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第３章 イギリス調査報告 
 

調査者：藤森 裕治（信州大学教育学部教授） 

     新井 浅浩（城西大学経営学部教授） 

 
 本調査は藤森が担当し、比較教育学者の新井浅浩氏（城西大学）に調査協力を依頼して

行われた。報告する内容は、イギリス（イングランドを中心とする）の初等中等学校及び

図書館への訪問調査によって得られた情報に基づいている。以下に 3 月に行った訪問調査

日程を示し、概要の報告に代える。なお、本報告には、同年 10 月に再度イギリスを訪問し

て行われた追調査の結果も反映されている。 

 
月 日 訪問先 主な調査内容 

2012 年 

3月 14日(水) 

ハートフォード県内 

W 初等学校訪問調査 

・授業観察（ガイデッド・リーディング） 

・教員研修会観察 

・校長への聞き取り 

・Y5・6・4 の児童 10 名への聞き取り 

3月 15日(木) サリー県内 

SJB 総合制中等学校訪

問調査 

 

・校長、教科教員への聞き取り 

・授業観察（英語、メディアスタディ、ドラ

マ） 

・ドラマの授業観察 Y8 

・図書館司書への聞き取り（含 生徒 2 名）

3月 16日(金) サリー県内 

WB 小学校訪問調査 

 

 

 

 

・ICT による読みの基礎訓練活動の観察 

・Y5・6 の児童 8 名への聞き取り 

・読書活動の観察 

・図書館の観察と児童への聞き取り 

・全校集会への参加 

・校長への聞き取り 

 サリー県内 

SA 国教会立初等学校

訪問調査 

 

・Y6 児童への読書生活聞き取り調査 

・リテラシー指導教諭への聞き取り調査 

・ペア読書の観察 

・識字障害を克服した児童への聞き取り 

3月 17日(土) サリー県ドーキング

公立図書館訪問調査 

イングランド読書政

策調査 

・司書への聞き取り 

 

・ナショナルリテラシートラスト 

【追調査】 

10月 6日(土) 

～13 日(土) 

W 初等学校 

WB 小学校 

サリー県ウォーキン

グ公立図書館訪問調

査 

・リテラシーの授業観察 

・Y5 児童 4 名への聞き取り 

・校長への聞き取り 

・司書への聞き取り 
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１．子どもの読書活動に関するイギリスの現況と政策 
（１）子どもの読書活動の現状（全国リテラシートラストの調査より） 
   イギリスの子どもたちの読書活動の現状について、全国リテラシートラスト

（National Literacy Trust）によって、2010 年 11-12 月に 8 歳から 17 歳の児童生徒

18,141 人を対象として行われた調査の結果に基づいて描き出してみよう1。 

• 10 人中 5 人の児童生徒は、読むことを「とても」楽しいまたは「かなり」楽しい

と思っている。 

• また、10 人中 9 人の児童生徒は、自分の読解力を平均的またはとても優れている

と自己評価した。 

• 読み物としては、テクノロジーベースの活字が優勢であり、テクノロジー以外で学

校の授業以外に最も読まれている活字は雑誌であった。 

• 10 人中 3 人の児童生徒が毎日読んでおり、10 人中 3 人の児童生徒が 1 回あたり最

長 30 分読んでいる。 

• この 1 か月の読書冊数を 1 冊だけと回答した児童生徒が大部分であったが、たいて

いの（10 人中 3 人）児童生徒は、自宅に本が 11～50 冊あると見積もっていた。 

• 全体的に、読む頻度の高い児童生徒の方が、読書冊数が多く、読む頻度の低い児童

生徒よりも自宅にある本の数を多く答えている。 

• 一般的に、読むことに対する児童生徒の意識は前向きなものであり、読まなければ

ならないときにしか読まない、学校の授業以外で読んでいるところを友人に見られ

たら恥ずかしいと思うと答えたのは少数であった。 

• 10 人中 2 人の児童生徒が、本をプレゼントされたことがないと答えたのに対し、

本屋や図書館に行ったことがないと答えたのは、10 人中 1 人の児童生徒であった。 

• 読むことを最も楽しんでいる児童生徒、自分の読解力を高く評価した児童生徒、最

も頻繁に読んでいる児童生徒、最も長く読んでいる児童生徒、読むことに前向きな

姿勢を持っている児童生徒、および読書の機会が多い児童生徒において、読解力が

年齢相応レベルを上回る割合が高くなっている。 

さらに、読書の機会すなわち読書量と読解力の習熟との関係では、月 4 冊の読書が、

効果が出る分かれ目であると考えられることが明らかにされた。しかしながら、同調

査では、この結果から単純に「もっと本を読め」とするのは間違いであると指摘して

いる。すなわち、読書経験や読み物の質が、場合によっては、読書量よりも重要であ

ることを指摘している2。 

このことに関連し、全国リテラシートラストでは、2009 年に実施した調査の結果（読

解の成績を把握している 4,503 人を対象）を改めて分析することにより、「読書を楽

                                                  
1 Clark, C. (2011). Setting the Baseline: The National Literacy Trust’s first annual 
survey into reading - 2010. London: National Literacy Trust. 

2 Clark, C and Poulton, L. (2011). Is Four the Magic Number? Number of books read in a 

month and young people’s wider reading behaviour. London: National Literacy Trust. 
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しむ」「読書の態度」「読書行動」「読解力」のあいだの関係を明らかにした。その結

果、「読書を楽しむ」ことは、「読解力」の向上に、直接的および間接的に寄与して

いることがわかった（図 3.1）3。 

 
図 3.1 各要素の関係モデル 

 
＊太線はより強い影響を示している。 

出典）Clark, C and De Zoysa, S. (2011), FigureA より作成 
 
（２）子どもの読書活動にかかわる政策 
   イギリスの初等教育においては、1988 年教育改革法により、それまでになかったカ

リキュラムの全国基準（ナショナル・カリキュラム）が創設された以降も、教科書は

自由発行・自由採択である。従って英語の教科書についても、小説、説明文、詩など

を集めたいわゆる総合教材型のテキストを使用するだけでなく、スリムな単行本を使

用し、数週間をかけて読み切る場合が多い。1998 年に「全国読み書き能力向上策」が

導入されたが、これは当時のブレア労働党政府が、国際比較テストにおけるイギリス

の子どもたちの読み書き能力の不十分さを解消するために、ナショナル・カリキュラ

ムとは別の方向から、英語（もしくはリテラシー）の授業を毎日確保することが推奨

されたものである（法的な義務ではない）。そしてそこでは、授業方法や教材のモデル

が示された。その後、方法などにいくつかの修正が加えられ、また 2006 年からは「全

国算数能力向上策」と統合された形で「全国初等教育水準向上策」として提示された。

「全国初等教育水準向上策」は現連立政権に交代後、廃止されたが、学校実践の場に

おいては、現在もこれらにより示された教材や教育方法が教室で多く使われていると

言われている。 

 

                                                  
3 Clark, C and De Zoysa, S. (2011). Mapping the interrelationships of reading enjoyment, 

attitudes, behaviour and attainment: An exploratory investigation. London: National 

Literacy Trust. 
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 中でも「ガイディッド・リーディング」という手法

は、現在も初等学校のリテラシーの時間に多く取り入

れられている(写真 3.1)。これは、授業内で学級を一

組 4～6 人のグループに分け、同一グループ内で同じテ

キストを読み、それぞれが個々に教師と一対一になる

場面を確保しつつ、学習をすすめる。教師があるグル

ー  プについている時には、他のグループは、別の

読解問題を解いたり、スペリングの練習をしたりな

どの活動をする。ガイディッド・リーディングでは、抜き出された文を読むこともあ

るが、多くの場合、レベルに合わせて小さな単行本を読む。ガイディッド・リーディ

ングの主な狙いは、個人が持っている読みの行動をうまく発揮することができる方法

を学ぶようにすることである。このように、現在も授業内で単行本を読む（そして読

み切る）ということが一般に行われている。 

  
（３）企業・民間団体と読書活動（サッカーチームの読書活動） 
   企業や民間団体が学校の読書活動を支   

援している例がある。例えば、プロサッ

カーの人気チームであるチェルシーは、

「サッカーを通じた教育プロジェクト」

と称し、地域の学校を対象にリテラシー

の教育、歴史教育、市民の育成の教育の

支援をしている。毎年、本拠地や練習グ

ランドの近隣の 40 以上の学校に、初等学校

のリテラシー教育の枠組みに合致させた教材パック（児童用の本、指導書、教師用研

修、行事）を提供しており、8 年目の現在では、総計 6000 人以上の 5，6 年生が同プ

ロジェクトの恩恵を受けている(写真 3.2)。一例として、『戦場の馬』の原作者で知ら

れる児童文学者マイケル・モーパーゴ作『ビリー・ザ・キッド』という本を用いた教

材を提供している。これは、1930 年代にチェルシーの選手であり、その後戦争で負傷

し選手生命が絶たれ、波乱の人生を送った男の物語である。支援する学校の生徒たち

をスタジアムに招待し、同書のイラストレータの話を聞かせることもある。 

本調査で訪問したサリー県 SA 国教会立初等学校は、チェルシーの練習グランドの近

隣にあることから提携校に選ばれている。インタビューした 6 年生のドリー（仮名）

という男の子は、サッカーがとても好きだが、本を読むのが嫌いだったという。しか

しながら、このプロジェクトにより『ビリー・ザ・キッド』を読み、読書が好きにな

った。今では他の本も読むようになったと語ってくれた。 

 
 
 

写真3.1ガイデッド･リーディング

写真 3.2 チェルシー寄贈の図書 
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（４）図書館と読書活動 

   図書館は、その持つ機能からの当然の 

帰結として、子どもの読書活動を啓蒙・推

進する様々な活動を行っている。ここでは、

サリー県立ウォーキング図書館の事例を取

り上げることにより、その姿を描きだして

みたい。サリー県は、ロンドン郊外の経済

的に豊かな地域であるが、ウォーキング市

は、近年パキスタン系の移民の増加が目立

ち、従って英語を母国語としていない住民が多い。ウォーキング図書館では、子ども

や青少年が生涯にわたる読書活動に親しみ、図書館を利用する習慣を身に付けるよう

啓蒙することを眼目に、館内のみならず学校を含む他の諸機関との連携を図りつつ

様々な活動を展開している。それらのいく

つかは全国的に展開されているものである

が、サリー県独自のものやウォーキング図

書館独自のものもある。 

   なお、ウォーキング図書館は、2012 年夏

に鉄道駅前のショッピングモールに隣接し

たビルの 1 階に新しく移動し、ガラス張り

の壁面など近代的な設えとカラフルでリラ

ックスできるソファーと高さの低い書架に

よる広がりのある空間づくりなど、インフ

ォーマルな雰囲気を醸し出すことにより、より多くの人が利用しやすい図書館へと変

貌を遂げたところである（写真 3.3、3.4）。 

 
① 0～5 歳児対象の活動 

   ブック・スタート 

 サリー県内のすべての子どもに、無料の本と読書のための様々な解説資料の入っ

たブックスタートパックを配っている。これらは読むための学習ではなく、あくま

でも読書を楽しむことを目指したものである。 

ブッククラブ 

    図書を借りるごとにスタンプやシールを貼ることのできるカードが用意され、一

定の数に届くと表彰する制度である。 

   ライムタイム／ストーリータイム 

 毎週 1 回集まり、歌やリズム体操、時には音楽などを楽しむグループや、大きな

絵本を観ながら物語を聴く集まりである。これらの活動は地域の「子どもセンター」

に図書館員が出向いて行われる場合もある。 

 

写真 3.3 図書館外観 

写真 3.4 図書館内部 
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② 5～12 歳児対象の活動 

   夏休み読書チャレンジ 

    リーディング・エージェンシー（the Reading Agency）の主催により、4～12 歳

児を対象として毎年休みに開催される読書活動の啓蒙である。子どもたちは、毎年

全国的に設定されたテーマに関する本を

6 冊以上読了することにより賞状とメダ

ルが与えられる。2011 年ではイギリス全

体で 75 万人が参加した。サリー県全体で

は 1 万 5 千人が参加し、ウォーキング図

書館でも 1,000 人近くが参加した。この

啓蒙のために県全体で 137 の初等学校に

図書館員が訪問した(写真 3.5)。 

サリー県図書館子ども文学賞 

    前年に出版されたペーパーバックのフィクションから選ばれた 5 冊の本の中から、

子どもの投票によって選ばれた本を表彰する制度である。参加校は、リストにある

本の著者やイラストレータの訪問を受け、表彰者を選出し、表彰行事を担当する。 

子どもの読書グループ 

    リーディング・エージェンシーは、初等学校の子どもたちのための読書グループ

の全国的ネットワーク「おしゃべり本（chatter books）」を運営している。サリー

県内では 8 つのグループがあり、その運営方法には多少の違いがあるが、一般的に

は 7～11 歳の子どもを対象としており、全員が同じ本を読んで話し合ったり、本の

ジャケットの作成や関連したゲームを楽しんだり、ある本の続きの話を書いたり、

クイズや読書感想を書いている。 

③ 12 歳児以上対象の活動 

   夏季読書チャレンジのボランティア 
リーディング・エージェンシーによる夏季読書チャレンジ推進のためのボランテ

ィア活動で、14～25 歳が対象である。2012 年にはサリー県内で 130 人以上が参加し

た。 

ヘッドスペース 

    11～19 歳を対象とし、図書館の様々なサービスの運営や開発に参画してもらう。

例えば、選書や行事の企画・運営などである。若者に社会的な居場所を提供するこ

とにもつながっている。 

④ 子どもや若者を対象としたその他活動 

    その他にも、サリー県で行っている「サリー図書館子どもの本フェスティバル」

や全国的に実施されている「全国読書スタート週間」「ロアルド・ダール・デー」「世

界読書デー」「子ども読書週間」についても、ウォーキング図書館として推進して

いる。 

    また、学習に障害があるものや視覚障害の子どもを対象に物語を読み聞かせるた

写真 3.5 表彰された子どもの名票 
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めに用意された Bag Books のパックなどがある。 

 さらには、子どもの本の内容を映像で提供する子ども・若者・ストリームや子ど

もの宿題を手伝う親に支援する宿題ヘルプチャットラインなどのウェブサイトを

提供している。 

 
２．取組事例 
（１）子どもを表彰する 

 イギリスの初等中等学校では、優れた成果や実績を挙げた子どもを表彰する活動が

盛んに行われている。本調査で訪れた学校では、W 初等学校と WB 小学校でこの活動を

取材することができた。そのうち、読書活動にかかわる二つの事例を取り上げる。 

  ① リーディング・ヒーロー（W 初等学校） 
W 初等学校では、優れた成果や実績を挙

げた子どもを「〇〇ヒーロー」と名付けた

バッジを贈呈することによって表彰してい

る。例えば絵や工作で優れた作品を制作し

た子は「アート・ヒーロー」、運動に自信の

ある子は「スポーツ・ヒーロー」、集団活動

に打ち込んだ子は「チームワーク・ヒーロ

ー」といった名前で表彰される。このうち、読書活動で優れた成果を挙げた子ども

に与えられる表彰が「リーディング・ヒーロー」である。 

リーディング・ヒーローになる条件は、

5 冊の本を読んでブックレビューを書き、

図書室に展示することである。この条件

を満たした子どもは、休み時間に教員室

に呼ばれてリーディング・ヒーローのバ

ッジをつけてもらうことができる。図書

室の壁には「求む！リーディング・ヒー

ロー」というポスターが掲示され、上の

条件を満たした子にはもれなくヒーロ

ー・バッジが贈呈されることになってい

る(写真 3.6、3.7)。 

リーディング・ヒーローをはじめとする様々な「〇〇ヒーロー」は、子どもたち

から募集したアイデアである。ヒーロー・バッジの図案も子どもが描いたものが使

われている。 

  ② 金賞・銀賞・銅賞（WB 小学校） 

学級や学校に優れた貢献をした子どもを表彰し賞賛する活動は、WB 小学校でも行

われている。表彰には始業前に行われるアセンブリタイム（全校集会）が利用され

る(写真 3.8)。 

写真 3.6 ヒーローバッジをもらう 

写真 3.7 リーディング・ヒーローを募集

する広告 
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集会では、定期的に、優秀な成果を収め

た子どもが全校生の前で表彰される。体育

館とランチルームを兼用した部屋に全校生

が集まると、前方のスクリーンに表彰され

る児童の名前が映し出され、その下に何に

ついて表彰されるのかが記されている。表

彰される子どもは全体の前に呼び出され、

どういうところが表彰に値するかを説明された後、バッジが贈られる。 

読書に関する表彰もあり、読書の量と質に応じて「銅賞」から「金賞」までのレ

ベルがある。子どもたちには、一人一人に読書記録ノートが渡され、図書室のほか

後述するリーディング・ルームで本を借りて家で読むように奨励される。子どもた

ちは本を読んだら書名とコメントを記し、

親に確認のサインをしてもらうことになっ

ている。図書室やリーディング・ルームの

利用が一定量を越えた子どもに、まずは「銅

賞」が与えられ、その後、利用頻度と読書

量が増えるにしたがって「賞」の色が変わ

っていく。WB 小学校では、これらの表彰を

受けた子どもたちには、外部からの訪問者

があった場合などの案内役が任ぜられる

(写真 3.9)。 

 
（２）異年齢とのかかわりによる読書活動の充実 

イギリスでは、PSHE(人格教育)や市民性教育などを通して、年齢の異なる子どもた

ちがかかわりをもつ機会を学校生活の随所で設けている。読書活動もその一つであり、

年上の子どもが年下の子どもに読み聞かせをしてやったり、読むべき本のアドバイス

をしてやったりする。ここでは、上級生から下級生への読み聞かせと、大人と子ども

とが一緒に本を読むペア読書と二つの事例を紹介する。 

① 読み聞かせ（W 初等学校） 

 W 初等学校では、異年齢の子どもたちの

かかわる場が常に設けられている。読書活

動における異年齢の子どもたちのかかわり

は、ランチタイム後の休み時間が使われる。

この時間になると、上級生は自分が面倒を

みることになっている下級生の子どもを図

書室や校庭の読書スペース（ストーリー・

バスと呼ばれる；後述）に誘い、お気に入

りの本を読み聞かせてやる(写真 3.10)。 

写真 3.8 アセンブリでの表彰 

写真 3.9 訪問者を案内する 

写真 3.10 異年齢ペアでの読み聞かせ
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この活動は基本的に子どもたちが自主的に行うことになっており、読み聞かせを

してやれば何か報酬が得られるというものではない。それにもかかわらず、ランチ

タイム後の休み時間は読み聞かせをする異年齢のペアで読書スペースは混雑する。W

初等学校では異年齢の子どもたちでペアを組んだ活動を豊富に取り入れており、子

どもたちの中には年齢の上の者が下の子の面倒をみるという、いわゆる「子ども社

会」ができあがっている。例えば、年下の子ども同士が喧嘩になった場合（W 初等

学校の校庭には、わざと遊具の取り合いが生じそうな空間が作られている）、それぞ

れの世話役にあたる年上の子どもたちが仲裁をしたり、当人同士が仲直りをするま

で見守っていたりする。そのような関係が背後にあるため、教師側から訓育的に働

きかけなくとも、読み聞かせは自然に行われているようである。 

 
② 大人とのペア読書（SA 国教会立初等学校・WB 小学校） 

  大人と一緒に行う読書で、基本的

に一対一で行われる。まず、子ども

の読書嗜好や読書能力に応じて読む

本が選ばれる。選ばれた本をもとに、

子どもと大人とが並んで座る。大人

は、子どもに寄り添うようにして読

む活動を支援する。 

 SA 国教会立初等学校では、この活

動を支援するティーチング・アシスタントが雇用されており、リテラシーの時間や

放課後などに子どもたちの読書活動を支援している。同校でリテラシーのティーチ

ング・アシスタントを務めるマギー先生によれば、ペア読書(paired reading)の仕

方は子どもの読みの力に応じて多様である。例えば、中等学校など相当程度の読書

力を持っている子どもの場合は、読んでいる本の内容について大人の方から質問を

投げかけ、理解の度合いや興味・関心の方向性などを自覚させる。初等学校では一

般的に、大人と子どもが声をそろえてしばらく読んだ後、子どもだけに読ませて自

力で読むことができるかどうかを観察するという方法がとられる。その後でもう一

度一緒に読み、まとまりのよいところで読んだ内容について話し合ったり、質問し

たりする(写真 3.11)。 

  WB 小学校では、読み書き能力に課題のあ

る子どものための取り立て指導として、他

の子どもが教室等で授業を受けている時間

に、廊下やリーディング・ルームなどでペ

ア読書が行われる。この場合も、教師と子

どもとが並んで同じ本を読むが、基本的に

教師がリードして子どもに活動をさせる

(写真 3.12)。 

写真 3.11 大人とのペア読書① 

 写真 3.12 大人とのペア読書② 
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観察したペア読書は次のように行われていた。 

読書の素材は鳥についての物語と鳥の図鑑である。まず、教師が鳥の生態につい

て具体的に描かれた物語を一文ずつ読んで聞かせる。子どもは、教師が読んだ内容

の中で必要な情報を絵にしながら、内容を把握する。この活動がある程度進んだと

ころで、読み聞かせてもらった部分の内容について教師が尋ね、どこまで読み取れ

ているのかを把握する。その後、鳥類図鑑の鳥の絵を二人で見ながら、物語に出て

きたのはどんな鳥なのかについて対話をする。 

 
（３）施設設備の工夫改善と読書活動の充実 

 今回の訪問調査では、読書活動を推進するために施設設備を工夫する学校が複数の

学校で観察された。このうち、現地でも教育雑誌に紹介されるなどして話題になって

いる事例を紹介する。 

① ストーリー・バス（W 初等学校） 

W 初等学校の校庭には、廃車とな

った二階建てバスが置かれてい 

る。車体はペインティングされ、

中は鮮やかな緑のカーペットが敷

かれたスペースに本棚がある。運

転席には現代アート作家の手によ

るオブジェが置かれ、校内放送の

設備がある(写真 3.13)。 

ストーリー・バスと呼ばれるこの施設は、昼休

みに読書の場として利用される。収容人数は 15 人

で、5 年生以上のボランティアが 3 人交代で管理を

する。利用する子どもたちはバスの入り口で靴を

脱ぎ、中のスペースで読書を楽しむ。級友同士で

訪れる子どももあるが、多くは学年の異なる子ど

も同士で行うペア読書の場として利用される(写

真 3.14)。 

ストーリー・バスは、2008 年に廃車となった二階建てバスを譲り受け、地域の芸

術家や保護者と協力して内外を読書施設に改装したもので、2009 年から利用されて

いる。遊びとして読書を楽しみ、異年齢の子どもたちが楽しくかかわるための場を

提供するというねらいに基づいて設置したこのバスは、読書を通して人間形成を目

指すことを謳う同校にとって、今やシンボルとなっている。 

② リーディング・ルーム（WB 小学校） 

WB 小学校では、2 階にある図書室とは別に、1 階にリーディング・ルームと名付

けられた部屋がある。四角い部屋の二つの隅を面取りした不等辺 6 角形の部屋で、

壁には有名な絵本のキャラクタがペイントされている。入り口の壁面にボックス棚

写真 3.13 ストーリー･バス 

写真 3.14 バスの内部(1 階)
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が置かれ、その中に本箱が入っている。子

どもたちはこの中から好きなものを借りて

読むことができる。本箱は、レベルに応じ

て学年ごとに並べられ、箱の表には Lewis、

Morpurgo、Horowitz といったラベルが貼ら

れている。このラベルは本の難易度を示す

符帳であり、頭文字の L・M・H が低(Low)・

中(Middle)・高(High)を示している。カー

ペット敷きの室内には机、椅子が置かれ、

休み時間に読書をしたり、ペア読書をした

りする場所に使われている(写真 3.15、

3.16)。 

③ ICT による識字能力の育成 

（WB 小学校） 

識字障害に対するWB小学校の取り組みは、

ICT による個別学習の場を用意している。コ

ンピュータ・ルームに設置されたパソコン

には Reading Plus と呼ばれるプログラムが

組み込まれている。このプログラムは文章

を正確に黙読する力を養成するために

Taylor Associates Communications によって開発された学習支援ソフトで、段階的

に難度が上がる課題に答えていく。子どもたちは予約表に自分の名前を書き込んで

おき、所定の時間になるとこの部屋に来て

利用することができる。 

リーディング・プラスのレベルが上がっ

た子どもには、賞状が渡され、この部屋の

管理をするティーチング・アシスタントか

らおもちゃが贈られる。壁面には賞状の見

本とおもちゃが飾られており、子どもたち

の意欲啓発に一役買っている(写真 3.17、

3.18)。 

 
（４）授業の中の読書活動 
   本調査では、読書活動の充実に関連した

授業として、初等学校で 6 時間、中等学校

で 3 時間参観し、VTR に記録した4。 

                                                  
4 2012 年 10 月の追調査を含む。 

写真 3.15 リーディング･ルーム 

写真 3.16 リーディング･ルームの本箱

写真 3.17 ICT 学習ルーム 

写真 3.18 PC によるトレーニング

写真 3.19 教室全体の風景 
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① 読書を楽しもう（W 初等学校：第 3 学年） 

エンジョイ・リーディングと名付けられた読書活動の授業で、内容は前述したガ

イデッド･リーディングである。W 初等学校の第 3 学年では、毎日 8 時 45 分から 9

時 20 分まで行われる朝活動の時間がこれにあてられている。参観した授業は、教育

実習生によって行われていた5。まず、朝の出席をとった後、電子黒板に子どもたち

が全員で読んでいる物語が投影され、その一部を読んで聞かせた後、教師から次の

ような問いかけがなされる。 

「今読んだところに、何々のような何々という文章がありましたね。こういうの

を直喩表現(simile)と言います。この言い方で W 初等学校の制服の色をたとえて

みましょう。」 

子どもたちは、小型のホワイトボー

ドに「W 初等学校の制服は澄み切った池

のようです」、「W 初等学校の制服は大海

原のようです」などと記して発表する。 

その後、30人のクラスはBrowne、Dahl、

Rosen、Strong、Wilson の 5 グループに

分かれ、以下のバリエーションから一つを選んで読書活動を行う。 

・Spelling activity：読んでいる本に出てくる単語の綴りを学ぶ。 

・Laptop：コンピュータにインストールされた物語を読む。 

・ Quest：教師と一緒に本を読み、本の内容について教師からの質問に答えながら、

リレーで音読する。 

・Literacy activity：本を読んで感想や記録を書く。 

・Independent reading：一人で本を黙読する。 

５つのグループは、曜日が変わるごとにこれらの活動を交代して行う。 

② お話作り（W 初等学校：第 2 学年） 

初等学校では、リテラシーの時間にお話作りの活動が積極的に取り入れられてい

る。子どもたちになじみの深い物語を

読ませ、その展開構造をもとにしてお

話を作るというもので、読書と創作活

動を重ね合わせた活動である。 

参観した授業では、「三匹の子豚」が

モデルとなって、この物語の筋に沿っ

て次のような流れの物語を創作するこ

とが指示される(写真 3.21)。 

                                                  
5 W 初等学校は地域のティーチング・スクールに指定されており、日本の大学における教員養

成の機能を担っている。 

写真 3.20 Laptop で物語を読む 

写真 3.21 お話を創作して絵にする 
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「昔々あるところに……」 
三人の小さな登場人物→1番目の登場人物の紹介→2番目の登場人物の紹介→3番

目の登場人物の紹介→「不幸にも」→事件の発端→「すると」→事件の展開①→
「すると」→事件の展開②→「次に」→事件の展開③→「ところが」→新たな事

態の発生→「そこで」→新たな事態の展開→「ところが」→事件の解決→「おし

まいに」→話の結末 

子どもたちは、上の流れが書かれたワークシートに自分が創造したキャラクタや

出来事を絵とことばで描き込み、「三匹

の子豚」と同じような構成の物語を創

作する。物語が創作されたら、学習パ

ートナーと二人で互いの話を紹介し合

う。 

その後、全体で集まり、何人かの子

どもが選ばれて自分の物語を語って聞

かせる(写真 3.22)。語って聞かせる子

どもは教師の椅子に座る権利が与えられ、他の子どもは先生に読み聞かせをしても

らうのと同じ態勢で聞くように促される。 

③ 読書と討論（SJB 総合制中等学校：第 8 学年「英語」） 

中等学校の「英語」では、丸ごと一冊の本を読んで、登場人物の行動や性格、文

学作品のレトリックなどについて考えを述べたりノートにまとめたりする活動がさ

かんに行われている。参観した SJB 総合制中等学校で行われていたのは、チャール

ズ・ディケンズの「大いなる遺産」を読んで、登場人物であるミス・ハビシャムの

男性に対する感情を指摘し、男女の違いという観点から説得力のある討論を行うと

いう学習だった。授業では、以下の学習目標が示されている。 

・ミス・ハビシャムのキャラクタと彼女の行動の理由について批評すること。 

・効果的な議論をどのように書いたらよいか知ること。 

・自分自身の議論を作成するための効果的なポイントについて考えること。 

・反論を理解し、用いることができること。 

この学習目標に応じて、生徒たちに

はミス・ハビシャムが男性に対してど

のような感情を持っていたのかを把握

し、それについて批評するように指示

が出される。 

4～5 人で机を寄せ、隣り合うペアで

話し合いながら、ノートに課題に対す

る各自の解釈を記述する。 

その後、課題に対する解釈を数名の

生徒が発表し、全体で話し合いを行う。 

写真 3.22 皆の前で自分のお話を語る

写真 3.23 グループで話し合う 
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④ イギリス古典時代の文化と文学（SJB 総合制中等学校：第 10 学年「英語」） 

イギリスの公立中等学校でよく扱われる伝統的な文学作品は、16～17 世紀のテュ

ーダー朝時代のものと19世紀を中心とするヴィクトリア朝時代のものとが中心であ

る。テューダー朝時代より前の時代のものはラテン語による詩文となり、イギリス

独自の言語作品ではなくなる。 

テューダー朝時代の文学作品を代表

するのはウィリアム・シェイクスピア

である。シェイクスピア作品は基本的

にほとんどの中等学校で取り上げられ

る。また、ヴィクトリア朝時代ではジ

ョージ・エリオット、チャールズ・デ

ィケンズ、コナン・ドイル、オスカー・

ワイルド、ブロンテ姉妹、ルイス・キャロル、ロバート・ルイス・スティーブンソ

ンなどが扱われる。 

参観した授業は、グループによる発表学習を主体に進められていた(写真 3.24)。

テーマ別に 4～5 人のグループを組んだ生徒たちは、「ヴィクトリア朝時代のイギリ

ス」、「シェイクスピアの時代」などといったテーマを分担して調べ、20～30 分の持

ち時間で発表学習を行う。参観当日は、まず、「ヴィクトリア朝時代」をテーマにし

たグループが教室の前に立ち、ヴィクトリア朝についてのビデオを上映した後、電

子黒板を使って自作のクイズ・ゲームを披露した。続いて「シェイクスピア風」に

ついて調べたグループがシェイクスピアの「ロミオとジュリエット」のバルコニー

のシーンを演じるというパフォーマンスを披露し、級友の笑いを買っていた。この

二つの発表の合間に、教師からテューダー朝時代の服装を想像して描くワークシー

トが配布され、グループごとに相談をして書き込む課題が出されている。 

 
３．子どもへのインタビュー 
  調査期間中、すべての学校で児童・生

徒に対して読書活動に関するインタビュ

ーを行った(写真 3.25)。インタビューの

時間は一人あたり 5 分程度で、内訳は以

下の通りである。 

 ・W 初等学校：①第 4 学年 2 名、②第 5

学年 2 名、③第 6 学年 4 名、④第 6 学

年 2 名 

 ・WB 小学校：①第 6 学年 4 名、②第 5 学

年 4 名 

 ・SA 国教会立初等学校：①第 6 学年 3 名、②第 6 学年 3 名、③第 5 学年 1 名 

 ・SJB 総合制中等学校：第 13 学年 2 名 

写真 3.24 グループ発表 

写真 3.25 インタビュー風景 
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  インタビューに応じた児童・生徒はそれぞれの学校が選定しており、選定基準と児童・

生徒の学力レベル、生活環境等については様々である。また、SJB 総合制中等学校では、

図書館の利用形態についてのインタビューが主となっている。 

ここでは、インタビューした児童数が最も多かった W 初等学校の記録をもとに、子ど

もたちの回答内容を概括してまとめる。 

Q1:月に何冊ぐらい、本を読みますか。 

4 回のインタビューとも、読む本の厚さによって異なるから正確には答えられないと

いう回答だった。そこで、だいたいの冊数でよいから教えてほしいと尋ねたところ、月

に 4～6 冊の幅で本を読むという回答が得られた。 

Q2:どんな本が好きですか。 

  こどもによってまちまちであったが、男女を問わず、ファンタジーや冒険物語が挙げ

られた。また、男子はスポーツ(特にサッカー)に関する本を好んで読むという答えがあ

った。重ねて、好きな本はどのようにして知ったのかと尋ねると、前述のリーディング・

ヒーローによるブックレビューを参考にしたり、先生や友だちに薦められたりして知っ

たという回答が複数から得られた。 

Q3:本を読むとどんないいことがありますか。 

4 回のインタビューとも、想像力が広がるという回答が直ちに得られた。これは他の

初等学校でも同様である。また、文章を書くときにどうやって書いたらよいのかを理解

することができる、トピック6 について調べることができるといった回答が得られた。 

Q4:読書がもっと好きになりたいと思っている友だちにはどんな助言をしますか。 

  4 回のインタビューとも、お気に入りの本に出会うのが一番だという回答が得られた。

これは他の初等学校でも同様である。とにかく気に入った本が一つでも見つかれば、同

じ作家の本を続けて読んだり、同じジャンルの本を読んだりすることになり、本を読む

ことが好きになると解説している。 

Q5:地域の図書館はどのくらいの頻度で利用しますか。 

  自宅が地域の図書館からどの程度の位置関係にあるかによって答えがまちまちであっ

た。まったく利用しないという子どもはいなかった。頻度の多い子どもで一週間に 3 回

という回答が得られた。図書館には誰と行くか尋ねると、友人、親、兄弟・姉妹という

回答が得られた。父と一緒に行くと、いつも父はスポーツ関係の雑誌や本ばかり読んで

いるという回答もあった。 

Q6:先生は読書活動についてどう力づけてくれますか。 

ストーリー・バスやリーディング・ヒーローはもとより、わくわくするような企画を

出してくださるのが楽しいという声がまず上がった。これに加え、好きな詩を集めたり、

読んだ本の感想を詩にしたりしたものを一冊の本にし、図書館に飾ってくれる活動が読

書意欲を高めるという回答が得られた。 

 
                                                  
6 トピック学習のこと。W 初等学校にかぎらず、イギリスの多くの初等学校では、学級ごとに

話題を決めた総合的な学習が行われている。 
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４．まとめ 

 2010 年の政権交代以来、イギリスの教育政策は変動しており、学校制度や教育課程の

見直しも次々と打ち出されている。そのような状況下での本調査であったが、イギリス

における児童生徒の読書活動については、学校はもとより、地域図書館、スポーツ団体

等をも含む多様で重層的な取り組みがなされているという印象を受ける。ただし、この

印象は、イングランドの中でもロンドン郊外の落ち着いた地域を中心とした訪問調査に

よるところも大きい。特に、サリー県はイギリスの中でも教育水準の高い地域であり、

例えばロンドン市東北部の地域をフィールドとすれば、異なる情報を得ることになるで

あろう。 

  とはいえ、海外調査から得るべき情報は、我が国の読書活動の振興に寄与すべきもの

であって、その意味では実に多様でアイデアにあふれた事例を豊富に取材できたことは

一定の成果とみてよい。また、ナショナルリテラシートラストによるイギリスの実態調

査結果が得られ、読書行動にかかわる諸要素の関係モデルについて一定の知見が示され

ていることを知り得たことも今後に活用できるであろう。 

  課題の第一は、イギリスの公的な団体、組織による読書推進の活動としてどのような

ものがあるのか、その一覧をまとめることである。また、イギリスでは、リテラシーは

人格教育における重要な要素として認識されていることから、シチズンシップ教育や宗

教教育、PSHE などの人格教育において、読書という活動がどのように価値づけられてい

るのかを調査することも必要と思われる。 

 




