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英語を“覚える”ではなく“使える”人になるために！

小学英和辞典・和英辞典の
効果的な使い方
付：
「英語版・辞書引き学習」のすすめ
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はじめに
小学５・６年生は外国語（英語）科の時間に教科としての英語を、
３・４年生は外国語活動の時間に英語を学んでいます。６年間の
うち４年間にわたって英語を学ぶ小学生のみなさんに、英語の辞書
を手にしていただければ、そして、その辞書を最大限活用していた
だければと考え、この小冊子を作りました。
受験勉強をするわけでもなく、まとまった英語の文を読むわけでも
ない小学生に、英語の辞書が必要？ と思われる方もいらっしゃる
でしょう。でも、辞書を単語の意味を調べるときにしか使わないの
は、もったいないように思います。英和辞典、和英辞典は、英語の
世界を探検するのにぴったりの本なのです。
小学生のみなさんに英語の辞書を手渡すと、なんだか難しそうな
本？ という顔をされることがよくあります。でも、手にしたお子さん
に「 英和辞典の中に、知っている単語がないか探してみて！」と声
をかけ、何かひとつ見つけたとたん、お子さんの目がぱっと輝きま
す。たいていはカタカナ語から知っている単語ですが、「これって
英語だったんだ！ だったら他にもあるはず！」と次を探し始めます。
和英辞典はあいうえお順に並んでいることを説明して、「 英語で
なんて言ってみたい？ その言葉、探してみようか 」と言うと、「だ
んご虫」だったり「うんこ」だったり「カレーライス」や「やった！」だっ
たり……。英語で言いたいことは尽きません。
「 英語は身近な言葉 」と感じていただくだけでも、辞書を手にし
ていただく意味は十分あるかと思います。中学、高校以降も続くで
あろう英語学習の入り口で、「 英語の辞書は何かのときに役に立つ
かも」と思っていただければ、今後の英語学習の大きな助けになる
のではないでしょうか。
この小 冊 子は、「プログレッシブ 小 学 英 語 辞 典シリーズ 」の
編集委員・相田眞喜子先生のご指導のもとに作成いたしました。
相田先生に、この場を借りて御礼申し上げます。
辞書がみなさまのすぐ手の届くところにあって、英語で気になる
ことがあったとき、相談相手になりますことを願ってやみません。
小学館辞書編集部
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子どもが英語を大好きになるよう、
辞書は強力にサポートします！
英語辞典の選び方＆活用法を紹介します
小学校での英語学習は、英語を好きになって興味関心を育てることが大事です。そん
な子どもの興味関心に応えてくれるのが英語の辞書。どんな辞書を最初の一冊に選べ
ばよいのか、また辞書の効果的な使い方について紹介します。

ファースト辞書を選ぶときに
大切な５つのポイント
英語の辞書には、英語の意味を調べ
るときに使う“ 英和辞典 ”と、英語で何
と言うか調べるときに使う“ 和英辞典 ”の
２種類があります。そのどちらも、子ども
にとっては“ 翼 ”のようなもの。辞書は大
人の力を借りずに、子ども自身が自由に
表現の世界を飛び回り、知りたいことを
知ることのできる魔法の道具なのです。
その辞書が本物の翼となるためには、
次の５つのポイントがあります。辞書を
選ぶときは、これらを満たしているかを
チェックしましょう。
①子どものわかる表現で意味が書かれて
いる
辞書を引いたけれど、意味の説明に使
われている言葉がわからないでは困りも
の。意味が子どもでもわかる言葉、かつ
子どもが使うような言葉で書いてあること
が大切です。
②漢字にルビがふってある
子どもが自分で調べて自分で読むな
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ら、漢字にルビがふられていないと読め
ないことがあります。大人が辞書をめくっ
て、ルビがふってあるかどうか確認してお
きましょう。

例文にも図版のキャプションにもルビがふられていれば安心。

③イラストに意味がある
単に楽しげなイラストは一瞬、目を引
きますが、イラストは意味を表し理解を
助けるためにあるもの。子どもがイラスト
を見て「ああ、そういうことか 」と、直感
的にわかるイラストが載っているものを選
びましょう。

が子どもの中から自然に出てきたときが
辞書の与えどきだからです。そのために
は、生活の中で英語を使うチャンスを作
ることが大事になってきます。

臆せず、子どもに話しかけ、
辞書を調べるきっかけを

fastとquickの使い分けが、イラストを見ただけでわかります。

④ずっと眺めたくなる誌面である
子どもが開いたら、ずっと眺めたくなる
ような美しく楽しい誌面が理想的。文字
が詰まっている誌面では、子どもの興味
をひきません。
⑤音声が聴けるオプションがついている
子どもの英 語 学 習は音から始まりま
す。辞書を引いたら、必ずその音声を聞
かせることが大切。ＣＤや音声サイトな
ど音声がついている辞書を選んで。

まず周囲の大人が日常に
英語の辞書を使う場面を
子どもに見せて！
辞書を手に入れても、いきなり子ども
に辞書を与えるのはＮＧ。「この英語は
どういう意味か知りたい 」「あの言葉は
英語でなんて言うのかな」という気持ち

たとえば、美味しそうなアイスクリーム
があれば“Do you like ice cream?”と
子どもに聞いてみる。オレンジジュース
とリンゴジュースがあったら、“Which
do you want, orange juice or apple
juice?”と問いかけてみる。状況からさり
げなく意味がわかるように使うと、子ども
は抵抗なく
“Yes”とか“orange juice”と
答えます。子どもは説明がなくても、言語
を獲得する力を持っているのですね。
小学生が英語を学び始めたときに何よ
り大事なのは「 英語をまるごと楽しむ」と
いうことです。英語を楽しむ経験を積むう
ちに、子どもの中で知りたいという欲求
が生まれます。そうした子どもの知的欲求
が生まれたときに初めて辞書の出番です。

大人が 「なるほど！」
と辞書を使う
姿を子どもに見せましょう
わからないことがあったら引く、とい
うのが 辞 書の基 本 的な使い 方ですか
ら、食卓のすぐそばやテレビの隣など、
パッと手に取れるところに置いておき、
わからないことがあったら、まず 大 人
が引いてほしいです。そして「 辞書って
便 利！」というところを、 言 葉でなくて
も全身で表して、また元の場所に戻す。
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今はわからないことがあったら、すぐにス
マホで調べますね。それと同じ便利さを
辞書でも味わえることを子どもに見せてほ
しいと思います。

アルファベットを覚えた子なら「Ａ、
Ｂ、Ｃ……」と言いながら引き始めます
から、そうしたら放っておきましょう。いっ
たんページを開くと、イラストのあるとこ
ろや、囲みで強調してあるところなど、
魅力的なところは目的を忘れて読みふけ
ります。
周囲の大人は「ほら、ここにあるでしょ
う」とか「なんて書いてあったの」なん
て言わないで、子どもが辞書を閉じるま
で、そっとしておいてあげてください。子
どもがいつまでも見ているなら、辞書と
仲良くなってくれたのだなと思い、心ゆく
まで辞書を眺めさせてあげてください。

効率を求めるのは逆効果！
目的からどんどんそれてOKです
今は電子辞書も便利に使われていま
すが、紙の辞書のよさは、こうした当初
の目的からそれて、どんどん違うところを
見ていくところです。
子どもが辞書に親しむためには「 辞書
たとえば“cook”を引いてみると、
“boil”
で調べなさい 」と押しつけるのではなく、
“roast”など 関 連 する単 語 が
日々の生活の中で「 辞書はあると便利な “steam”
もの」というイメージを子どもに与えると いくつも目に入ります。そのときは「いっぱ
いある」と思っただけでも、いつか外国
いうことです。
人に日本食を紹介するときがきたら、「 料
理のしかたにはいろいろな表現がある」と
引き方を覚えて
思い出すかもしれません。触れたことが
辞書を見ているうちに、
ある、という
ことが大切なのです。
英語に慣れ親しんで好きになる
子どもは、いろいろなことを吸収して
「これってどういう意味なのかな」「 英
います。そこから得られる付帯効果や副
語で何ていうのかな」と子どもが言い出
産物は非常に期待できます。とはいえ、
したら、国語辞典は“あいうえお順 ”で
電子辞書を否定しているわけではありま
すが、英和辞典なら“アルファベット順 ” せん。大人がピンポイントで、ここだけ
になっていることなど引き方を教えます。
効率的に知りたいというときは電子辞書
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辞書ならＱのページが少ないことがわか
ります。Ｓは多いです。また“goldfish”
の説明はわずかなのに、“go”にはたっ
ぷりページを割いて説明してある。こう
いった絶対量を目で見ることが、英語の
感覚を養うことになります。
またアルファベットの順番を覚えたり、
その順番の見当をつけたりできるようにな
るのも紙の辞書ならではです。
辞書を引くことが、おっくうと思うとおっ
くうになるので、先にお伝えした通り、い
つでもそばにあって、ちょこちょこ引けると
いうことがすごく大事です。ちょこちょこ引
いていると、引かないと気持ち悪いとい
う人間にちゃんと育ちます。わからないこ
とをわからないままにしておきたくないと
いう感覚が培われるのです。
英語の辞書だけでなく国語辞典や百
科事典などもいっしょに、いつでもすぐ手
の届くところに置いておくことをおすすめ
します。

cook という語を引くと、調理法によって英語が変わることがひ
と目でわかるようになっています。

が便利です。でも子どもの英語学習に効
率を求めるのは、まず逆効果。子どもは
たくさん英語を見て、英語に慣れ親しん
で、英語の感覚を身につけていきます。
やはりたくさん目に触れることができるの
は、紙の辞書の大きなメリットなのです。

単語の順番や扱われる量に気づく
“英語感覚”
が身につく紙の辞書

子どもの興味関心を大切に
楽しんで触れさせてあげて
せっかく子どもに小さい頃から英語に
触れさせてあげるのなら、知識としての
英語ではなく、使うための英語を身につ
けさせてあげたいと思います。
そのためには大人の都合でなく、子ど
もの興味から発するものであることが大
切です。大人が覚えさせるのではなく、
子ども自身が楽しんで接する。それが子
どもにとっても、いちばん自然で辛くない
方法だと大人は知っておきたいものです。

たとえばＱの単語は少ないので、紙の
＊辞書の具体例はいずれも『プログレッシブ小学英和辞典』
より
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ふせんを貼るだけで知っている単語がどんどん増える！
やればやるほど楽しくなる
「英語版・辞書引き学習」のすすめ
辞書を開いて知っている言葉を探す“ 辞書引き学習 ”をご存知ですか？ そもそも国
語辞典を使うこの学習法が、“ 英語版辞書引き”として英和辞典にも活用できると注目
を集めています。そのメリットとやり方をご紹介します。

国語辞典に親しむために考え出された “ 辞書引き学習 ”
考案者の中部大学教授・深谷圭助先生に聞きました！
“ 辞書引き学習 ” とは、国語辞典を開いて知っている言葉を見つけたら、ふせんに
書いて辞書に貼るというシンプルな学習法です。
辞書は意味のわからない言葉を調べるものなのに、わざわざ知っている言葉を調べ
るの？ と思う人もいるでしょう。でも実際に確認すると、知っているつもりの言葉
でも意味を勘違いして覚えていたり、使い方を間違えていたりといった発見があり
ます。そういった発見を楽しみながら、辞書にふせんが増えることで、子どもの学
習意欲が高まるのです。

辞書引き学習の３つのメリット
①知っている言葉を足掛かりに辞書に親しむことができる
②辞書にふせんが増えることで、言葉の学習に意欲を持つ
③知っている言葉を探すことで、新しい発見をしたり、間違いに気づいたりできる
私が辞書引き学習を開発したのは 1990 年代。その効果は英国やシンガポールな
ど英語を母語として学ぶ国でも、また英語を外国語として学ぶタイでも確認できま
した。そこで英語の辞書を使った辞書引き学習は、日本の小学生にも活用できると
考えました。英語に不慣れな小学生が英語で辞書を引くのは難しそうと思われがち
ですが、日本の小学４年生は約 2000 語もの外来語を知っているというデータ＊が
あり、その多くは英語です。ですから、子どもたちは、あっという間にたくさんの単
語を探し出します。
＊相田眞喜子氏の調査による
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３ステップで、すぐに始められる！
やればやるほど楽しくなる！

②辞書をめくり、知っている単語を探して
ふせんに書き写す

“ 英語版辞書引き”の方法は、いたっ
てシンプル。用意するものは、英和辞
典、ふせん、鉛筆。その方法は次の３
ステップです。
■用意するもの
辞書
お子さんが見やすい、
読みやすいものが
よいでしょう。

③単語を書いたふせんを、辞書の上のほ
うに貼る

ふせん
アルファベットを書き慣れない
お子さんには、英語用罫線（4 線）
が
印刷されたものがおすすめです。

えんぴつ

■やり方
①ふせんに通し番号を書く

辞書の中から自分の知っている単語を
拾い出してふせんを貼ることで、目に見
えて辞書がどんどん太っていきます。ふせ
んが増えれば勉強した量が目に見えてわ
かり、辞書引きがますます楽しくなります。

たくさんの言葉に触れながら
正しいつづりを学べます
多くの英単語にふれながら、正しいつ
づりを学ぶことができるのも、英語版辞
書引きのメリット。英語でふせんに書くと
きは、４線入りの“辞書引き英語ふせん ”
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がおすすめです。
無地のふせんに書くと字形が保てな
かったり、大文字と小文字がごちゃごちゃ
になったりしますが、４線入りであれば英
語の文字を正しく書く練習ができます。

５分でいくつ見つかる？
家族で辞書引きゲームにトライ♪

声で聞いたら、大人がその単語のスペ
ルを書くというゲーム。親も覚悟を決め
て、子どもといっしょに英語の勉強をしま
しょう！ 学んだり楽しんだりする姿を見
せることが、子どものためになります。大
人も一緒に英語が上達すれば一挙両得
です。

③制限時間内にいくつ見つけて書き写せ
るか競争する
辞 書に貼る
たとえば制限時間を５分と決めて、そ
ふせんが増え
の間にいくつ単語を見つけて書き写せる
れば、辞書が
か競います。最初は３個だったけれど、
どんどん 太っ
次は５個、など単語が増えていくと楽しく
て い きます。
片方の手で持てないぐらい分厚くなれば、 なります。年齢がさまざまな子ども同士で
子どもは鼻高々。「こんなにでっかくなっ も、対等に遊べます。
た！」「 300 枚貼ったよ！」など、それだ
④見つけた単語の意味で競う
けで子どもは楽しめます。もう少しゲーム
性を持たせたいなら、次の５つのゲーム
はいかがでしょうか。
①知っている単語の数を当てっこする
「どれぐらい知っている単語があると思
う？」「３個あると思う」「じゃあ、開い
てみよう」と辞書を開き、そのページに
知っている単語がいくつあるか当てっこし
ます。子どもは自分が申告した数よりも
多くあると、得意になるでしょう。見つけ
た単語は、必ず音声を聞かせましょう。
“chocolate”という言葉を見つけて書き
写しても、英語の発音は少し違うわけで
すから、何らかの形でネイティブの発音
を聞かせてあげてください。
②子どもが見つけた単語を大人が書く
子どもが見つけて書き写した単語を音
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「 いちばんおいしい単語を見つけた人
が勝ち」など、単語の意味に制限を設け
て言葉探しをします。たとえば“ 強い単
語 ”を見つけた人という設定なら「ライ
オンがいちばん強い！」「 いや、ロボット
じゃない？」など場は大いに盛り上がる
はず。他にも短いものや大きいもの、重
いものなど、あげればきりがありません。
字面だけでなく、意味にも気持ちを持っ
ていくことができて一石二鳥のゲームで

す。名詞だけでなく、動詞や形容詞にま
で目がいくのもいいところです。
⑤みんなで 100 個見つける！
あらかじめ、ふせんに100まで通し番
号を書いておき、みんなで 100 個になる
まで見つける共同作業。辞書を人数分
用意して、100 個見つけるのに何分かか
るかというゲームもおすすめです。いず
れも見つけたら書き写して必ず音声を聞
くこと。100 個見つけて聞くのが大変な
ら、子どもが見つけた分だけ聞くという
ルールでもOKです。

「こんなに知っている！」が
「もっと話したい！」につながる
英語版辞書引きの究極の目的は、子
どもたち自身が「こんなに単語を知って
いたんだ 」と気づくことです。実際に英
語版辞書引き学習を体験した子どもたち
からは「 意外に知っている単語があって
びっくりした 」
「日常生活で使う言葉が実
は英語だったことに驚いた 」という声が
聞かれます。
この目的が達成できたら、大人はそれ
以上、欲張ってはいけません。子どもは
辞書をめくるうちに、こんな言葉があるん
だ、こっちはどうだろう、と夢中で調べ始
めます。そこで大人が欲張って、もっとや
りなさい、となると子どもの熱は簡単に冷
めます。そこは気をつけてほしいですね。
自分がこんなに知っているという子ども
の気持ちは「自分で英語がしゃべれるか
もしれない 」という自信につながっていき
ます。

“I like 〇〇”という文章があったら、
何となく今まで は“I like chocolate.”
“I like ice cream.”
と言わされてきたけれ
ど、「〇〇に好きな単語を入れたら、自
分の好きなものを言えるんだ 」と子ども自
身が気づいたら鬼に金棒。自ら自己表現
を始めるきっかけになります。
「 私の好きなものはシチューなんだけ
ど、英語でなんて言うのかな？」と自分
で辞書を引いて言えたという体験をする
と、習っていないことでも、自分でやっ
てみようかな、と大人に頼らずに自律的
に学ぼうとする意欲が育つのです。

暗記の時代から、
蓄えた知識を活用する時代へ
私たち大人は「これは覚えていないか
らできない 」「 覚えていたけれど忘れて
しまった 」と、とかく
“ 覚える”ことにこだ
わりがちですが、今はスマホひとつあれ
ば、何でもわかる時代。覚えてどうにか
する時代ではありません。
もちろん基礎的な知識は覚えなければ
いけませんが、重要なのは、その蓄積し
た知識をどう使うか。それを活用するとこ
ろに世の中の重点が置かれているのでは
ないでしょうか。
ですから、これからの時代に大切なの
は「覚えていないことでもできる」
「やった
ことないけれどやってみよう」と興味関心
を持つこと。子どもたちの中にある興味
関心を育て、やがてそうした知識を自分
が持っている、活用できるんだと子どもた
ち自身が気づいて英語をしゃべり始めた
ら、英語が使える子になるでしょう。
9

「和英辞典」が子どものクリエイティビティを伸ばす！
「英語でいろいろなことが言える」楽しさが
英語を使える人へとつながっていきます
小学校高学年の授業で「 読むこと」「 書くこと」の指導も始まり、子どもたちが出会う
単語もぐんと増えてきます。そこで欠かせないのが英語の辞書ですが、英語の意味を調
べる英和辞典といっしょにそろえてほしいのが和英辞典。その役割と活用法を紹介します。

まずは大人が和英辞典を引いて、
子どもにお手本を見せましょう
和英辞典とは、日本語の表現をどう英
語で表すかを調べるときに使うもの。「こ
れを英語で言いたい！」というときに単
語や例文をチェックして、英文をつくりま
す。英語に不慣れな子には難しそうです
が、子どものクリエイティビティをくすぐる
のが和英辞典なのです。

大人がやって見せることで
子どもは興味を持ちます
子どもといっしょにいるときに、英語で
言いたいことがあるけれど、うまく言えな
いという場面が出てきたら和英辞典の出
番です。でも、いきなり子どもに引かせ
るのではなく、大人がまずは引いてみま
す。たとえば、アイスクリームを食べてい
るときに「 抹茶アイスクリームって英語で
なんて言うのかな」と、大人が辞書を引
きます。それで“green tea ice cream”
と見つけたら「 抹茶アイスってgreen tea
ice cream って言うのね。便利だね、こ
ういうときに辞書を使うのね 」と、お手本
10

を見せてあげてほしいのです。
子どもは大人、特に親の真似をするも
の。親が字を書いているのを見て、子ど
もは殴り書きを始めます。クレヨンを手に
どこにでも描いてしまうのは、大人の真
似をしているから。だから親が子どもに
させようとするよりも、まず親自身がやっ
て見せること。それで子どもは興味を持
ちますから、よほど効果的です。

子どもに手を貸しすぎるのはNG
助け舟を出す程度に留める
子どもが英語で言いたいことが見つ
かったけれど言えない、という状 況に
なったら「 辞書を引いてみたら」と辞書
を手渡しましょう。子どもはまず引き方が

わからないので、国語辞典と同じように
“あいうえお順 ”になっていることをてい
ねいに教えてあげてください。
たとえば“てんとうむし”を引きたいと
したら、まず“て”のところを見て、次に
“ん ”を見つけます。子どもがなかなか
見つけられないと、大人はつい手を出し
たくなりますけれど、あまり大人が手を出
すと、子どもは強制されている気がして
いやになってしまいます。ある程度、子ど
もに試行錯誤させてから、子どもがいや
にならない程度に手を貸してあげればよ
いでしょう。
子どもは自分なりの方法を見つけてい
きますので、大人はああやれ、こうやれ
と、とやかく言わないこと。先回りしない
ことが大事なのは、英語だけでなく子育
て全般にも言えます。

英語力が伸びるカギは“音”
辞書を引いたら
必ず音声を聞かせて
“てんとうむし”を引くと“ladybug”と
出てきますが、子どもは読めません。音
声を聞いて初めて、英語は使えるように
なりますから、必ず音声を聞かせましょ
う。辞書を引いて、言葉を見つけ、音ま
で聞かせて完成と知っておきましょう。英
語を学習するときは、いつでも音声を聞
くという習慣をつけておくことが大切です。
今は中高生が使う単語帳が CDなどの
音声つきで買える時代。「リズムに乗っ
て言うのが好き」
「 音読は楽しい 」という
子に育っていれば、単語帳のCDも上手
に活用するようになります。英語の音に

慣れ親しんでおくことで、先々英語力が
伸びます。音声を聞かなければ英語がわ
かったことにはなりません。教材を求め
るときは、ぜひ音声つきを選ぶようにしま
しょう。

高学年になったら
和英辞典を使って英作文の練習も
音声に十分に慣れ親しんだら、辞書
を使って書いてみるのもよいでしょう。小
学生用に作られた辞書には「そのアニメ
は７時 40 分に始まる。The anime starts
at 7:40.」「このゲームはおもしろいね。
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らないほうがいいでしょう。
日記を書くときは過去形が必要ですか
ら、過去形になると動詞の形が変わるこ
とがわかってきたら、和英辞典を大いに
活用して作文ができるでしょう。

小学生時代は思い切り翼を広げて
表現の世界を飛び回る時期
This game is exciting.」など、子どもの
言いたいことに類似した表現が例文とし
て出ています。ですから、ある程度、力
のついた子は、例文の単語を入れかえる
（ 上記の下線部など ）ことで、自分の言
いたいことに近づけることができます。
こうした例文の音声も、ぜひ聞いてほ
しいです。読んで理解しても音声がなけ
れば、暗号解読のような学習の仕方に
なってしまいます。そうすると将来、仕事
で資料を読むことはできるかもしれないけ
れど、ビジネスの商談もできなければ、
人間関係もつくれないということになって
しまいます。それぐらい音声は大事なもの
なのです。

過去形をマスターしたら
日記をつけてみても
和英辞典を使って、日記を書いてみる
のもおすすめです。ただし書いたものに
文法的な誤りがあると、ずっと残ってしま
うのは気をつけたい点です。
小学生のうちは冠詞が落ちたり、単
数・複数を間違えたりということがよく起
こります。一度、書いてしまうと、それで
覚えてしまうこともあるので、書くことは焦
12

大人のみなさんに覚えておいてほしい
のは、小学生で中学の勉強の先取りす
るのはナンセンスということ。
大人はつい欲張って、スペルや文法
を覚えさせたくなりますが、これらは二の
次、三の次。小学生の間は、全く必要
ありません。スペルを覚えなくても、辞書
でたくさん英語に触れていると「（ 今まで
出会った単語から推測して）この単語の
最後に“e”がある気がする」
「ここが“is”
なのは、何かおかしい 」という感覚が自
然に身につきます。この感覚のほうがス
ペルや文法を覚えるよりも、よほど大切
ですし、中学校に進んでもつまずかない
子になります。

今、子どもたちが伸ばしておくべき力
はスペルや文法ではありません。英語は
暗記物ではないということを大人は心に
入れておきましょう。小学生のうちは、と
にかく英語の音声をいっぱい聞かせて、
使うという場面をたくさん増やしてあげる
ことが大切なのです。
今は子どもに翼が生えたように「 英語
でいろいろなことが言えるぞ 」と、そんな
気分を楽しんでもらいたい。中学では文
法や単語を暗記し、高校では長文を読
む訓練をし、大学にいったら、専門的な
知識を得る。そこにもっていくためには、
やはり小学生のうちは、英語は「 暗記す
るもの」ではなく「 使うもの」と思ってほ
しいのです。それが素地となり、やがて
英語が使える人になっていきます。

子どもにはポジティブな
メッセージを与える
子どもに伝えるメッセージも大事です。
「 英語ができないと苦労するよ」「 英語
がもっと話せたらよかったのに」といった
ネガティブな発信ではなく、「英語ができ
ると、いろいろな国のお友だちができる
んだよ」「 世界じゅうの子どもたちが英語
を勉強しているから、どんな言語を使っ
ている子とも英語でならお話できるかもし
れないよ」と、英語を知ると世界がこん
なに広がって楽しい、英語を使うとこん
な風に外国の方と話ができるんだよ、と
ポジティブに伝えられるといいですね。

家庭では親が子どもの身近なモデル
まずは親が英語に親しむ姿を見せて
日常生活で英語を使うことができるの
が家庭の強みですから、親は子どもに
英語で話しかけるのはもちろん、親が英
語を使っている姿勢や学んでいる姿をぜ
ひ見せてあげてください。
洋楽を聞いてわからない単語を辞書
で調べているとか、映画を英語の字幕
で見て楽しんでいるとか、それだけでい
いのです。もしお仕事で英語を使われて
いるなら、和英辞典を使って資料を作っ
たり、メールを打ったりしている姿など
も見せてあげるといいですね。子どもに
とっては、親がいちばん身近なモデルに
なるわけですから。

それと同時に「 英語が話せるから偉
い 」という先入観を子どもに植えつけて
ほしくないと思います。大人の世界では
英語ができないと苦労する、英語ができ
ることが有利なのかもしれません。でも
英語は世界中の人たちと仲良くするため
の道具であって、道具を持っているから
と言って、その人が偉いわけではありま
せん。そういった価値観も子どもに伝え
ていきたいです。
＊辞書の具体例はいずれも『プログレッシブ小学和英辞典』
より
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“見て”
“聞いて”
“使える”！
小学生のための本格的な英語辞典

プログレッシブ小学英語辞典シリーズ

イラスト・写真 1,200 点
4,000 項目＋4,700 用例

イラスト・写真 1,100 点
6,300 項目＋5,700 用例

イラスト・写真 2,300 点
10,300 項目＋10,400 用例

A5 判・並製・432ページ

A5 判・並製・416ページ

A5 判・並製・848ページ

（成句・変化形を含む
総収録項目は7,600）

（準見出しを含む
総収録項目は13,200）

（成句・変化形を含む
総収録項目は20,800）

■すべての漢字にふりがな付き
■オールカラーで、見て楽しくわかりやすい写真やイラストがいっぱい
■英和辞典は、英検 ®５級・４級・３級を受験するときに知っておきたい語いや
成句をカバーしているので、受験準備にぴったり
■和 英辞典は、「小学生が英語で言ってみたい表現」の1,800 人のアンケート
から採用した言葉や表現が載っているので、そのまま使える表現が満載
■見出し語も例文も図版のキャプションも、ネイティブスピーカーの英語音声をPC、
スマホ、タブレットで聞ける！ 音声が聞けるWeb サイトのアドレス（QRコード）
を辞書に掲載しています
■ 2020 年度 新学習指導要領対応。小学校の検定教科書（７社）に対応
編集主幹：吉田研作
編集委員：相田眞喜子／狩野晶子／永井淳子／東 仁美
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『プログレッシブ小学英和辞典』
『同 和英辞典』
の中を探検すると、
どんなことがわかるか見てみましょう！
★英 検 ® ５級を受けるときに知っておきたい語
だとわかる

英和辞典

★ CEFR-J （ヨーロッパ発信で国際的に影響力
をもつ外国語能力到達度の日本版）のラベル。
A１は小学校から中学１年レベルを表すので、
英語の入門期に学んでおきたい語だとわかる
＊他のレベルについては辞書に説明があります

★ playerは「プレーヤー」というカタカナ語で
も知っているけれど、 ① 選 手、 ② 演 奏 者、
③ （CD・DVDなどの）プレーヤーと、英語で
も３つの意味で使われていることがわかる

和英辞典
★絵を見たら、人について２通りの意味
で言えることが、ひと目でわかる
★日本語の「青」と英語のblue
（ブルー）はイコールではない
ことがわかる
★青い色のときは blueだけど、顔
色については paleを使うこと
がわかる
★緑 色なのになぜか日本語では
「青」を使うものは、英語では
green （グリーン）を使うことが
わかる

この辞書に載っている英語はすべて、
ネイティブスピーカーの音声で確認で
きるので、読んで 「なるほど」と思
うだけでなく、会話でも自信を持っ
て言えるようになります！
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英語の辞書引き学習にぴったりの「英語ふせん」
全国の主要書店・Web 書店で好評発売中です

「英語ふせん」があれば、英語で辞書引き学習をしな
がら、アルファベットも正しく書けるようになります！
アルファベットを書き慣れないお子さんが、
「アルファベッ
トを書く練習」
と「英語の辞典で辞書引き学習」を同
時にするために開発した、全く新しい形のふせんです。
●英語ふせん200 枚（クリーム・ピンク 各 100 枚）
と
「英語の辞書引き まるわかりガイド」
という小冊子が入っています。
●小冊子では、英語の辞書引き学習を初めてする方にもわかりやすく、
英語の辞書引きのしかたや学習効果について紹介しています。
●４線上のアルファベットの書き方も収録。

辞書引き 英語ふせんBOOK

50ミリ

ミリ

38

4ミリ
4.8ミリ
4ミリ

ここが少し広いのが特徴

このふせんの４線の間隔は５：６：５の幅になっています。これは、
アルファベット、特に小文字に慣れないお子さんが、字形の特徴を
認識しやすく、実際に書きやすい字形の比率です。

監修：深谷圭助・相田眞喜子

〈英語の辞書引き学習を体験したお子さんや先生・親御さんの声〉
●カタカナの言葉で知っている単語ものっていたし、授業で使った言葉ものっていたし、
辞書で見つけるとうれしい。ふせんをもっと増やせるようにがんばりたいです。（小 5・女
子） ●辞書はぶあつくて読みにくそうだなと思っていたけど、この体験をして、辞書を見
るのも楽しいなと思いました。（小 5・男子） ● 2 年間教えているクラスですが、あんな
に没頭して真剣に取り組む姿は初めて見ました。最初は「え～面倒くさい」
といっていた
子が、終了の声掛けをしても無視して続けている姿には驚きました。家庭で楽しく自主的
に英語に触れることができる学習法ですね。（英語教室の講師の先生） ●とても真剣に
やっている姿に驚きました。ただ辞書を引いて調べるより、楽しく英語を学べるのでとても
いいと思いました。続けていってほしいです。（小 4・保護者の方）
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wing

つばさ

子どもにとって、辞書は“翼”のようなもの。
辞書は、大人の力を借りずに、

a pair of gloves
ひと組の手ぶくろ

子ども自身が自由に表現の世界を飛び回り、

知りたいことを知ることのできる「魔法の道具」なのです。
tag

seesaw

おにごっこ

シーソー

sunflower
ひまわり
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