
Post reading activity (fictions) 

setting 設定 

1. When did the story take place? 
(past, present, future) 

1. いつの話ですか？ 

（過去・現代・未来） 

setting 設定 

2. Where did the story take place? 2. どこでの話ですか？ 

setting 設定 

3. Do you know a similar place about 
this book? Describe it. 

3. 本に出てきたのと似たような場所

を知っていますか？どんな場所？

描写してください。 

setting 設定 

4. Do you name a book with a similar 
setting? How are they the 
same/different? 

4. 似たような設定の本が思い浮かび

ますか？どんなところが同じ？/ど

う違いますか？ 

setting 設定 

5. What would happen if you changed 
the setting to (              )? 

  e.g., 
- past to present or future 

    - a warm place to a cold place 
    - a big city to a countryside  

5. もし設定を（  ）に変えたら，

何が起こると思いますか？ 

例．設定が過去でなくて現代もしくは未来 

     温かい場所でなくて寒いところ 

  国，地域（都会↔田舎）など 

Characterization キャラクター 

6. Which character did you like best? 
Why? 

6. どの登場人物が一番好きですか？

なぜ？ 



Post reading activity (fictions) 

Characterization キャラクター 

7. Tell me how the main character 
look. How did the author describe 
the main character physically? 

 

7. 主人公はどんな風に描写されてい

ますか？（外見，身体的な特徴） 

Characterization キャラクター 

8. What kind of personality the main 
character has? Nice, brave, lazy 
or…?  

8. 主人公はどんな性格ですか？ 

いい人？勇敢？怠け者？それと

も・・・？ 

Characterization キャラクター 

9. Read a passage to us that tells 
about the main or your favorite 
character. 

9. 主人公もしくは好きな登場人物に

ついて書かれた部分・文章を読み

上げてください。 

Plot プロット 

10. What happened first, second, and 
last? 

10.  はじめに，次に，そして最後に何

が起こりましたか？ 

Plot プロット 

11. Has anything similar about this 
book ever happened to you? 

11.  読んだのと同じようなことが，自

分に起こったことはありますか？ 

Plot プロット 

12. Tell us about what you just read. 12.  読んだ本について（内容）話して

ください。 

  



Post reading activity (fictions) 

Plot プロット 

13. What was the most 
exciting/unusual/mysterious? 

13.  一番わくわくした・普通じゃな

い・不思議なことは何でしたか？ 

Plot プロット 

14. Were you able to predict the 
ending? 

14.  エンディングは予測できました

か？（予測通りでしたか？） 

Plot プロット 

15. Can you think of a different 
ending? Explain. 

15.  違うエンディングを考えてくださ

い。詳しい内容をお願いします。 

Plot プロット 

16. Could this story really have 
happened? Explain. 

16.  この話は実際に起こりそうです

か？理由を説明してください。 

Personal Response 個人の考え 

17. Does your story remind of 
something in a movie, TV, or song? 
Explain. 

17.  この話を読んで，思い出した映

画・テレビ・歌などはあります

か？詳しく教えてください。 

Plot プロット 

18. The main character usually has a 
problem. What is the problem he 
or she has in the story? 

18.  物語の主人公には，たいてい何か

しら問題が起こるものです。物語

の中で，主人公が抱えている問題

は何ですか？ 



Post reading activity (fictions) 

Plot プロット 

19. How does this story (or book) 
connect to our other school 
subjects? 

19.  この物語（ストーリー）は学校の

他教科とどういう関連があります

か？ 

Plot プロット 

20. How does this story (or book) 
connect to Japan? 

20.  この物語（ストーリー）は，日本

とどういう関連がありますか？ 

Plot プロット 

21. Can you draw a quick picture 
to show me what the story 
(or book) is about? No talking or 
writing! We will guess. 

21.  どんな物語（ストーリー）だった

か，簡単に絵を描いて示してくだ

さい。話したり文字を書いたりす

るのは禁止です！みんなであなた

の描いた絵から推測します。 

Personal Response 個人の考え 

22. What part of the story did you like 
best? Why? 

22.  読んだ話の中で一番好きな部分

は？なぜ？ 

Personal Response 個人の考え 

23. How did you feel while reading 
this book? 

23.  この本を読んでいる間の気分は？ 

  



Post reading activity (fictions) 

Personal Response 個人の考え 

24. What surprised you about this 
book? 

24.  この本の中を読んでいて，あなた

が驚いたことは何ですか？ 

Personal Response 個人の考え 

25. Why did you choose this book? 25.  どうしてこの本を選びましたか？ 

Personal Response 個人の考え 

26. Would you like to read another 
story by this author? Why or why 
not? 

26.  この本の著者が書いた別の話も読

んでみたいですか？なぜ？ 

Personal Response 個人の考え 

27. Would you like to recommend 
this book to your classmate(s)? If 
so, who? If not, why? 

27.  この本をクラスメイトにお勧めし

ますか？誰に勧める？ 

または，勧めないのはなぜ？ 

Personal Response 個人の考え 

28. Did anything about this book 
make you think of experiences in 
your own life? Tell us about it. 

28.  この本を読んでいて，自分の実際

の経験を思い出した ということは

ありましたか？詳しく。 

  



Post reading activity (fictions) 

Personal Response 個人の考え 

29. Who do you think might enjoy 
this book? Why? 

29.  この本を楽しんで読みそうな人は

誰ですか？理由は？ 

Personal Response 個人の考え 

30. Choose your favorite picture and 
tell me about the picture. 

30.  本の中であなたが好きな絵につい

て話してください。 

Personal Response 個人の考え 

31. Choose your favorite page or 
phrases and tell me about them. 

31.  本の中であなたが好きなページま

たはフレーズについて話してくだ

さい。 

 


