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平成 28 年 11 月 
学校長先生 
ご担当先生 
 
 

平成 28 年度版 中学校英語教科書「NEW CROWN」 訂正のご案内 

 
 平成 28 年度版 中学校英語教科書「NEW CROWN」に訂正がございます。 
 以下の訂正につきましては，すべて文部科学省の許可のもと，平成 29 年度用の教科書では修正して供

給いたします。 
 先生方や生徒の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申しあげます。 
 ご指導の際には，ご留意くださいますようお願い申しあげます。 
 
◆中学校英語（「NEW CROWN」） 

訂正箇所 
誤 正 

学年 頁 行 

1 
70 側注 Words driv▼e(s) dri▼ve(s) 

83 Idea Box 
【ペットについて】 

What kind of fish [cats / dogs] do 
you have? 

What kind of fish [cat / dog] do 
you have? 

85 手紙 
Thank you very much for 

your letter.  How are you?    
I am well. 
 

Thank you very much for 
your letter.  How are you?  I am 
well. 
※改行なし 

90 側注 Words cannot ca▼nnot 

90 脚注 下線部の発音の強さ，長さに注意し
て言おう。 

下線部の発音の強さに注意して言
おう。 

92 2nd Reading 
1 (3)  a. 

Players can carry the ball on 
their head. 

Players can carry the ball on 
their heads. 

116 1st Reading 
選択肢 (c) the sports day sports day 

118 1 Step 3 
表下〔 〕内 Buddha 大仏 big Buddha 大仏 

147 9-2 
日本語訳 いいえ，していません。 いいえ，しませんでした。 

2 前 
見返 

右下 ペルー 
写真下 ウルス族の人々は， ウロス族の人々は， 

17 側注 Words wonder(d) wonder(ed) 
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28 側注 Words interested [íntərstid] interested [íntərəstid] 

30 写真下 ムニンツツジ ムニンヒメツバキ 

44 Q&A How can you find recipes of 
sushi? 

How can you find recipes for 
sushi? 

75 側注 Check 
A She (l. 7 2 つとも) She (ll. 7-8 3 つとも) 

90 Q&A What does the paper, ink and 
writing show? 

What do the paper, ink and 
writing show? 

101 側注 Words dining [dάiniŋ] 
dining room [dάiniŋ rúːm] 

dining [dáiniŋ] 
dining room [dáiniŋ rúːm] 

105 側注 Check 
A the county (l. 11) the country (l. 11) 

3 
28 側注 Words hear（聞く）の過去形 hear（聞く）の過去分詞形 

54 Drill ○A  beautiful pictures has beautiful pictures 

60 側注 Words Brazilian(s) [brzíljən(z)] Brazilian(s) [brəzíljən(z)] 

70 脚注 What about it? 
●   ●   ● 

What about it? 
●   ●  ● 

95 2nd Reading 
(6) 

How did he think about 
English before?  How does he 
think about it now? 

What did he think about 
English before?  What does he 
think about it now? 
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