
やさしい絵本から始めて、少しずつ文字の多い本へ読書の

幅を広げていくと、やがてペーパーバックが楽しめるように

なります。さらに「話す」「書く」へも自然につながります。

単語の暗記や文法の学習とはさようなら！ だれでも「楽しく」

ことばを獲得できる―それが「多読」です。

はじめよう！
英語多読
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楽しいから続く、
続くから身につく。
2001年以来、多読をはじめた人たちは次々とペーパーバックを読むようになりました。その
最大のきっかけは、「やさしい絵本」と「多読三原則」によって、これまでとは違う読み方をはじ
めたことです（＊）。「お勉強」をやめて「楽しさ」を追求する―そこから始めてみませんか？

＊ 多読は、当時、電気通信大学准教授だった酒井邦秀（現NPO多言語多読理事）の授業ではじまり、
その後『快読100万語！ペーパーバックへの道』（ちくま学芸文庫）の出版をきっかけに広く知られ
るようになりました。いまでは‘tadoku’として日本語学習者の間にも広がりを見せています。

辞書なしでも語彙は増える
好きだなと思う本をたくさん読んでいく
と、必ず何度も出てくる単語に出会います。
そうすると自然に語彙が増えていきます。
単語の意味を暗記するというよりも「この
単語は○○という感じ」というふわっとし
たニュアンスで覚えて、増えてくる感じです。
（Mさん）

英語と仲直り
あれほど見るのもイヤだった英語がイヤで
なくなっているのがいちばん不思議な変化
です。（Kさん）

「投げる」勇気を
自分に合わないものを読み続けても楽しく
ないので、長くは続けられません。それよ
り自分が楽しめるものを探して楽しむこ
と！ それが近道です。どんどん「投げる」
勇気をもってください。（Sさん）

辞書を引いて挫折した
多読を始める前、薄いペーパーバックを辞
書を引きながら読んだことがあります。書
き込みで真っ黒にしながら。ほとんどの時
間、本を読むより辞書を引くことに費や
し、おまけに辞書を引いてもイメージがわ
かず、疲れ果てて途中で放り出してしまい
ました。辞書を引かずに読み飛ばしてもわ
かるレベルを読んでいくことも大事かな。
（Pさん）

飛ばしても、いつの間にか身につく
ずっとわからないまま飛ばしていた言葉
も、いつの間にか知っていたみたいなこと
が多いです。初めて読んだときぼんやり理
解していた本。数年後にもう一度読み直し
てみると、理解がクリアになってそのおも
しろさに気づいたりします。（Pさん）

わからないのに、わかる！？
「わからない言葉がとても多いのに、全体
のストーリーはよくわかってとても楽しめ
た」という経験をして、自分で驚きました。
（Tさん）

「読む」から「聞く・話す・書く」へ
最初は読むだけでしたが、この段階で読む
楽しさ、読めたと言う喜びを覚えました。
そこから、音を聞く、音を聞きながら読む、
映像と音を楽しむ、話す、書くと言う風に、
英語の世界が広がって行きました。（Yさん）

多読実践者の声

「多読三原則」を使って読み始めると、これ
までの「英語学習」にはない意外な変化や手
応えを感じたという人がたくさんいます。

多読三原則

１｜辞書は引かない
辞書を引かなくてもいいくらい、やさしい絵本から始めます。
多読では基本的に辞書は使いません！

２｜わからないところは飛ばす
とはいえ、辞書を使わないとわからない部分が出てきます。
そこは見なかったことにして、飛ばしてしまいましょう。
単語でも、文でも、段落でも！

３｜合わないと思ったら投げる
飛ばしているうちに話の筋が見えなくなったり、果ては主人
公がわからなくなることがあります。そうなったら読むのは
やめて、楽しめそうな他の本へ移ります。
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Oxford Reading Tree シリーズ
Oxford University Press
イギリスの素朴な日常を描いた300冊
以上ある人気シリーズ。絵に隠された遊
び心やくすっと笑えるオチのあるストー
リーは、多読の入り口にぴったり。

多読を実践する人たちが「おもしろい！」と思っ
た本や動画をコメント付きでたくさん紹介して
います。多読Q&Aや体験談も。

英語多読 特設サイト：

tadoku.org/english

はじめの一歩は、
やさしい絵本から。

最初は、やさしい絵本から始めます。文字ばかりに注目せずに、
まず、絵をよく見てください。絵から「場面」や「気持ち」を受け
取って物語の世界を楽しんでみましょう。

最初は、やさしい絵本から始めます。文字ばかりに注目せずに、
まず、絵をよく見てください。絵から「場面」や「気持ち」を受け
取って物語の世界を楽しんでみましょう。

How to Make Classic Carbonara
Jamie Oliver
イギリス人シェフ Jamie Oliver の料理
チャンネル。Jamieが楽しそうに作って
いるのは、美味しそうなカルボナーラ。
レシピ動画は映像だけでも十分に楽しめ
るので、字幕無しで動画を観
るのがはじめての人にもおす
すめです。
youtu.be/D_2DBLAt57c

Biscuit by Alyssa Satin Capucilli
HarperKids
人気絵本Biscuitシリーズを作者本人が
読み聞かせしてくれます。こんな風に
YouTubeで絵本のタイトルを検索する
と読み聞かせの動画が見つかります。本
は図書館で借りてYouTubeに
読み聞かせしてもらう、なんて
使い方もできます。
youtu.be/5oFt9wxSZSI

動画もいっしょに！

「字幕を消して」動画をたくさん観るのもおすすめです。わからな
いところがあっても、どんどん先へ進みましょう。完璧な理解に
こだわらなければ、意外にも、楽しめるものが見つかることも。
例えば、動画共有サイトYouTubeには、こんな動画が…

Henry and Mudge シリーズ
Simon & Schuster
大きな犬のMudgeと飼い主の男の子
Henryは、一緒に遊び、いたずらをし、
失敗もします…。ほっとするお話とやさ
しい絵のタッチに癒やされるシリーズ。

Frog and Toad シリーズ
HarperCollins
緑色の足長Frogとずんぐりむっくり黄
色いToad、ふたりの友情とゆっくり流
れる時間がなんとも心地いいシリーズ。
「がまくんとかえるくん」の原書です。

△ cross ってなんだろう？
絵本の絵は、ことばが使われてい
る場面や気持ちなどの「背景」を
伝えてくれるので、「背景」ごと、
何度も同じことばに出会っている
うちに「ああ、cross ってそうい
うことか！」と自然な理解ができる
ようになります。

Oxford Reading Tree
Stage 2 The Toys’ Partyより

©Oxford University Press 2021
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多読では、まったくの初心者にも、いわゆる
上級者にも、やさしい絵本や動画をたっぷり
楽しむことを勧めます。「やさしいことば」を
「絵や音といっしょに」吸収することをとて
も大事にするからです。その理由は…　

頭のすすぎ洗い

やさしいことばを絵や映像とともにたくさん
吸収すると、今まで辞書や学習本で習ってき
たことが間違っていることがわかってきま
す。たとえば、onを「上に」と習ったのでは
ありませんか？ それは大きな間違いです。
「it＝それ」も、「I＝わたし、you＝あなた」も、
「head＝頭」も、まったく違うか、あるいは
大きくずれています。絵本や映像作品でやさ
しいことばにたっぷり触れているうちに、そう
した誤解は少しずつ洗い流されていきます。

やさしいことばほど大事！

「やさしいことば」は、言い換えれば「基本的
なことば」です。ペーパーバックでも、むず
かしげな学術論文でも、使われている総語数

の60％から70％はこどもの絵本に出てくる
語と同じです。どんな分野でも、haveとか
getとかin、out、on、home、this、that
などという基本的な語が繰り返し使われてい
ます。やさしいことばは大事な、大事な土台
になります。どれほどたくさん出会ってもこ
れで十分ということはないくらい大事です。

ことばの自然な姿は音　そして音には背景が…

これまでの英語学習は文字中心でした。けれ
どもことばは文字ではありません。基本的に
は音です。ただ音だけというわけでもありま
せん。ことばには生まれてくる背景がありま
す。ことばを使うときには、言いたいことが
あって、伝える相手がいて、家庭や職場やイ
ンターネットという場面があって、それぞれ
が暮らしてきた物語を引きずって、そのすべ
てを囲む世界という環境があります。母語の
場合は、ひとつのことばを聞くなり読むなり
しただけで、それらすべての察しがつきます。

たとえば「一郎、宿題は？」という文字を読
めば、言った人、言われた相手、口調、場面

が頭に浮かぶだけでなく、二人の間の物語も
二人を囲む世界も頭の中に再現できるでしょ
う。実際の生活の中でことばとそれを使う場
面に大量に触れているからです。それが母語
による読書を可能にしています。

文字から音へ、本から世界へ！

そこで多読は、絵本や朗読音源、映像作品の
ように、文字だけでなく絵や映像、音によっ
て、ことばを発する人、受け取る人、その両
者を囲む場面がまるごと再現されている素材
を大事にします。絵を見て、音を聞いて、や
さしいことばを背景ごと生きたまま体に取り
入れていくうちに、遅かれ早かれ「あれ、こ

れ見たことある！」という語が増えていきま
す。一つ一つの語に色や匂いや雰囲気がある
こと、それぞれの語がさまざまな気持ちや考
えを訴えていることがわかってきます。そん
なふうに、日本にいて、まるで母語のように
外国語を身につけることを目指すのです。
なお、そうして吸収したことばは、話したり
書いたりするときにもすぐに役立ってくれる
はずです。

やさしい絵本や動画からはじめるのには、
理由があります。
NPO多言語多読理事　酒井 邦秀

酒井 邦秀（さかい くにひで）
NPO多言語多読理事。元電気通信大学准教授。2002年、
多読三原則に基づき絵本から始める多読を提唱し、以来、
数千人以上に多読指導を行う。著書に『快読100万語！ ペー
パーバックへの道』（ちくま学芸文庫）ほか多数。

△ 「一郎、宿題は？」を読んだだけで、日本語話者ならいろいろなことが分かります。「外国語が
分かる」ことも同じ。一言聞いて場面や気持ちや人間関係まで分かることです！

「
一
郎
、
宿
題
は
？
」

テレビに夢中？
言ってるのは
お母さん？

家のリビング？

いつも言われてる？

言われてるのは
息子？

怒ってる？



所在地：東京都新宿区北新宿4-17-2 中井ビル２階
TEL：03-6279-3973　EMAIL：contact@tadoku.org
URL：tadoku.org

『英語多読　すべての悩みは量が解決する！』
繁村一義・酒井邦秀 著（アルク）

最新の多読案内。これまでの総決算と「読む」
から「聞く・観る・学ぶ・仕事に使う」へ。

JLA図書館実践シリーズ25
『図書館多読への招待』
酒井邦秀・西澤一 編著（日本図書館協会）

すでに「図書館多読」が始まっている国内外の図
書館の事例がつまっています。

JLA図書館実践シリーズ40
『図書館多読のすすめかた』
西澤一・米澤久美子・粟野真紀子 編著（日本図書館協会）

前著に続き、多読の効果、実践例、多言語への
取り組みなどを紹介しています。

多読を知るための本

「多読の集まり」に参加しよう
図書館で活動する多読サークルや、オンラインで開催される多読
の集まりに参加してみませんか？　気に入った本をすすめあったり
感想を語りあえる場があると、多読を楽しく続けられます。

　  地域の多読の集まり
tadoku.org/english/meet-tadoku-people/

全国の図書館で多読の普及活動を行っています。




