1.5     

too 1.8     

try      

turn   3.5   

under   3.3   
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単語 1 2 3 4 注釈
up 1.7     

use  2.3    

very 1.5     

want 1.4     

way   3.5   

we 1.2     

week      

well 1.7     

what 1.5     

when     グレード5から8では、より多くの疑問詞を使用
where 1.3     

which     グレード5から8では、より多くの疑問詞を使用
while     グレード5から8　重文
who   3.3   

why  2.4    

will     グレード5から8　未来形
with 1.3     

woman 1.3     

work    4.3  

world      

would     グレード1から４ではwould likeではなくwantを使用
write      

year    4.7  

you 1.2     

Grade total 73 31 24 23

Grade % 37% 16% 12% 12%

All grades 151

All grades % 76%
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付録2　初めてのサイト・ワード100 グレード１〜４
単語 1 2 3 4 注釈

 a 1.2     

 about  2.1    

 after  2.2    

 all   3.2   

 an 1.2     

 and 1.2     

 are 1.3     

 as     グレード5から8　比較文
 at 1.5     

 be    4.6  

 been     グレード5から8　現在完了
 but 1.3     

 by    4.7  

 called  2.6    

 can 1.5     

 could     グレード5から8では、より多くの法助動詞を使用
 did    4.7  

 do  2.3    

 down 1.6     

 each     グレード5から8で使用
 find    4.1  

 first  2.1    

 for  2.2    

 from 1.6     

 had     グレード5から8では、より多くの過去形を使用
 has 1.3     

 have 1.3     

 he 1.2     

 her 1.5     

 him  2.6    

 his  2.2    

 how   3.4   

 I 1.1     

 if     グレード5から8　複文
 in 1.2     
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単語 1 2 3 4 注釈
 into 1.5     

 is 1.1     

 it 1.5     

 its     グレード5から8で使用
 just    4.7  

 know   3.7   

 like 1.6     

 little    4.2  

 long   3.2   

 made     グレード5から8では、より多くの過去形を使用
 make 1.4     

 many    4.1  

 may     グレード5から8では、より多くの法助動詞を使用
 more   3.5   

 most     グレード5から8で使用
 my  2.3    

 no 1.4     

 not 1.1     

 now 1.1     

 of 1.2     

 on 1.5     

 one  2.6    

 only   3.4   

 or    4.4  

 other  2.2    

 out 1.2     

 over  2.1    

 people 1.3     

 said    4.1  

 see 1.2     

 she 1.2     

 so    4.5  

 some 1.6     

 than   3.3   

 that  2.2    
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単語 1 2 3 4 注釈
 the 1.1     

 their  2.5    

 them 1.5     

 then 1.7     

 there    4.6  

 these    4.1  

 they 1.3     

 this   3.3   

 time  2.1    

 to 1.5     

 two  2.6    

 up 1.7     

 use  2.3    

 very 1.5     

 was    4.1  

 water 1.5     

 way   3.5   

 we 1.2     

 were    4.7  

 what 1.5     

 when     グレード5から8では、より多くの疑問詞を使用
 where 1.3     

 which     グレード5から8では、より多くの疑問詞を使用
 who   3.3   

 will     グレード5から8　未来形
 with 1.3     

 word    4.6  

 would     グレード5から8では、would likeを使用
 you 1.2     

 your  2.4    

Grade total 43 18 10 15

Grade % 43% 18% 10% 15%

All grades 86

All grades % 86%
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付録 3　基本文型　グレード１〜４

構文パターン 例文 1 2 3 4

主語(S)　動詞(V)　be　補語(C) 
はSVC (Cは前置詞句) The lion is in a net. 1.2    

主語(S)　動詞(V) (Vは be動詞以
外の動詞) The mouse goes. 1.2    

主語(S)　動詞(V)　副詞類(A)（A
は副詞） I run every day.  2.3   

S V A (Aは前置詞句) He runs over a hill. 2.1   

S V A A He comes to a river with a bridge.  2.2   

S V C (Cは形容詞) The bee is small. 1.1    

S V C (Cは比較形容詞) The frog is smaller. 1.1    

S V C A The bee is bigger now. 1.1    

S V C (Cは名詞) Hamelin is a town.   3.2  

S V C (Sは代名詞) I'm small. 1.1    

S V C (Cは副詞 very + 形容詞) The water is very low. 1.5    

S V C (Cは副詞 too + 形容詞) She says, "Too hot!"   3.6  

S V not C (Sは名詞) The frog is not big. 1.1    

S V not O The brick house doesn't fall down.  2.5   

S V not C (Sは代名詞) He's not here now. 1.3    

S V not C A The people are not afraid now. 1.3    

S V O (Oは名詞) He sees the mouse. 1.2    

S V O (Oは代名詞) The fox sees her.     

S V O A She puts her head into the glass. 1.5    

S V O O They give Thomas money.  2.6   

V Go! 1.2    

V O (Oは代名詞) Help me! 1.4    

C / O = 形容詞 + 形容詞 She gets lots of stone. 1.5    

C / O = 副詞 + 形容詞 She is very thirsty. 1.5    

序節 (Sは名詞) The mouse says, … 1.2    

序節 (Sは代名詞) He says, … 1.2    

1つ目の節 and / but / or ２つ目
の節

The rabbit runs very fast but he is 
second.

 2.1   

1つ目の節 and / but / or ２つ目
の節　2つ目のS (主語) を省略

The rabbit stops and eats some 
plants.

 2.1   

A S V C Now everyone's happy.  2.7   

名詞句 (NP) = 冠詞 + 名詞 The frog is big. 1.1    

NP = 冠詞 + 形容詞 + 名詞 They see a young man.  2.7   
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構文パターン 例文 1 2 3 4

NP = 形容詞 + 形容詞 + 名詞 Bella is a beautiful young woman.    4.7

NP = 副詞 very + 形容詞 + 名詞 You have very big ears,  
Grandma.    4.6

NP = 名詞 + 前置詞句 A man in the forest hears the 
scream.    4.6

NP = 名詞 and 名詞 They have nuts and seeds.  2.4   

NP = 名詞 + 名詞 White Pig has a grass house.  2.5   

主語として用いる代名詞 = I I'm big. 1.1    

主語として用いる代名詞 = you You help me. 1.2    

主語として用いる代名詞 = he He says, "Hello, Mr Mouse." 1.2    

主語として用いる代名詞 = she She says, "Thank you Mr Lion." 1.2    

主語として用いる代名詞 = we We're friends now. 1.2    

主語として用いる代名詞 = they They aren't happy. 1.3    

目的語として用いる代名詞 = me Please help me. 1.2    

目的語として用いる代名詞 = you Thank you, Mr Lion. 1.2    

目的語として用いる代名詞 = him The people don't give him money 
anymore.  2.6   

目的語として用いる代名詞 = her I like her.  2.7   

目的語として用いる代名詞 = us Help us!  2.5   

目的語として用いる代名詞 = them Let's tell them! 1.8    

所有形容詞 = my I want my book. 1.5    

所有形容詞 = his The dog opens his mouth.  2.2   

所有形容詞 = her She puts her head in the glass. 1.5    

所有形容詞 = your Your house is very big.  2.4   

所有形容詞 = our Look at our golden carriage.    4.3

所有形容詞 = their They run into their houses.  2.5   

サクソン所有格 (所有格の ‘s ) It isn’t Molly’s shoe.    4.3

対象指示語 this + 名詞 This field has no grass.   3.3  

対象指示語 that + 名詞 That field has a lot of grass.   3.3  

対象指示語 these + 名詞 These plants are thick.    4.1

対象指示語 those + 名詞 Those books are interesting. グレード1〜４では出てきません

対象指示語 this + 名詞なし This is the palace from the story.    4.1

対象指示語 that + 名詞なし He thinks, "What's that?"    4.1

法助動詞 = 可能性のcan('t) I can't get it. 1.5    

法助動詞 = 推論のmust She must be a princess.   3.4  

法助動詞 = 必要のmust I must be quiet.   3.5  

存在を表すit It is 11.55 now.    4.3

存在を表すthere There is a large castle in the town. グレード1〜４では出てきません
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付録 4　CEFR の Can-Do リスト 児童用読書力に関する項目

A1 レベル

•  イラスト付きの簡単な短いおはなしを理解できる 
– 一度に1つのフレーズ 
– なじみの名前、言葉、基本的なフレーズ 
– 必要に応じて読み直し

•  絵本の言葉を理解できる 
– 絵をみて知らない単語を推測できる

• 簡単な指示を理解できる

A2 レベル

• おとぎ話の要点を理解できる

• 文脈からの意味を推測する
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付録5　グレード別　基本的なリーディング・スキル

一般的なスペルパターン 1 2 3 4

+ s = 複数名詞 1.6    

+ s = 三人称単数 1.1    

+ ing = 現在進行形 1.3    

+ er = 比較形容詞 1.1    

+ ed = 過去形    4.1

大文字 1 2 3 4

文の始め 1.1    

質問の始め 1.3    

人称代名詞 1.1    

人の名前や場所 1.2    

地位やMr, Mrs等の敬称 1.2    

単語と数値の形式 1 2 3 4

年齢 グレード1〜４では出てきません
数量  2.6   

価格 グレード1〜４では出てきません
単語 1 2 3 4

単独で 1.1    

一般的な連語で 1.1    

一緒に意味をなす単語のグループ 1.1    

文で 1.1    

品詞 1 2 3 4

名詞 1.1    

be動詞 (am, is, are) 1.1    

形容詞 1.1    

代名詞 1.1    

冠詞 a / anなど 1.2    

前置詞：場所 1.2    

前置詞：動作 1.4    

前置詞：時刻   3.1  

副詞：程度 1.7    

副詞：頻度   3.5  

代名詞・所有形容詞の役割 1 2 3 4

主語 1.1    

目的語 1.4    

所有形容詞 1.5    
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倫理的接続詞 1 2 3 4

and で名詞を結合する 1.8    

and で形容詞を結び付ける     

and で節を結び付ける  2.1   

and で次の節の主語代名詞を省略  2.2   

butで対照を示す  2.1   

orで代替を示す    4.4

soで効果を示す    4.5

becauseで原因を示す グレード1〜４では出てきません
数を特定する数量詞・言及 1 2 3 4

a / an 1.2    

既出の語をさすthe （例）He sees a dog. The dog is big. 1.2    

特殊な目的語のthe （例）the sky 1.8    

可算名詞の無冠詞 1.4    

不可算名詞の無冠詞 1.3    

many  2.2   

some 1.6    

a lot of / lots of 1.5    

a few  2.6   

部分詞のof （例）a glass of water 1.5    

数量詞としてのno   3.3  

句読点 1 2 3 4

終止符（.） 1.1    

感嘆符（!） 1.3    

疑問符（?） 1.3    

引用符（”  “） 1.1    

句の間のカンマ（,） 1.2    

主要な副詞の後のカンマ（,）  2.6   

アポストロフィー：主語代名詞に付くbe動詞の短縮形（’） 1.1    

アポストロフィー：名詞に付くbe動詞の短縮形（’）     

アポストロフィー：whで始まる単語と（’） 1.3    

アポストロフィー：notと（’） 1.3    

アポストロフィー：would like のwould に（’） グレード1〜４では出てきません
アポストロフィー：所有格と（’）    4.5
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付録6　おはなしの教訓リスト

Grade 1 タイトル 教訓
1.1 The Frog 威張らない。見えを張らない。
1.2 The Lion and the Mouse ひとつの善行はもうひとつの善行に値する。
1.3 The Boy and the Wolf 人騒がせな嘘をつかない。
1.4 The Chicken and the Bread ひとつの善行はもうひとつの善行に値する。
1.5 The Bird and the Glass 問題を解決するときは賢い方法を考える。

1.6 The Fox and the Grapes
手に入らないからと言って、嫌いなふりをし
ない。

1.7 The Fox and the Bird 威張らない。見えを張らない。

Sample The Chicken and the Sky 
小さなことを恐れない。パニックになる前に
確認する。

Grade 2 タイトル 教訓
2.1 The Rabbit and the Tortoise 不注意で急ぐよりも、ゆっくりと着実がよい。
2.2 The Dog and the Meat 欲張らない。
2.3 The Dog and the Fox 所有されるより自由である方がよい。

2.4
The Town Mouse and the Country 
Mouse

危険な状態より安全な方がよい。

2.5 The Three Pigs
きちんと物事を行わないと、結果に苦しむか
もしれない。

2.6 The Clever Horse 物事は常にそうであるとは限らない。
2.7 The Man, the Boy and the Donkey 全ての人を喜ばせることはできない。

Grade 3 タイトル 教訓
3.1 The Princess and the Frog いつも約束を守る。
3.2 The Piper of Hamelin いつも約束を守る。
3.3 The Three Goats いじめをしない。
3.4 The Princess and the Pea 知的な人は本性を見抜く。
3.5 Hansel and Gretel 人の物を盗まない。
3.6 Goldilocks and the Three Bears 人の物を盗まない。

3.7 The Gingerbread Man
気を付けて。人は手伝う時に何か理由がある
ことがある。

Grade 4 タイトル 教訓
4.1 Sleeping Beauty 夢はかなう。

4.2 The Ugly Duckling
見た目より心。肌の色は関係ない。大事なの
は相手の心。

4.3 Cinderella 夢はかなう。

4.4 The King’s New Clothes
自分ではない何かになったふりをしないで。簡
単に騙されますよ。

4.5 Jack and the Beanstalk 勇敢な行動は時に良い結果につながる。

4.6 Little Red Riding Hood
知らない人には注意して。何か怪しい時は恐
らくそうだから。

4.7 Beauty and the Beast
見た目より心。肌の色は関係ない。重要なの
は心。
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付録7　サイト・ワードのフラッシュカード　グレード１〜４
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付録8　累積文字数　グレード１〜４

Grade 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Reader 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

単語 56 126 149 133 211 178 180 206 169 188 241 215 207 315

累計文字数 56 182 331 464 675 853 1033 1239 1408 1596 1837 2052 2259 2574

Grade 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Reader 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

単語 245 268 345 284 233 304 292 234 263 410 319 400 331 510

累計文字数 2819 3087 3432 3716 3942 4253 4545 4779 5042 5452 5771 6171 6502 7012
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Innova Graded Readers for Young Learners 1–4

Grade Book Title ISBN

One

1 The Frog 978-1-78768-000-5

2 The Lion and the Mouse 978-1-78768-001-2

3 The Boy and the Wolf 978-1-78768-002-9

4 The Chicken and the Bread 978-1-78768-003-6

5 The Bird and the Glass 978-1-78768-004-3

6 The Fox and the Grapes 978-1-78768-005-0

7 The Fox and the Bird 978-1-78768-006-7

Sample The Chicken and the Sky 978-1-78768-007-4

Reading Bookshelf Grade 1 978-1-78768-032-6

Two

1 The Rabbit and the Tortoise 978-1-78768-008-1

2 The Dog and the Meat 978-1-78768-009-8

3 The Dog and the Fox 978-1-78768-010-4

4 The Town Mouse and the Country Mouse 978-1-78768-011-1

5 The Three Pigs 978-1-78768-012-8

6 The Clever Horse 978-1-78768-013-5

7 The Man, the Boy and the Donkey 978-1-78768-014-2

Reading Bookshelf Grade 2 978-1-78768-033-3

Three

1 The Princess and the Frog 978-1-78768-015-9

2 The Piper of Hamelin 978-1-78768-016-6

3 The Three Goats 978-1-78768-017-3

4 The Princess and the Pea 978-1-78768-018-0

5 Hansel and Gretel 978-1-78768-019-7

6 Goldilocks and the Three Bears 978-1-78768-020-3

7 The Gingerbread Man 978-1-78768-021-0

Reading Bookshelf Grade 3 978-1-78768-034-0

Four

1 The Ugly Duckling 978-1-78768-022-7

2 Sleeping Beauty 978-1-78768-023-4

3 Cinderella 978-1-78768-024-1

4 The King's New Clothes 978-1-78768-025-8

5 Jack and the Beanstalk 978-1-78768-026-5

6 Little Red Riding Hood 978-1-78768-027-2

7 Beauty and the Beast 978-1-78768-028-9

Reading Bookshelf Grade 4 978-1-78768-035-7
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