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題材重視の伝統を継承しつつ
教えやすさと学びやすさを追求した
新しい  の誕生！

国際基準を見据えて一歩前進させたい
　NEW CROWN の教育方針・理念へのご理解ご支持に対して心よりお
礼申し上げます。このたび，新しい学習指導要領の施行に伴い，NEW 
CROWN のあり方を再検証するとともに，今後の日本の英語教育をも視
野に入れて新版を世に問うことに致しました。
　私どもは，義務教育としての英語教育はどうあるべきかを常に問い，
ことばの教育，異文化理解教育，人間教育，それぞれに対して責任を果
たすべきであると考えてきました。その結果，「題材の NEW CROWN」
というありがたい評価を得てまいりました。
　いま，世界情勢も，教育を取り巻く環境も大きく変わろうとしていま
す。新しい学習指導要領では，とりわけ英語教育に対して大きな期待が
寄せられています。私どもは，伝統を継承しつつ，教えやすさと学びや
すさを追求して改訂した NEW CROWN をもって社会の期待に応えてま
いる所存です。新版によって将来を担う子どもたちの豊かな学びが実現
することを願うとともに，引き続きご理解ご支援を賜りますよう，お願
い申し上げます。

2011年4月
代表著者 高橋 貞雄
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新しい  の約束

３つの教育目標を達成します。

「自ら学ぶ力」を育てる

「ことばを使う力」を育てる

「他とかかわる力」を育てる

　英語教育を通して，確かな学力，豊かな心と，地球市民（世界市民）としての資質を備えた人間
を育成するのが，NEW CROWNの使命です。その思いのもと，NEW CROWNの伝統を引き継ぎなが
ら，3つの教育目標を設定して改訂にあたりました。

　学校教育においては，集団での学習や体験の中で，自ら考え自ら学ぶことのできる人間を育成すること
が求められます。
　特に英語という外国語の学習においては，教室における聞く・話す・読む・書くという４技能の学び合い
を通して，自ら考えて学んだり応用できる力を身につけることが大切です。
　生徒の発達段階や個に応じた「学び方」「わかり方」を身につけさせることで，ことばを学ぶ楽しさや喜
びを与え，英語を学び続ける意欲と動機を養います。

　英語教育は，ことばの教育です。現代社会においては，実生活で役に立つ英語力を身につけることが求
められています。そのためには，語彙や文法を基本とする基礎学力を確実に身につけることで，英語を使
うための基礎を養うことが何よりも大切です。
　また，ことばの運用は，社会生活を営む上で非常に重要です。実生活に即して英語を使うさまざまな体
験と，「ことば」の大切さや「ことば」の働きについて学んだり考えたりする活動を通して，豊かな英語の
使い手を育成します。

　英語教育で期待されることのひとつは，多様な価値観を持つ世界のさまざまな文化や，地球環境などの
諸問題に自らを関係づける力をつけることです。
　他とかかわって生きていくためには，自己を確立し，他を受け入れ，尊重することのできる豊かな心を育
む必要があります。
　また，英語の学習を通じて視野を広げ，同時に自分の考えや自分たちの文化を外に発信していくことが
大切です。
　人間の生き方について考え，他とかかわる経験を通して，地球市民の資質を培います。
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新しい学習指導要領への不安は
◉新しい学習指導要領では

教育課程上の位置づけ

新しい学習指導要領の基本的な考え方

【外国語科】改訂のポイント

●授業時間数が週３時間から週４時間に増えます。

●小学校の外国語活動とのスムーズな接続が求められます。

●生徒が自ら主体的に学習に取り組む態度を育てることが求められます。

●基礎的･基本的な知識及び技能を確実に習得させることが求められます。

●習得した内容を活用し， 思考力や表現力などを養うことが求められます。

●「読むこと｣｢書くこと｣を含め４技能を総合的に育成することが
　求められます。

●コミュニケーションを支える文法をきちんと身につけさせることが
　求められます。

●語いが900語程度から1,200語程度まで増えます。

●発音指導は， つづりとの関係や日本語との違いに注意させることが
　求められます。

●伝統文化や自然科学などを教材として取り上げることが求められます。
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 が解決します！
◉新しい  は

2割のページ増を実現。質･量ともに充実させました。
・学年ごとのレッスン数は変わりません。
・習得した知識･技能の活用部分と付録を充実させました。

自学自習できる工夫を随所に配置しました。
・シラバスや各レッスンのねらいを提示して，計画的に学習ができるようにしました。
・「辞書の使い方」「つづりと発音」「いろいろな単語」などを配置。自ら学ぶ力を養います。

USE Read を新設し，さらに各段階の言語活動で「書く」活動を強化。
・4技能が総合的に育めるように，バランスよく活動を配置しました。
・学期に1回の頻度で，技能統合型の活動も配置しました。

１年冒頭部分を大幅に改訂しました。
・Get Readyで小学校外国語活動の内容をふり返り，生徒の足並みを揃えます。
・LESSON 1～3で音声から文字へのスムーズな移行ができます。

ページごとのねらいが明確なレッスン構成にしました。
・レッスン前半の習得部分（GET）で基礎的・基本的な知識・技能を習得します。
・レッスン後半の活用部分（USE）で習得したものを活用します。

「導入 → 繰り返し使う → 整理」の流れで確かな文法力をつけます。
・言語活動を通して，文法を定着させます。 
・「絵でわかる英語のしくみ」では，関連する文法事項をまとめ，日本語との違いにも触れています。

各レッスンに Word Corner を新設。
・活用を通して，語いを習得できるように工夫しました。
・最重要語，重要語，その他の語の３段階に分けて，学習のしやすさを重視しました。

各レッスンのSOUNDSを充実させました。
・日本語の音声との違いや，発音とつづりなどについて，タスクを通して，気づいていきます。
・巻末「つづりと発音」で，母音と子音に分けて英語の音を整理します。

各学年に「伝統文化」「自然科学」の題材を配置しました。
・題材のバランスを改善するため，以下の７領域を考慮して配置しました。
  ①学び  ②ことば  ③伝統文化（日本文化） ④異文化理解  ⑤自然理解  ⑥社会理解  ⑦人間理解

2割のページ増を実現。質･量ともに充実させました。

ページごとのねらいが明確なレッスン構成にしました。

各レッスンに Word Corner を新設。

各レッスンのSOUNDSを充実させました。

各学年に「伝統文化」「自然科学」の題材を配置しました。
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CONTENTS 平成24年度版  の全体像

教えやすさ，学びやすさを追求し，大改訂!
新しい  です！

学びのプロセスを重視したLESSON構成にしました！

生徒の自立した学習を促す工夫を
随所に散りばめました！ レッスン構成 8

見通し とびら 9

習得 GET 10

活用 USE① 12

 USE② 14

 USE③ 16

確認 まとめ 18

自立的学習のサポート 34

本冊子のページ

●レッスンの中で学習事項を繰り返し学んでいき，確かな力を育みます。

●指導と学習が相補って，確かな力を育みます。

●小学校外国語活動を踏まえた体験から中学校の学習に入っていきます。
Get Ready 1 28

Get Ready 2～4 30

LESSON 1～3 32

小学校外国語活動とのスムーズな接続！

見通しを
立てる

基礎・
基本を
習得する

習得した
ものを
活用する

身につけた
ことを
確認する

指導
指導

指導

自ら学ぶ

自ら学ぶ

自ら学ぶ

生
徒

教
師

教科書

小学校
外国語活動

Get Readyy
１年 LESSON 1～3 LESSON 4～ 2・3年
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■ 日本の各地域の食文化について関心を高める。
■ There is [are] ～. や動名詞を理解し，使う。
■ 身近な地域の名所・名物を紹介する英文を書く。

Enjoy Sushi

●What kind of sushi do you like?
●Do you have any local food in your town?

LESSON 4

この課で
学ぶこと

local
[lóukəl]

food
[fúːd]

Words

37thirty-seven

E2021_2年_L4_4扉_24NC.indd   37 10.4.27   10:25:19 AM

76

LET’S READ 1

Alice and Humpty Dumpty

seventy-six

少女アリスがウサギについていきました。どこへ行くのでしょう。Words

run
走る

rabbit
ウサギ

hold(s)
～をにぎる

into
～の中へ

hole
穴

follow(s)
～についていく

down
下へ

Alice
アリス（女性の名前）

Humpty 
Dumpty
ハンプティー・ダンプ
ティー

Wonderland
不思議（ふしぎ）の国

 Run, run, run.

 The rabbit holds his watch.

 “I’m late.  I’m late.  I’m late.”

 He runs into a hole.

 Alice follows the rabbit.

 She falls into the hole.

 Down, down, down.

 She goes to Wonderland.

原作は，イギリスの作家
ルイス・キャロルの『不
思議の国のアリス』およ
び『鏡の国のアリス』。

Tips

5

E1035_1年_L6-LR1_24NC.indd   76 10.4.27   9:35:42 AM

49

LET’S READ 1

A Pot of Poison

forty-nine

珍
ちん
，観
かん
はお寺の小

こ
僧
ぞう
さんです。ある日，和

お
尚さまがお寺を留守にすることになりました。

さて，その間にどのようなことが起こるのでしょうか。
Words

pot　つぼ
[pɑ́ t]

poison　毒
[pɔ´ izn]

temple　寺
[témpl]

away　離れて
[əwéi]

over
[óuvər ]
～を（越えて）向こうへ

until　～まで
[ʌntíl]

back　帰って
[bǽk]

master　和尚さま
[mǽstər ]

something
[sʌ́ mϑiŋ]
（何かある）物，こと

far away
遠く離れて

one day
ある日

go away
よそへ行く

over there
あそこに

get back
帰る

priest
[príːst]
僧

In a temple far away, a priest and two boys live.  One day 

the priest has to go away.

 Priest:  Boys, I’ll put this pot over there.

   Watch it until I get back.

 Chin:  Yes, Master.

 Kan:  Is something in the pot, Master?

 Priest:  Yes.  Poison!  Don’t touch it.

 Chin, Kan:  Yes, Master.

① 原作は狂言の「附子
（ぶす）」。
② ドラマなどのト書き
では，現在形が使われ
る。

Tips

5

E2027_2年_L4-LR1_24NC.indd   49 10.4.27   10:38:04 AM

68

GET

sixty-eight

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

B  A C D

 Why did Martin Luther King, Jr. work very hard?

POINT
後置修飾Ⅱ

The country which I want to visit is Canada.

The country I want to visit is Canada.
● 名詞を説明する文
〈主語＋動詞～〉の形で人
やものを説明するとき

文法の要点 p.76

Words

American(s)
[əmérikən(z)]

equal
[íːkwəl]

free
[fríː]

speech
[spíːtʃ]

make a speech

Washington, 
D.C.
[wά ʃiŋtən díːsíː]
ワシントンD.C.

●久美が読んだ本についてクラスで話しています。

Part 2

 The book I read tells the 

story of Martin Luther King, Jr.  

He worked very hard to make 

all Americans equal and free.  

He is famous for a speech he made in 

Washington, D.C.

聴衆に話しているキング牧師

5

E3035_3年_L6_GET_24NC.indd   68 10.4.27   11:30:01 AM

84

USE
●車いすバスケットボールを見学した久美のレポートです。どのようなスポーツなのか，
確認しよう。

eighty-four

Read

In-Reading

1 本文を一度読んで，印象に残った語句を書き出そう。

2 もう一度読んで，次の問いに答えよう。（□の数字は段落を示しています。）
　⑴ What sport does Mr Kyoya play?　（ 2 ）
　⑵ What can Mr Kyoya do very well?　（ 2 ）
　⑶ Can players push their chairs with the ball many times?　（ 3 ）

3 車いすバスケットボールのルールを英語で言ってみよう。

車いすバスケットボール
のルールは，車いすでプ
レイするために改めたと
ころ以外は，コートの大
きさ，ゴールの高さ，
ボールの大きさなど，す
べて一般のバスケット
ボールと同じ。1チーム
5人。1ゲームは10分を
4回。

Tips

Pre-Reading

バスケットボールについて知っていることを話し合おう。

Words

pe
▼

ople

Japa
▼

n

sho
▼

ot

① 2行めの itは何を指し
ているでしょう。
② 5行めの itは何を指し
ているでしょう。

Check

1 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.
2 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

shoot very well.

Wheelchair Basketball

京谷和幸選手

5

E1039_1年_L7_UR_24NC.indd   84 11.1.15   1:18:03 PM

見　再校✓

■ 広島の原爆にまつわる事実を知り，平和について考える。
■ make＋A＋B や It is ～ (for A) to ... を理解し，使う。
■ 世界の人々に向け，大切なことについてのメッセージを書く。

The Story of Sadako

◦Where is this?
◦Why is the girl holding an orizuru?

LESSON 4

この課で
学ぶこと

35thirty-five

E3021_3年_L4_4扉_24NC.indd   35 10.4.27   11:12:10 AM

■ 世界の家の多様性を知り，住まいと生活文化について知る。
■ 関係代名詞（主格・目的格）を理解し，使う。
■ 日本の文化についてプレゼンテーションする。

Houses and Lives

●Have you ever seen these houses?
●Which house do you like?

LESSON 5

この課で
学ぶこと

51fifty-one

■ 地球の歴史への関心を高める。
■ be動詞の過去形や過去進行形を理解し，使う。

■ 自分の成長についてエッセイを書く。

A Calendar of the Earth

◦What are these animals?
◦What do you know about the history of the earth?

LESSON 2

この課で学ぶこと

calendar[kǽləndər ]

Words

11
eleven

E2009_2年_L2_2扉_24NC.indd   11

10.4.27   10:26:50 AM

■ 日本の伝統文化およびそれを世界に発信することに関心を高める。
■ 現在完了形（経験用法・完了用法）を理解し，使う。
■ インタビューをして，その内容を書いてまとめる。

Rakugo Goes Overseas

●What is the woman in kimono doing?
●Why are the people laughing?

LESSON 3

この課で
学ぶこと

laugh(ing)
[lǽf(iŋ)]

Words

23twenty-three

見　初校✓

■ 外国の中学校生活を知る。■ 現在進行形を理解し，使う。■ 自分の学校を海外に紹介する英文を書く。

School Life in the USA

●Where does this bus go?●What do you like about school?

LESSON 8

この課で学ぶこと

life

bus

Words

91
ninety-one

統合統合
Listening

Reading Writing

Speaking

初版以来33年の伝統を継承! 
安心の  です！

レッスン構成 8

見通し とびら 9

習得 GET 10

活用 USE① 12

 USE② 14

 USE③ 16

確認 まとめ 18

自立的学習のサポート 34

本冊子のページ

●技能統合型の活動も配置しました。

●生徒の知的欲求を満たす新しい題材を積極的に発掘しました。

●指導書・教材などが授業をサポートします。

●好評の題材は継承しました。

Get Ready 1 28

Get Ready 2～4 30

LESSON 1～3 32

４技能のバランス 20

こだわりの題材① 22

こだわりの題材② 24

こだわりの題材③ 26

語い数･指導時数･
文法の配列 36

指導書･指導用教材･
生徒用教材 38

４技能を総合的にバランスよく育成します！

題材の  は健在です！

サポート体制の充実！
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見通しを立てる 基礎・基本を習得する

習得したものを活用する 身につけたことを確認する

87

LESSON 7

eighty-seven

Speak

何ができますか？
●友達に，できること・できないことをたずねて，無人島に一緒に行く  
仲間を探そう。

1  由希とジョンの会話を聞いて，聞き取った内容をメモしよう。

できること できないこと

由希

ジョン

○由希はジョンに何とたずね，ジョンはどう答えていたか，確認しよう。

2  あなたは無人島に行くことになりました。ボートは4人乗りなので，あと3人まで一緒に行くことが
できます。一緒に行く仲間を探そう。
⑴  どんなことができる人と一緒に行きたいですか。3つまで✓を入れよう。
□ cook well □ climb trees □ swim fast
□ make a fire □ use a knife □ play the guitar

⑵  ⑴で✓を入れたことを表に書き，できるかどうか友達に聞いてみよう。できると答えたら，その
友達の名前を表に書き入れよう。

Can you ～? できると答えた友達の名前

3  自分や友達のできることをみんなの前で紹介しよう。
　
統合

例� Yuki can cook well.  I can’t cook well.  But I can play the guitar.

Try 発表したことを書いてまとめてみよう。

make a fire　火をおこす
knife　ナイフ

E1040_1年_L7_USE-LS_24NC.indd   87 10.4.27   9:42:42 AM

86

USE

eighty-six

Listen

補助犬について知ろう
●補助犬（assistance dog）について，ナンシーと直樹が話します。

1  会話を聞いて，内容に合うものはＴに，間違っているものはFに✓を入れよう。

① 補助犬はペットである。 □ T　　　 □ F

② 補助犬の名前はミオである。 □ T　　　 □ F

③ 松本さんは耳が不自由である。 □ T　　　 □ F

④ 補助犬は松本さんの目の役割をしている。 □ T　　　 □ F

pet　ペット help　助ける hear　聞く
tell　教える someone　だれか

2  会話の中で，松本さんの補助犬は何ができると言われていますか。できると言われているものに○を
つけよう。

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

3  1，2で聞いた内容をもとに，松本さんの補助犬を英語で紹介しよう。
　
統合

例  This is Ms Matsumoto’s assistance dog.  The dog’s name is ...

Try ハンディキャップをもった人たちがよりよく暮らせるように，自分ができることについて考え，英
語で書いてみよう。

E1040_1年_L7_USE-LS_24NC.indd   86 11.1.5   2:46:23 PM

見　初校✓

83

LESSON 7

eighty-three

Word Corner  いろいろな動作

●例にならって言ってみよう。　例 The animal can run fast.

fly in the sky

catch a ball

run fast

climb trees

swim in the sea

jump well

Practice
１  Listen  動物たちが，自分の得意なことやできないことを話します。話
しているのはどの動物かを考えて，（　　）に番号を書き入れよう。

２  Speak  ペアやグループで，1のようなクイズをしよう。例にならって
質問をして，友達がどんな動物になりきっているか，当ててみよう。（→W）

 例	《質問する人》 《クイズを出す人》
 	  Can you swim well? No, I can’t.

 	  Can you climb trees well?	 Yes, I can.

 	  You are a monkey! Yes.  I am a monkey. /

 	    No.  I’m not a monkey.

３  Write  例にならって，2で話した内容をまとめて書いてみよう。
 例	 Monkeys cannot swim well.  They can climb trees well.

cheetah チーター　　dolphin イルカ　　polar bear ホッキョクグマ
hawk タカ monkey サル

（　　）

kangaroo
カンガルー

Ⓐ

（　　）

koala
コアラ

Ⓑ

（　　）

ostrich
ダチョウ

Ⓒ

（　　）

penguin
ペンギン

Ⓓ

fast

sea

fly

sky

climb

tree(s)

jump

catch

ball

animal

Words

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   83 10.4.27   9:38:43 AM

82

GET

eighty-two

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

BA BAC C
❶ ❷

 Is this Kumi’s first time in a wheelchair?

POINT
助動詞can Ⅱ

Koji can play the piano.
❶ 疑問文・応答文
「～できますか」 Can Koji play the piano?

  Yes, he can. / No, he cannot [can’t].　

Koji cannot [can’t] play the flute.
❷ 否定文
「～できません」

文法の要点 p.88

Words

chair(s)

special

wheel(s)

move

easily

hard

again

join

cannot

can’t ← cannot

Part 2

 Kumi:   This is my first time in a wheelchair.

 Bob:   These chairs have special wheels.

    Can you move easily in the chair?

 Kumi:   No, I can’t.  It’s hard.

 Bob:   You can do it.  Let’s practice again.

    Then, join us.

●久美はボブに誘われて，車いすバスケットボールを体験しています。

5
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見　三校✓

■ いろいろなスポーツについて知る。
■ 助動詞canを理解し，使う。
■ 自分や友達のできることについて話す。

Wheelchair Basketball
LESSON 7

この課で
学ぶこと

wheelchair

Words

●Do you know this sport?
●What sport do you like?

79seventy-nine

E1037_1年_L7_7扉_24NC.indd   79 11.1.5   2:17:32 PM

見　初校✓

83eighty-three

Practice

s)

h

al

Words

81

LESSON 7

eighty-one

Word Corner  いろいろな動作

●例にならって言ってみよう。
	 例		The girl plays the piano every day.

Practice
１  Listen  麻里たちが，自分の得意なことについて話します。話を聞いて，
内容に合うイラストを選び，（　　）に記号を書き入れよう。

 1. Mari （　　） 2. Misa （　　） 3. Ayumi （　　）
 4. Nana （　　） 5. Yuri （　　） 6. Aki （　　）

２  Speak  ペアになって，あなたの得意なことを話してみよう。なるべ
く多くの相手と話し，聞いたことをメモしよう。（→W）

 例	A:  Hi.  I’m Takuya.  I like music.  I can play the flute.

 	 B:  Oh, you can play the flute.  That’s nice.

３  Write  例にならって，2でメモした内容を書いてみよう。
 例	 Takuya likes music.  He can play the flute.

ⒸⒷⒶ

Ⓓ Ⓔ Ⓕ

violin

draw

computer

cook

curry

swim

meter(s)

Words

draw pictures

swim 500 meters

play the piano

use a computer

play the violin

cook curry

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   81 11.1.5   2:23:19 PM

見　初校✓

80

GET

eighty

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

 Does Bob play basketball?

POINT
助動詞can Ⅰ

Koji plays the piano.

Koji can play the piano.
● 肯定文
「～できます」

文法の要点 p.88

Words

member

of

team

can

strong

very much

Bob
ボブ（男性の名前）

●ポールが久美たちに，お兄さんを紹介しています。

Part 1

 This is my brother, Bob.

He likes sports very much.

He’s a member of a basketball team.  

He can play basketball very well.  This is 

his team.  It’s strong.5

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   80 11.1.21   11:27:35 AM

見　三校✓

87eighty-seven

行くことが

たら，その

火をおこす
フ

85

LESSON 7

eighty-five

Post-Reading

本文について，ペアで質問をし合い，内容を確認しよう。
　例 Can Mr Kyoya shoot very well?

Try 本文の第3段落（ 3 ）に “They can push their own chairs one or two times 
with the ball.”と述べられています。なぜこのようなルールができたか，話し合ってみよ
う。

① 3行めのpushは，車
輪を回して車いすを進め
ることを表している。
② ～ timesで回数を表
し，「～回」の意味にな
る。

Tips

Words

rule(s)

carry

their

long

push

own

or

exciting

game

lap(s)
ひざ（の上）

① 2行めのTheyはだれ
を指しているでしょう。
② canを使った文に下
線を引こう。

Check

[87 words]

3 What are some rules of wheelchair basketball?  

Players can carry the ball on their laps.  They can’t 

hold the ball too long.  They can push their own 

chairs one or two times with the ball.
4 Wheelchair basketball is very exciting.  Let’s 

watch a game.

5
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見　再校✓

84

USE
●車いすバスケットボールを見学した久美のレポートです。どのようなスポーツなのか，
確認しよう。

eighty-four

Read

In-Reading

1 本文を一度読んで，印象に残った語句を書き出そう。

2 もう一度読んで，次の問いに答えよう。（□の数字は段落を示しています。）
　⑴ What sport does Mr Kyoya play?　（ 2 ）
　⑵ What can Mr Kyoya do very well?　（ 2 ）
　⑶ Can players push their chairs with the ball many times?　（ 3 ）

3 車いすバスケットボールのルールを英語で言ってみよう。

車いすバスケットボール
のルールは，車いすでプ
レイするために改めたと
ころ以外は，コートの大
きさ，ゴールの高さ，
ボールの大きさなど，す
べて一般のバスケット
ボールと同じ。1チーム
5人。1ゲームは10分を
4回。

Tips

Pre-Reading

バスケットボールについて知っていることを話し合おう。

Words

people

Japan

shoot

① 2行めの itは何を指し
ているでしょう。
② 5行めの itは何を指し
ているでしょう。

Check

1 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.
2 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

shoot very well.

Wheelchair Basketball

京谷和幸選手

5
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見　再校✓

確認問題

１．次の文を 「～できます」 という文にしよう。

① I play the piano.
② Ms Green cooks tempura.

２．（　　）内の英文を参考にして，日本語の意味に合う英文を書いてみよう。

① エイミーはコンピュータが使えますか。 （Amy can use computers.）
② 私の父はサッカーがうまくできません。 （My father can play soccer well.）
③ あなたのお母さんは絵がうまくかけますか。 （Your mother can paint pictures well.）
④ 私の弟は泳げません。 （My brother can swim.）

SOUNDS
●発音とつづり
次のカタカナ語と英語を聞き比べよう。次に，wに注意して英語を発音しよう。

ウーマン
woman

ウィンター
winter

ウェルカム
welcome

ウォッチ
watch

●英語らしい音づくり
1． 英語を聞いて，文の終わりの上げ下げを，（　）に  などの矢印で書き入れよう。どんなルール
があるか，ペアで話し合おう。

Are you thirsty? （　）
Please call me Dave. （　）
What’s kendo? （　）
Do you practice kendo after school? （　）

2． 次の文を読むときに，息つぎをするところにスラッシュ（ / ）を書き入れて，ペアで一緒に読んで
みよう。

Many people play wheelchair basketball in Japan.
Wheelchair basketball players can carry the ball on their laps.

eighty-nine 89

LESSON 7

E1041_1年_L7_Uまとめ_24NC.indd   89 11.1.5   2:51:06 PM

見　初校✓

助動詞can

●「～できます」 （肯定文） GET Part 1

 Koji           plays the piano.     （耕司はピアノをひきます。）

 Koji  can play the piano.  （耕司はピアノをひくことができます。）

主  ＋ can  ＋ 動詞の原形（もとの形） ～.

「～できます」とできることについて表現するときには，動詞の前に助動詞のcanを置きます。
canのあとの動詞は原形（もとの形）で，これは主語が何であっても変わりません。

文法の要点

●「～できません」 （否定文） GET Part 2❷

 Koji   can                     play the piano.

 Koji  cannot [can’t] play the flute.

                否定文ではcannot [can’t]を使います。

●「～できますか」 （疑問文・応答文） GET Part 2❶

          Koji  can play the piano.

Can  Koji  play the piano?

    たずねるときはcanを文の最初に置きます。

 — Yes,  he  can. / No,  he  cannot [can’t].

                                                                
  答えるときは Yes, 主語（代名詞） ＋can. /  
No, 主語（代名詞） ＋cannot [can’t]. で答えます。

canで「～してもよい」という許可も表すことができるよ。
You can go home. 
（あなたは家に帰ることができます。→帰ってもよい）
Players can carry the ball on their laps. 
（選手たちはボールをひざの上で運ぶことができます。
 →ひざの上で運んでもよい）
 USE Read

canの否定形でよく使われるのはcannotとcan’tだよ。
can notはほとんど使われないよ。

eighty-eight88

まとめ

E1041_1年_L7_Uまとめ_24NC.indd   88 10.4.27   9:44:12 AM

レッスン構成

教えやすく，学びやすいレッスン構成です。
・各ページの役割を明確にして，学習のねらいをわかりやすくしました。
・英語を身につけるための手順がわかりやすいレッスン構成です。

1年 LESSON 7以降のページ構成
は，以下のようになっています。

＊詳しくはp.9へ 

＊詳しくはp.12～17へ 

＊詳しくはp.10～11へ 

＊詳しくはp.18～19へ 

NC24解説冊子-ver02.indd   8 11.3.2   10:41:23 PM



9

■ いろいろなスポーツについて知る。
■ 助動詞canを理解し，使う。
■ 自分や友達のできることについて話す。

Wheelchair Basketball
LESSON 7

この課で
学ぶこと

whe
▼

elchair

Words

●Do you know this sport?
●What sport do you like?

79seventy-nine

E1037_1年_L7_7扉_24NC.indd   79 11.1.5   2:17:32 PM

見　初校✓

見通しを立てる

とびら
レッスンの「とびら」では，学習の見通しを立てます。
・これから学ぶ内容への動機づけと，レッスンのねらいの確認をするページです。

ここからp.19まで，1年
LESSON 7の各ページを
詳しく紹介します。

トピックに関連の深
い写真が生徒の興味・
関心を高め，レッス
ンへのスムーズな導
入を図ります。

写真やトピックに関
連した英語での問い
かけの例です。
簡単なオーラル・イ
ンタラクションにつ
ながります。

レッスンの目標が3つ
示されます。
■「題材」
■「言語材料」
■「言語活動」
のねらいにあたります。

NC24解説冊子-ver02.indd   9 11.3.2   10:41:27 PM
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82

GET

eighty-two

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

BA BAC C
❶ ❷

 Is this Kumi’s first time in a wheelchair?

POINT
助動詞can Ⅱ

Koji can play the piano.
❶ 疑問文・応答文
「～できますか」 Can Koji play the piano?

  Yes, he can. / No, he cannot [can’t].　

Koji cannot [can’t] play the flute.
❷ 否定文
「～できません」

文法の要点 p.88

Words

cha
▼

ir(s)

spe
▼

cial

whe
▼

el(s)

mo
▼

ve

e
▼

asily

ha
▼

rd

aga
▼

in

jo
▼

in

cannot

can’t ← cannot

Part 2

 Kumi:   This is my first time in a wheelchair.

 Bob:   These chairs have special wheels.

    Can you move easily in the chair?

 Kumi:   No, I can’t.  It’s hard.

 Bob:   You can do it.  Let’s practice again.

    Then, join us.

●久美はボブに誘われて，車いすバスケットボールを体験しています。

5

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   82 11.1.21   11:27:50 AM

見　三校✓

81

LESSON 7

eighty-one

Word Corner  いろいろな動作

●例にならって言ってみよう。
	 例		The girl plays the piano every day.

Practice
１  Listen  麻

ま
里
り
たちが，自分の得意なことについて話します。話を聞いて，

内容に合うイラストを選び，（　　）に記号を書き入れよう。

 1. Mari （　　） 2. Misa （　　） 3. Ayumi （　　）
 4. Nana （　　） 5. Yuri （　　） 6. Aki （　　）

２  Speak  ペアになって，あなたの得意なことを話してみよう。なるべ
く多くの相手と話し，聞いたことをメモしよう。（→W）

 例	A:  Hi.  I’m Takuya.  I like music.  I can play the flute.

 	 B:  Oh, you can play the flute.  That’s nice.

３  Write  例にならって，2でメモした内容を書いてみよう。
 例	 Takuya likes music.  He can play the flute.

ⒸⒷⒶ

Ⓓ Ⓔ Ⓕ

violi
▼

n

dra
▼

w

compu
▼

ter

co
▼

ok

cu
▼

rry

swi
▼

m

me
▼

ter(s)

Words

draw pictures

swim 500 meters

play the piano

use a computer

play the violin

cook curry

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   81 11.1.5   2:23:19 PM

見　初校✓

80

GET

eighty

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

 Does Bob play basketball?

POINT
助動詞can Ⅰ

Koji plays the piano.

Koji can play the piano.
● 肯定文
「～できます」

文法の要点 p.88

Words

me
▼

mber

o
▼

f

te
▼

am

ca
▼

n

stro
▼

ng

very much

Bo
▼

b
ボブ（男性の名前）

●ポールが久美たちに，お兄さんを紹介しています。

Part 1

 This is my brother, Bob.

He likes sports very much.

He’s a member of a basketball team.  

He can play basketball very well.  This is 

his team.  It’s strong.5

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   80 11.1.21   11:27:35 AM

見　三校✓

基礎・基本を習得する

GET
基礎的・基本的な知識・技能を習得します。
・文法や基礎的な技能などの重要事項は，GETのページでひととおりカバーできます。

レッスン構成

GETのページの本文は，短く明
解な内容なので，新出文法や語い
の学習に力を注ぐことができます。

Words（新語欄）では，この線
より上が学習対象語です。（3年間
で約1,200語。）
最重要語には太字を使っています。

POINT

基本的な英文を「聞き」「繰り返し」「発
話し」「書き留める」ことで，文のしく
みを徹底的に身につけます。

リスニング・スクリプト

A. Koji can play the piano.
B. Tom can play the guitar.
C. Miki can play soccer well.
D. Amy can draw pictures 

well.

Q&Aでは，簡単な英問英答で
内容理解を確認します。

基本文は，Aのイラストを表
す英文です。

ターゲットとなる文（基本文）のしく
みを，既習文との対比で理解します。

NC24解説冊子-ver02.indd   10 11.3.2   10:41:31 PM
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83

LESSON 7

eighty-three

Word Corner  いろいろな動作

●例にならって言ってみよう。　例 The animal can run fast.

fly in the sky

catch a ball

run fast

climb trees

swim in the sea

jump well

Practice
１  Listen  動物たちが，自分の得意なことやできないことを話します。話
しているのはどの動物かを考えて，（　　）に番号を書き入れよう。

２  Speak  ペアやグループで，1のようなクイズをしよう。例にならって
質問をして，友達がどんな動物になりきっているか，当ててみよう。（→W）

 例	《質問する人》 《クイズを出す人》
 	  Can you swim well? No, I can’t.

 	  Can you climb trees well?	 Yes, I can.

 	  You are a monkey! Yes.  I am a monkey. /

 	    No.  I’m not a monkey.

３  Write  例にならって，2で話した内容をまとめて書いてみよう。
 例	 Monkeys cannot swim well.  They can climb trees well.

cheetah チーター　　dolphin イルカ　　polar bear ホッキョクグマ
hawk タカ monkey サル

（　　）

kangaroo
カンガルー

Ⓐ

（　　）

koala
コアラ

Ⓑ

（　　）

ostrich
ダチョウ

Ⓒ

（　　）

penguin
ペンギン

Ⓓ

fa
▼

st

se
▼

a

fly
▼

sky
▼

cli
▼

mb

tre
▼

e(s)

ju
▼

mp

ca
▼

tch

ba
▼

ll

a
▼

nimal

Words

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   83 10.4.27   9:38:43 AM

82

GET

eighty-two

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

BA BAC C
❶ ❷

 Is this Kumi’s first time in a wheelchair?

POINT
助動詞can Ⅱ

Koji can play the piano.
❶ 疑問文・応答文
「～できますか」 Can Koji play the piano?

  Yes, he can. / No, he cannot [can’t].　

Koji cannot [can’t] play the flute.
❷ 否定文
「～できません」

文法の要点 p.88

Words

cha
▼

ir(s)

spe
▼

cial

whe
▼

el(s)

mo
▼

ve

e
▼

asily

ha
▼

rd

aga
▼

in

jo
▼

in

cannot

can’t ← cannot

Part 2

 Kumi:   This is my first time in a wheelchair.

 Bob:   These chairs have special wheels.

    Can you move easily in the chair?

 Kumi:   No, I can’t.  It’s hard.

 Bob:   You can do it.  Let’s practice again.

    Then, join us.

●久美はボブに誘われて，車いすバスケットボールを体験しています。

5

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   82 11.1.21   11:27:50 AM

見　三校✓

83

81

LESSON 7

eighty-one

Word Corner  いろいろな動作

●例にならって言ってみよう。
	 例		The girl plays the piano every day.

Practice
１  Listen  麻

ま
里
り
たちが，自分の得意なことについて話します。話を聞いて，

内容に合うイラストを選び，（　　）に記号を書き入れよう。

 1. Mari （　　） 2. Misa （　　） 3. Ayumi （　　）
 4. Nana （　　） 5. Yuri （　　） 6. Aki （　　）

２  Speak  ペアになって，あなたの得意なことを話してみよう。なるべ
く多くの相手と話し，聞いたことをメモしよう。（→W）

 例	A:  Hi.  I’m Takuya.  I like music.  I can play the flute.

 	 B:  Oh, you can play the flute.  That’s nice.

３  Write  例にならって，2でメモした内容を書いてみよう。
 例	 Takuya likes music.  He can play the flute.

ⒸⒷⒶ

Ⓓ Ⓔ Ⓕ

violi
▼

n

dra
▼

w

compu
▼

ter

co
▼

ok

cu
▼

rry

swi
▼

m

me
▼

ter(s)

Words

draw pictures

swim 500 meters

play the piano

use a computer

play the violin

cook curry

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   81 11.1.5   2:23:19 PM

見　初校✓

80

GET

eighty

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

 Does Bob play basketball?

POINT
助動詞can Ⅰ

Koji plays the piano.

Koji can play the piano.
● 肯定文
「～できます」

文法の要点 p.88

Words

me
▼

mber

o
▼

f

te
▼

am

ca
▼

n

stro
▼

ng

very much

Bo
▼

b
ボブ（男性の名前）

●ポールが久美たちに，お兄さんを紹介しています。

Part 1

 This is my brother, Bob.

He likes sports very much.

He’s a member of a basketball team.  

He can play basketball very well.  This is 

his team.  It’s strong.5

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   80 11.1.21   11:27:35 AM

見　三校✓

ターゲットとなる文のしくみを学び，練習します。

GETの標準的な授
業時間は，1見開き
で2時間です。

Drillで身につけた文のし
くみを簡単な文脈の中で
活用し練習します。
「聞く」「話す」「書く」力
を総合的に伸ばします。
Listenで聞いた英文を参
考に，Speakでやり取り
し，Writeでその英文を書
き留めます。

基礎的な語いをジャンル
ごとにまとめて補充しま
す。イラストや簡単な活
動を通して，活用しなが
ら語い力を増強します。

Speakの活動では，
Word Corner の 語
いを活用できます。

まとめのページとのリンク
がひと目でわかります。

リスニング・スクリプト

No.1
Mari: Hi.  I’m Mari.  I like music.  

I can play the flute.  I can 
play the piano too.

No.2
Misa: He l l o .  I ’m M i s a . I l i ke 

sports very much.  I can 
play soccer very well.

No.3
Ayumi: Hello, everyone.  My name 

is Ayumi.  I like art.  I can 
draw beautiful pictures.

以下略

NC24解説冊子-ver02.indd   11 11.3.2   9:55:32 PM
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LESSON 7

eighty-five

Post-Reading

本文について，ペアで質問をし合い，内容を確認しよう。
　例 Can Mr Kyoya shoot very well?

Try 本文の第3段落（3）に “They can push their own chairs one or two times 
with the ball.”と述べられています。なぜこのようなルールができたか，話し合ってみよ
う。

① 3行めのpushは，車
輪を回して車いすを進め
ることを表している。
② ～ timesで回数を表
し，「～回」の意味にな
る。

Tips

Words

ru
▼

le(s)

ca
▼

rry

the
▼

ir

lo
▼

ng

pu
▼

sh

o
▼

wn

o
▼

r

exci
▼

ting

ga
▼

me

la
▼

p(s)
ひざ（の上）

① 2行めのTheyはだれ
を指しているでしょう。
② canを使った文に下
線を引こう。

Check

[87 words]

3 What are some rules of wheelchair basketball?  

Players can carry the ball on their laps.  They can’t 

hold the ball too long.  They can push their own 

chairs one or two times with the ball.
4 Wheelchair basketball is very exciting.  Let’s 

watch a game.

5

E1039_1年_L7_UR_24NC.indd   85 11.1.15   1:18:14 PM

見　再校✓

84

USE
●車いすバスケットボールを見学した久美のレポートです。どのようなスポーツなのか，
確認しよう。

eighty-four

Read

In-Reading

1 本文を一度読んで，印象に残った語句を書き出そう。

2 もう一度読んで，次の問いに答えよう。（□の数字は段落を示しています。）
　⑴ What sport does Mr Kyoya play?　（ 2 ）
　⑵ What can Mr Kyoya do very well?　（ 2 ）
　⑶ Can players push their chairs with the ball many times?　（ 3 ）

3 車いすバスケットボールのルールを英語で言ってみよう。

車いすバスケットボール
のルールは，車いすでプ
レイするために改めたと
ころ以外は，コートの大
きさ，ゴールの高さ，
ボールの大きさなど，す
べて一般のバスケット
ボールと同じ。1チーム
5人。1ゲームは10分を
4回。

Tips

Pre-Reading

バスケットボールについて知っていることを話し合おう。

Words

pe
▼

ople

Japa
▼

n

sho
▼

ot

① 2行めの itは何を指し
ているでしょう。
② 5行めの itは何を指し
ているでしょう。

Check

1 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.
2 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

shoot very well.

Wheelchair Basketball

京谷和幸選手

5
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見　再校✓
  

習得したものを活用する① ─ 読む

USE Read
GETで身につけた知識を活用して，長文を読む力を育みます。
・文法はGETですでに指導していますので，ここでは読む活動に集中できます。

レッスン構成

現実的な場面設定で「読み」の目
的を明確化します。

3段階のリーディング・タスクが
読みをサポートします。

① Pre-Readingの活動で読むこ
とへの動機を高め，背景知識を
活性化させます。

② In-Readingの設問に答えるこ
とで，概要から詳細への読解の
手順が自然と身につきます。

③ Post-Readingに取り組むこと
で英文を再度読み返し，読んだ
ことについて考えたり，自分に
引き寄せてとらえ直すことを促
します。

Tipsでは，簡単な語法説
明，および内容理解に役
立つ背景知識を補います。

Checkでは，代名詞な
どの指す内容を確認し
たり文法のふり返りを
します。

NC24解説冊子-ver02.indd   12 11.3.2   9:55:35 PM
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85

LESSON 7

eighty-five

Post-Reading

本文について，ペアで質問をし合い，内容を確認しよう。
　例 Can Mr Kyoya shoot very well?

Try 本文の第3段落（ 3 ）に “They can push their own chairs one or two times 
with the ball.”と述べられています。なぜこのようなルールができたか，話し合ってみよ
う。

① 3行めのpushは，車
輪を回して車いすを進め
ることを表している。
② ～ timesで回数を表
し，「～回」の意味にな
る。

Tips

Words

ru
▼

le(s)

ca
▼

rry

the
▼

ir

lo
▼

ng

pu
▼

sh

o
▼

wn

o
▼

r

exci
▼

ting

ga
▼

me

la
▼

p(s)
ひざ（の上）

① 2行めのTheyはだれ
を指しているでしょう。
② canを使った文に下
線を引こう。

Check

[87 words]

3 What are some rules of wheelchair basketball?  

Players can carry the ball on their laps.  They can’t 

hold the ball too long.  They can push their own 

chairs one or two times with the ball.
4 Wheelchair basketball is very exciting.  Let’s 

watch a game.

5
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見　再校✓

84

USE
●車いすバスケットボールを見学した久美のレポートです。どのようなスポーツなのか，
確認しよう。

eighty-four

Read

In-Reading

1 本文を一度読んで，印象に残った語句を書き出そう。

2 もう一度読んで，次の問いに答えよう。（□の数字は段落を示しています。）
　⑴ What sport does Mr Kyoya play?　（ 2 ）
　⑵ What can Mr Kyoya do very well?　（ 2 ）
　⑶ Can players push their chairs with the ball many times?　（ 3 ）

3 車いすバスケットボールのルールを英語で言ってみよう。

車いすバスケットボール
のルールは，車いすでプ
レイするために改めたと
ころ以外は，コートの大
きさ，ゴールの高さ，
ボールの大きさなど，す
べて一般のバスケット
ボールと同じ。1チーム
5人。1ゲームは10分を
4回。

Tips

Pre-Reading

バスケットボールについて知っていることを話し合おう。

Words

pe
▼

ople

Japa
▼

n

sho
▼

ot

① 2行めの itは何を指し
ているでしょう。
② 5行めの itは何を指し
ているでしょう。

Check

1 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.
2 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

shoot very well.

Wheelchair Basketball

京谷和幸選手

5
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見　再校✓
  

LESSON 7  
USE Read
 

Pre-Reading 

バスケットボールについて，知っていることあげてみよう。 

★1チームの人数は？ 

＿＿＿＿＿人 

★得点の方法は？ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

★ゲームの中で禁止されていることは？ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

★ほかにどんなルールを知っていますか？ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

★バスケットボールについて，ほかに知っていることをあ

げてみよう。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Class ________  No. ________ 

Name ______________________ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

★バスケットボールについて，

げてみよう。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

LESSON 7 USE Read 
 

★LESSON 7 USE Read の単語です。確認しよう。 

日本語 英 語 

人々 people 

日本 Japan 

シュートする shoot 

規則，ルール rule 

運ぶ carry 

彼らの，彼女たちの their 

（時間が）長く long 

押す push 

自分（自身）の own 

または or 

興奮させる exciting 

試合 game 

ひざ（の上） lap 

 

Class __________  No. __________ 

Name _________________________ 

習得したものを活用する① ─ 読む

読んだ内容をもとに考え，判断し，表現するタスクが豊富です。
・タスクに答えながら読み進め，読解を深めます。すべてを訳す必要はありません。

USE Readの標準
的な授業時間は，見
開きで2時間です。

本文のジャンルは，メー
ルや新聞，ガイドブック，
ウェブサイトなど，バラ
エティに富んでいます。

語数の目安です。1年生では
100語程度から始め，3年生
では最終的に300語程度の英
文に取り組みます。

本文の音読などを1回行
うごとに 1マスずつぬり
つぶしていきます。

選択的な扱いの  は，
推論などによりさらに
読みを深めるタスクで，
PISA型読解力に対応し
ています。

新出語を確認する「単語ワークシー
ト」と，読みをサポートする「USE 
Read ワークシート」を，教師用
指導書に用意します。

NC24解説冊子-ver02.indd   13 11.3.2   9:55:38 PM



14

87

LESSON 7

eighty-seven

Speak

何ができますか？
●友達に，できること・できないことをたずねて，無人島に一緒に行く  
仲間を探そう。

1  由
ゆ
希
き
とジョンの会話を聞いて，聞き取った内容をメモしよう。

できること できないこと

由希

ジョン

○由希はジョンに何とたずね，ジョンはどう答えていたか，確認しよう。

2  あなたは無人島に行くことになりました。ボートは4人乗りなので，あと3人まで一緒に行くことが
できます。一緒に行く仲間を探そう。
⑴  どんなことができる人と一緒に行きたいですか。3つまで✓を入れよう。
□ cook well □ climb trees □ swim fast
□ make a fire □ use a knife □ play the guitar

⑵  ⑴で✓を入れたことを表に書き，できるかどうか友達に聞いてみよう。できると答えたら，その
友達の名前を表に書き入れよう。

Can you ～? できると答えた友達の名前

3  自分や友達のできることをみんなの前で紹介しよう。
　
統合

例� Yuki can cook well.  I can’t cook well.  But I can play the guitar.

Try 発表したことを書いてまとめてみよう。

make a fire　火をおこす
knife　ナイフ

E1040_1年_L7_USE-LS_24NC.indd   87 10.4.27   9:42:42 AM

86

USE

eighty-six

Listen

補助犬について知ろう
●補助犬（assistance dog）について，ナンシーと直

なお
樹
き
が話します。

1  会話を聞いて，内容に合うものはＴに，間違っているものはFに✓を入れよう。

① 補助犬はペットである。 □ T　　　 □ F

② 補助犬の名前はミオである。 □ T　　　 □ F

③ 松本さんは耳が不自由である。 □ T　　　 □ F

④ 補助犬は松本さんの目の役割をしている。 □ T　　　 □ F

pet　ペット help　助ける hear　聞く
tell　教える someone　だれか

2  会話の中で，松本さんの補助犬は何ができると言われていますか。できると言われているものに○を
つけよう。

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

3  1，2で聞いた内容をもとに，松本さんの補助犬を英語で紹介しよう。
　
統合

例  This is Ms Matsumoto’s assistance dog.  The dog’s name is ...

Try ハンディキャップをもった人たちがよりよく暮らせるように，自分ができることについて考え，英
語で書いてみよう。

E1040_1年_L7_USE-LS_24NC.indd   86 11.1.5   2:46:23 PM

見　初校✓

習得したものを活用する② ─ 聞く・話す・書く

USE Listen, Speak, Write
GETで身につけた知識を活用して，聞く・話す・書く力を育みます。
・GETで身につけた文法を使って活動します。新規の文法事項や覚えるべき単語は出てきません。
・実態に応じて，オリジナルの活動を追加したり，置き換えたりして使うことができます。

1年 LESSON 7 Listen

レッスン構成

リスニング・スクリプト

1, 2
Naoki: This is Ms Matsumoto.
Nancy: Oh, her dog is so cute.  Is 

it her pet?
Naoki: No, it’s not her pet.  It’s 

her assistance dog.
Nancy: Assistance dog?
Naoki: Yes.  The dog helps Ms 

Matsumoto.  The dog’s 
name is Mio.

Nancy: What can Mio do for Ms 
Matsumoto?

Naoki: Well, Ms Matsumoto 
can't hear.

Nancy: Can the dog hear for her?
Naoki: In a way, yes.  For 

example, the doorbell 
rings.  Then Mio 
runs and touches Ms 
Matsumoto.  In this 
way the dog tells her, 
“Someone is at the door.”

Nancy: I see.  Mio is Ms 
Matsumoto’s ‘ear'.  Mio 
is a good dog.

Naoki: Yes, she really is.  She 
knows sounds too.  She 
knows Ms Matsumoto's 
name.  Someone says, 
“Matsumoto-san.” Then 
Mio touches her hand.

Nancy: That’s wonderful.  
Assistance dogs can help 
people in many ways!

Naoki: That’s right.  But 
remember.  These dogs 
are not pets.  They help 
people in special ways.

NC24解説冊子-ver02.indd   14 11.3.2   9:55:41 PM
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LESSON 9

one hundred and eleven

Write

カードを送ろう
●この1年間の思い出を書いたグリーティングカードを送ろう。

1  アメリカの姉妹校の中学生のジェシカ（Jessica）からグリーティングカードと写真が届きました。受
け取ったグリーティングカードを読んでみよう。

Dear 〜　〜へ（手紙の書き出しに使う）　　Kennedy Space Center　ケネディ宇宙センター　　Florida　フロリダ
space shuttle　スペースシャトル　　there　そこで　　astronaut　宇宙飛行士　　space　宇宙　　someday　いつか
Yours　敬具　　PS　追伸　　took pictures　写真をとった

Dear my friends, 

In August I went to Kennedy Space Center in 

Florida with my family.  I saw a space shuttle 

there.  I talked with an astronaut.  I learned a lot 

about space. I had a very good time.

Please come and visit Kennedy Space Center 

someday.

 Yours,

Jessica

PS   I took pictures at Kennedy Space Center.   

Please look at them.

2  ジェシカのグリーティングカードの内容を確認しよう。
① Where did Jessica go?

② What did she do there?

③ Did she have a good time?

3  ジェシカのカードを参考にして，友達へグリーティングカードを書いてみよう。
⑴ この1年間で訪れた場所について，2の質問を参考にしながら書いてみよう。
① ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
② ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
③ ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

⑵ ⑴で書いた英文を含めて，写真をつけてカードを書いてみよう。

E1052_1年_L9_USE-LS_24NC.indd   111 10.4.27   9:43:08 AM

リー

Kennedy Space Center

astronaut

In August I went to Kennedy Space Center in 

Florida with my family.  I saw a space shuttle 

there.  I talked with an astronaut.  I learned a lot 

Please come and visit Kennedy Space Center 

Yours,

Jessica

I took pictures at Kennedy Space Center.  

グカー
にしな

いてみ

87

LESSON 7

eighty-seven

Speak

何ができますか？
●友達に，できること・できないことをたずねて，無人島に一緒に行く  
仲間を探そう。

1  由
ゆ
希
き
とジョンの会話を聞いて，聞き取った内容をメモしよう。

できること できないこと

由希

ジョン

○由希はジョンに何とたずね，ジョンはどう答えていたか，確認しよう。

2  あなたは無人島に行くことになりました。ボートは4人乗りなので，あと3人まで一緒に行くことが
できます。一緒に行く仲間を探そう。
⑴  どんなことができる人と一緒に行きたいですか。3つまで✓を入れよう。
□ cook well □ climb trees □ swim fast
□ make a fire □ use a knife □ play the guitar

⑵  ⑴で✓を入れたことを表に書き，できるかどうか友達に聞いてみよう。できると答えたら，その
友達の名前を表に書き入れよう。

Can you ～? できると答えた友達の名前

3  自分や友達のできることをみんなの前で紹介しよう。
　
統合

例� Yuki can cook well.  I can’t cook well.  But I can play the guitar.

Try 発表したことを書いてまとめてみよう。

make a fire　火をおこす
knife　ナイフ
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86

USE

eighty-six

Listen

補助犬について知ろう
●補助犬（assistance dog）について，ナンシーと直

なお
樹
き
が話します。

1  会話を聞いて，内容に合うものはＴに，間違っているものはFに✓を入れよう。

① 補助犬はペットである。 □ T　　　 □ F

② 補助犬の名前はミオである。 □ T　　　 □ F

③ 松本さんは耳が不自由である。 □ T　　　 □ F

④ 補助犬は松本さんの目の役割をしている。 □ T　　　 □ F

pet　ペット help　助ける hear　聞く
tell　教える someone　だれか

2  会話の中で，松本さんの補助犬は何ができると言われていますか。できると言われているものに○を
つけよう。

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

3  1，2で聞いた内容をもとに，松本さんの補助犬を英語で紹介しよう。
　
統合

例  This is Ms Matsumoto’s assistance dog.  The dog’s name is ...

Try ハンディキャップをもった人たちがよりよく暮らせるように，自分ができることについて考え，英
語で書いてみよう。
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見　初校✓

習得したものを活用する② ─ 聞く・話す・書く

GETで身につけた知識を活用して，聞く・話す・書く力を育みます。
・GETで身につけた文法を使って活動します。新規の文法事項や覚えるべき単語は出てきません。
・実態に応じて，オリジナルの活動を追加したり，置き換えたりして使うことができます。

1年 LESSON 7 Speak

1年 LESSON 9 Write

 これらの活動のページの標準的な授業時間は，1ページ1時間です。
＊詳しくは
　p.16～17へ 

Listen Listen Mini-project＊ Speak Write 

+ +または または

USEの後半は，次の3つのパターンのうちの1つになります。

NC24解説冊子-ver02.indd   15 11.3.2   9:55:44 PM
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99

LESSON 8

ninety-nine

統合

3  Speak  上のホームページ例を参考に，あなたの学校の行事を説明しよう。行事の写真などを用
意し，できるだけたくさん紹介文を考えよう。そのとき，以下の3点を伝えよう。
　　① 行事は何か　　② いつ行われるか　　③ 何をしている場面か

4  Write  行事の中から，ホームページで紹介したいものを1つ選び，英文を書いてみよう。絵や写
真を用意して，行事の様子がよくわかるように工夫しよう。

Try みんなの書いた英文を集め，あなたの学校を紹介するホームページを作ってみよう。

タイトル : 

 

 

 

 

Aoi Junior High School

School Events

1 2 3

4 5 6

Entrance Ceremony (April) 

One-Day Camp (September)

Address: 1-2-3, Aoi, XXX-ku, Tokyo  Telephone: 03-XXXX-XXXX

School Trip (May)

Chorus Contest (November)

Sports Day (June)

Graduation Ceremony (March)

絵または写真

E1046_1年_L8_USE-MP_24NC.indd   99 11.1.5   3:04:46 PM

見　初校✓

98

USE

ninety-eight

Mini-project

ホームページを作ろう　●自分たちの学校を海外の人たちに紹介しよう。

1  Listen  自分たちの学校を海外の人たちに紹介するために，ホームページを作ることになりました。
海外の学校とちがうところを紹介したいので，同じ町に住んでいる中国とオーストラリア出身の留学
生から，それぞれの国の学校生活について聞きます。よく聞いて，日本と異なる点をメモしよう。

中国 オーストラリア

2  Write  右ページはある中学校のホームページです。それぞれの写真には，どのような説明を加え
たらよいでしょうか。写真を2つ以上選び，1で聞いたことや例を参考にしながら書いてみよう。

写真 説明文

例）
⑥

タイトル : Graduation Ceremony
In our school, we have a graduation ceremony in March.  
In this picture, students are saying goodbye.

タイトル :

タイトル :

Idea Box
entrance ceremony　入学式 school trip　修学旅行 sports day　運動会
one-day camp　野外学習　　chorus contest　合唱コンテスト　　graduation ceremony　卒業式
walk　歩く enter ～　～に入場する gym　体育館 visit ～　～を訪れる
run　走る hike　山歩きをする cook　料理をする sing　歌う
take a picture　写真を撮る listen to the tour guide　ツアーガイドの話を聞く
clap hands　拍手する say goodbye　別れのあいさつをする

E1046_1年_L8_USE-MP_24NC.indd   98 11.1.5   3:04:33 PM

見　初校✓

習得したものを活用する③ ─ 複数の技能を統合的に活用する

USE Mini-project
学年に3回，それまでの集大成として表現活動を行います。
・プロジェクト型の活動では，大きな活動目標に向かってじっくりと取り組みます。

レッスン構成

リスニングから入ることでス
ムーズに活動が始められます。

リスニング・スクリプト

A student from China:
I go to school in Shanghai, 
China.  Our school year starts 
in September.  The school year 
has two parts: fall and spring.  
Many schools start at 8:00.  We 
have seven or eight classes every 
day.  We have four classes in the 
morning and three or four in the 
afternoon.  We have a long time 
for lunch.  Some students eat 
lunch at home.  Others stay at 
school and sleep a little.

A student from Australia:
I go to school in Sydney, 
Australia.  Our school year 
starts in January or February, 
fall in Australia.  My school year 
has four parts.  Each part is 
about ten weeks long.  The fall 
and winter parts end in July.  
Then we have winter vacation.  
We start again in August, our 
spring.  The school year and our 
school work ends in December.  
Then we have a long summer 
vacation with no homework for 
most of December and January.  
I like summer! 
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17

99

LESSON 8

ninety-nine

統合

3  Speak  上のホームページ例を参考に，あなたの学校の行事を説明しよう。行事の写真などを用
意し，できるだけたくさん紹介文を考えよう。そのとき，以下の3点を伝えよう。
　　① 行事は何か　　② いつ行われるか　　③ 何をしている場面か

4  Write  行事の中から，ホームページで紹介したいものを1つ選び，英文を書いてみよう。絵や写
真を用意して，行事の様子がよくわかるように工夫しよう。

Try みんなの書いた英文を集め，あなたの学校を紹介するホームページを作ってみよう。

タイトル : 

 

 

 

 

Aoi Junior High School

School Events

1 2 3

4 5 6

Entrance Ceremony (April) 

One-Day Camp (September)

Address: 1-2-3, Aoi, XXX-ku, Tokyo  Telephone: 03-XXXX-XXXX

School Trip (May)

Chorus Contest (November)

Sports Day (June)

Graduation Ceremony (March)

絵または写真

E1046_1年_L8_USE-MP_24NC.indd   99 11.1.5   3:04:46 PM

見　初校✓

98

USE

ninety-eight

Mini-project

ホームページを作ろう　●自分たちの学校を海外の人たちに紹介しよう。

1  Listen  自分たちの学校を海外の人たちに紹介するために，ホームページを作ることになりました。
海外の学校とちがうところを紹介したいので，同じ町に住んでいる中国とオーストラリア出身の留学
生から，それぞれの国の学校生活について聞きます。よく聞いて，日本と異なる点をメモしよう。

中国 オーストラリア

2  Write  右ページはある中学校のホームページです。それぞれの写真には，どのような説明を加え
たらよいでしょうか。写真を2つ以上選び，1で聞いたことや例を参考にしながら書いてみよう。

写真 説明文

例）
⑥

タイトル : Graduation Ceremony
In our school, we have a graduation ceremony in March.  
In this picture, students are saying goodbye.

タイトル :

タイトル :

Idea Box
entrance ceremony　入学式 school trip　修学旅行 sports day　運動会
one-day camp　野外学習　　chorus contest　合唱コンテスト　　graduation ceremony　卒業式
walk　歩く enter ～　～に入場する gym　体育館 visit ～　～を訪れる
run　走る hike　山歩きをする cook　料理をする sing　歌う
take a picture　写真を撮る listen to the tour guide　ツアーガイドの話を聞く
clap hands　拍手する say goodbye　別れのあいさつをする

E1046_1年_L8_USE-MP_24NC.indd   98 11.1.5   3:04:33 PM

見　初校✓

習得したものを活用する③ ─ 複数の技能を統合的に活用する Mini-projectの標準
的な授業時間は，見
開きで2時間です。

技能を統合的に扱った活動に
は  のマークがついてい
ます。
＊統合的な活動は，Listen，Speak，
Writeにもあります。

活動に役立つ語い・表現は，
未習・既習にかかわらず IDEA 
BOXで紹介します。
＊必修でない単語も含まれます。

より実生活に近い設定の
中で，リアリティのある
使用場面を演出します。

聞いた内容をもとに考えて書
くなど，複数の技能を一連の
活動の中で使用する「統合的
な活動」が含まれています。

LESSON 1 

be動詞
［am, are］

LESSON 2 

be動詞
［is］ 

LESSON 3 

一般動詞
［1・2人称］

LESSON 3

Mini-project
自己紹介をしよう
　・名前
　・出身地
　・好きなこと
　　など

例 1年  （直近に習った文法が活用でき，達成感が得られます。）

NC24解説冊子-ver02.indd   17 11.3.2   9:55:49 PM
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確認問題

１．次の文を 「～できます」 という文にしよう。

① I play the piano.
② Ms Green cooks tempura.

２．（　　）内の英文を参考にして，日本語の意味に合う英文を書いてみよう。

① エイミーはコンピュータが使えますか。 （Amy can use computers.）
② 私の父はサッカーがうまくできません。 （My father can play soccer well.）
③ あなたのお母さんは絵がうまくかけますか。 （Your mother can paint pictures well.）
④ 私の弟は泳げません。 （My brother can swim.）

SOUNDS
●発音とつづり
次のカタカナ語と英語を聞き比べよう。次に，wに注意して英語を発音しよう。

ウーマン
woman

ウィンター
winter

ウェルカム
welcome

ウォッチ
watch

●英語らしい音づくり
1． 英語を聞いて，文の終わりの上げ下げを，（　）に  などの矢印で書き入れよう。どんなルール
があるか，ペアで話し合おう。

Are you thirsty? （　）
Please call me Dave. （　）
What’s kendo? （　）
Do you practice kendo after school? （　）

2． 次の文を読むときに，息つぎをするところにスラッシュ（ / ）を書き入れて，ペアで一緒に読んで
みよう。

Many people play wheelchair basketball in Japan.
Wheelchair basketball players can carry the ball on their laps.

eighty-nine 89

LESSON 7

E1041_1年_L7_Uまとめ_24NC.indd   89 11.1.5   2:51:06 PM

見　初校✓

助動詞can

●「～できます」 （肯定文） GET Part 1

 Koji           plays the piano.     （耕司はピアノをひきます。）

 Koji  can play the piano.  （耕司はピアノをひくことができます。）

主  ＋ can  ＋ 動詞の原形（もとの形） ～.

「～できます」とできることについて表現するときには，動詞の前に助動詞のcanを置きます。
canのあとの動詞は原形（もとの形）で，これは主語が何であっても変わりません。

文法の要点

●「～できません」 （否定文） GET Part 2❷

 Koji   can                     play the piano.

 Koji  cannot [can’t] play the flute.

                否定文ではcannot [can’t]を使います。

●「～できますか」 （疑問文・応答文） GET Part 2❶

          Koji  can play the piano.

Can  Koji  play the piano?

    たずねるときはcanを文の最初に置きます。

 — Yes,  he  can. / No,  he  cannot [can’t].

                                                                
  答えるときは Yes, 主語（代名詞） ＋can. /  
No, 主語（代名詞） ＋cannot [can’t]. で答えます。

canで「～してもよい」という許可も表すことができるよ。
You can go home. 
（あなたは家に帰ることができます。→帰ってもよい）
Players can carry the ball on their laps. 
（選手たちはボールをひざの上で運ぶことができます。
 →ひざの上で運んでもよい）
 USE Read

canの否定形でよく使われるのはcannotとcan’tだよ。
can notはほとんど使われないよ。

eighty-eight88

まとめ

E1041_1年_L7_Uまとめ_24NC.indd   88 10.4.27   9:44:12 AM

身につけたことを確認する

まとめ
レッスン末の「まとめ」では，その課で学んだ内容をふり返ります。
・先生の板書のように，ポイントを簡潔にまとめてあります。 授業でも家庭学習でも活用できます。

レッスン構成

英文のしくみや文構造を図解
で視覚的にとらえます。
レッスンのターゲットとなる
文法をシンプルな例文で示し，
日本語訳やイラストが理解を
サポートします。

ペンギンのキャラクターが文
法を学ぶときのヒントや間違
いやすいポイントなどをやさ
しく教えてくれます。

本文ページへのフィード
バックです。わからない
文法事項は繰り返し学習
できます。

NC24解説冊子-ver02.indd   18 11.3.2   9:55:51 PM
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確認問題

１．次の文を 「～できます」 という文にしよう。

① I play the piano.
② Ms Green cooks tempura.

２．（　　）内の英文を参考にして，日本語の意味に合う英文を書いてみよう。

① エイミーはコンピュータが使えますか。 （Amy can use computers.）
② 私の父はサッカーがうまくできません。 （My father can play soccer well.）
③ あなたのお母さんは絵がうまくかけますか。 （Your mother can paint pictures well.）
④ 私の弟は泳げません。 （My brother can swim.）

SOUNDS
●発音とつづり
次のカタカナ語と英語を聞き比べよう。次に，wに注意して英語を発音しよう。

ウーマン
woman

ウィンター
winter

ウェルカム
welcome

ウォッチ
watch

●英語らしい音づくり
1． 英語を聞いて，文の終わりの上げ下げを，（　）に  などの矢印で書き入れよう。どんなルール
があるか，ペアで話し合おう。

Are you thirsty? （　）
Please call me Dave. （　）
What’s kendo? （　）
Do you practice kendo after school? （　）

2． 次の文を読むときに，息つぎをするところにスラッシュ（ / ）を書き入れて，ペアで一緒に読んで
みよう。

Many people play wheelchair basketball in Japan.
Wheelchair basketball players can carry the ball on their laps.

eighty-nine 89

LESSON 7

E1041_1年_L7_Uまとめ_24NC.indd   89 11.1.5   2:51:06 PM

見　初校✓

助動詞can

●「～できます」 （肯定文） GET Part 1

 Koji           plays the piano.     （耕司はピアノをひきます。）

 Koji  can play the piano.  （耕司はピアノをひくことができます。）

主  ＋ can  ＋ 動詞の原形（もとの形） ～.

「～できます」とできることについて表現するときには，動詞の前に助動詞のcanを置きます。
canのあとの動詞は原形（もとの形）で，これは主語が何であっても変わりません。

文法の要点

●「～できません」 （否定文） GET Part 2❷

 Koji   can                     play the piano.

 Koji  cannot [can’t] play the flute.

                否定文ではcannot [can’t]を使います。

●「～できますか」 （疑問文・応答文） GET Part 2❶

          Koji  can play the piano.

Can  Koji  play the piano?

    たずねるときはcanを文の最初に置きます。

 — Yes,  he  can. / No,  he  cannot [can’t].

                                                                
  答えるときは Yes, 主語（代名詞） ＋can. /  
No, 主語（代名詞） ＋cannot [can’t]. で答えます。

canで「～してもよい」という許可も表すことができるよ。
You can go home. 
（あなたは家に帰ることができます。→帰ってもよい）
Players can carry the ball on their laps. 
（選手たちはボールをひざの上で運ぶことができます。
 →ひざの上で運んでもよい）
 USE Read

canの否定形でよく使われるのはcannotとcan’tだよ。
can notはほとんど使われないよ。

eighty-eight88

まとめ

E1041_1年_L7_Uまとめ_24NC.indd   88 10.4.27   9:44:12 AM

レッスン末の「まとめ」では，その課で学んだ内容をふり返ります。
・先生の板書のように，ポイントを簡潔にまとめてあります。 授業でも家庭学習でも活用できます。

英文や発音のしくみが直感的にわかるページです
・コミュニケーションを支える文法と発音の知識は，このページで整理できます。

基本文のほか，重要な表現
についても取り上げ，てい
ねいに解説を加えています。

音のしくみについてはSOUNDS
で整理します。
「発音とつづり」では，英語の音
素とそれを表す文字との関係を意
識する活動に取り組みます。
「英語らしい音づくり」では，リ
ズムやイントネーション，強勢な
ど，より大きな視点から英語の音
声への気づきを促します。

文法や文構造の理解と定着を確認
問題でチェックします。最低限の
知識の習得が確認できます。

SOUNDSは指導用CDの音声に対
応しています。

NC24解説冊子-ver02.indd   19 11.3.2   9:55:53 PM
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17seventeen 

Words

I
▼

a
▼

m

hello
▼

excu
▼

se

me
▼

ni
▼

ce

to
▼

me
▼

et

yo
▼

u

to
▼

o

Excuse me?

Nice to meet 
you.

Pa
▼

ul Gre
▼

en
ポール・グリーン（人
の名前）

E
▼

mma 
Si
▼

mmons
エマ・シモンズ（人の
名前）

Ya
▼

ng Meili
▼

ng
ヤン・メイリン（人の
名前）

 Kumi:   Hello, I am Tanaka Kumi.

 Paul:   Excuse me?

 Kumi:   Kumi.  K-U-M-I.

 Paul:   Kumi.  I am Paul.  Paul Green.

 Kumi:   Nice to meet you, Paul.

 Paul:   Nice to meet you too, Kumi.

話してみよう   ペアになり，例にならってあいさつしよう。そして相手の名前をメモしよう。

例	 A:  Hello.  I am Ken, K-E-N.  

	 B:  Hello.  I am Emma, E-M-M-A.

書いてみよう    下の例にならって，大文字・小文字に注意し，自分の名前を紹介する文を書
いてみよう。

■ あいさつの仕方を知る。
■ am / areを理解し，使う。
■ 自己紹介をしたり，気持ちや状態を伝えたりする。

この課で
学ぶこと

●文の最初の文字は大文字にする（ただし，Iは文の中でも大文字）。

●人名・地名の最初の文字は大文字にする。
●単語の間は小文字1つ分くらいあける。

▼ 日本人の名前を英語で表現するとき，①日本語と同じように「姓＋名」とする言い方と，②英語圏で
の言い方に合わせて，「名＋姓」とする言い方の2通りがあります。この教科書では①を使います。

●文の終わりには，「.」（ピリオド）をつける。

I am Tanaka Kumi.

5

E1011_1年_L1_GET_24NC.indd   17 10.12.25   4:27:05 PM

見　初校✓

16

GET
I am Tanaka KumiLESSON 1

sixteen

POINT

I am Tanaka Kumi.●「私は～です」

文法の要点 p.42

Part 1

聞いてみよう   会話を聞いて，だれとだれがあいさつしているのか，線で結ぼう。

●中学校での生活が始まり，久美たちが他のクラスメートとあいさつをしています。

Tanaka Kumi
・

Paul Green

Kato Ken
・

Emma Simmons

Yang Meiling

・
・

・

E1011_1年_L1_GET_24NC.indd   16 10.4.27   9:20:43 AM

81

LESSON 7

eighty-one

Word Corner  いろいろな動作

●例にならって言ってみよう。
	 例		The girl plays the piano every day.

Practice
１  Listen  麻

ま
里
り
たちが，自分の得意なことについて話します。話を聞いて，

内容に合うイラストを選び，（　　）に記号を書き入れよう。

 1. Mari （　　） 2. Misa （　　） 3. Ayumi （　　）
 4. Nana （　　） 5. Yuri （　　） 6. Aki （　　）

２  Speak  ペアになって，あなたの得意なことを話してみよう。なるべ
く多くの相手と話し，聞いたことをメモしよう。（→W）

 例	A:  Hi.  I’m Takuya.  I like music.  I can play the flute.

 	 B:  Oh, you can play the flute.  That’s nice.

３  Write  例にならって，2でメモした内容を書いてみよう。
 例	 Takuya likes music.  He can play the flute.

ⒸⒷⒶ

Ⓓ Ⓔ Ⓕ

violi
▼

n

dra
▼

w

compu
▼

ter

co
▼

ok

cu
▼

rry

swi
▼

m

me
▼

ter(s)

Words

draw pictures

swim 500 meters

play the piano

use a computer

play the violin

cook curry

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   81 11.1.5   2:23:19 PM

見　初校✓

80

GET

eighty

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

 Does Bob play basketball?

POINT
助動詞can Ⅰ

Koji plays the piano.

Koji can play the piano.
● 肯定文
「～できます」

文法の要点 p.88

Words

me
▼

mber

o
▼

f

te
▼

am

ca
▼

n

stro
▼

ng

very much

Bo
▼

b
ボブ（男性の名前）

●ポールが久美たちに，お兄さんを紹介しています。

Part 1

 This is my brother, Bob.

He likes sports very much.

He’s a member of a basketball team.  

He can play basketball very well.  This is 

his team.  It’s strong.5

E1038_1年_L7_GET_24NC.indd   80 11.1.21   11:27:35 AM

見　三校✓

４技能のバランス

「聞く」「話す」「読む」「書く」
1年の LESSON 1 から4技能を扱っています。

1年の LESSON 4 以降では4技能を繰り返して練習します。

LESSON 7

たちが，自分の得意なことについて話します。話を聞いて，
violi

▼

n

dra
▼

w

compu
▼

ter

co
▼

ok

cu
▼

rry

swi
▼

m
▼

ter(s)

Words

　　　　　　　 では，文脈の
ある英文を「聞く」活動から
始め，「話す」「書く」で，自
己表現への基礎を固めます。

Drill 1 Listen

POINT
助動詞can

● 肯定文
「～できます」

　　　　の
1 Listen  2 Repeat  
3 Say 4 Write  では，
「聞く」「話す」「書く」
のドリル練習をします。

「読む」活動

NC24解説冊子-ver02.indd   20 11.3.2   9:56:00 PM
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99

LESSON 8

ninety-nine

統合

3  Speak  上のホームページ例を参考に，あなたの学校の行事を説明しよう。行事の写真などを用
意し，できるだけたくさん紹介文を考えよう。そのとき，以下の3点を伝えよう。
　　① 行事は何か　　② いつ行われるか　　③ 何をしている場面か

4  Write  行事の中から，ホームページで紹介したいものを1つ選び，英文を書いてみよう。絵や写
真を用意して，行事の様子がよくわかるように工夫しよう。

Try みんなの書いた英文を集め，あなたの学校を紹介するホームページを作ってみよう。

タイトル : 

 

 

 

 

Aoi Junior High School

School Events

1 2 3

4 5 6

Entrance Ceremony (April) 

One-Day Camp (September)

Address: 1-2-3, Aoi, XXX-ku, Tokyo  Telephone: 03-XXXX-XXXX

School Trip (May)

Chorus Contest (November)

Sports Day (June)

Graduation Ceremony (March)

絵または写真

E1046_1年_L8_USE-MP_24NC.indd   99 11.1.5   3:04:46 PM

見　初校✓

98

USE

ninety-eight

Mini-project

ホームページを作ろう　●自分たちの学校を海外の人たちに紹介しよう。

1  Listen  自分たちの学校を海外の人たちに紹介するために，ホームページを作ることになりました。
海外の学校とちがうところを紹介したいので，同じ町に住んでいる中国とオーストラリア出身の留学
生から，それぞれの国の学校生活について聞きます。よく聞いて，日本と異なる点をメモしよう。

中国 オーストラリア

2  Write  右ページはある中学校のホームページです。それぞれの写真には，どのような説明を加え
たらよいでしょうか。写真を2つ以上選び，1で聞いたことや例を参考にしながら書いてみよう。

写真 説明文

例）
⑥

タイトル : Graduation Ceremony
In our school, we have a graduation ceremony in March.  
In this picture, students are saying goodbye.

タイトル :

タイトル :

Idea Box
entrance ceremony　入学式 school trip　修学旅行 sports day　運動会
one-day camp　野外学習　　chorus contest　合唱コンテスト　　graduation ceremony　卒業式
walk　歩く enter ～　～に入場する gym　体育館 visit ～　～を訪れる
run　走る hike　山歩きをする cook　料理をする sing　歌う
take a picture　写真を撮る listen to the tour guide　ツアーガイドの話を聞く
clap hands　拍手する say goodbye　別れのあいさつをする
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見　初校✓

85

LESSON 7

eighty-five

Post-Reading

本文について，ペアで質問をし合い，内容を確認しよう。
　例 Can Mr Kyoya shoot very well?

Try 本文の第3段落（3）に “They can push their own chairs one or two times 
with the ball.”と述べられています。なぜこのようなルールができたか，話し合ってみよ
う。

① 3行めのpushは，車
輪を回して車いすを進め
ることを表している。
② ～ timesで回数を表
し，「～回」の意味にな
る。

Tips

Words

rule(s)

carry

their

long

push

own

or

exciting

game

lap(s)
ひざ（の上）

① 2行めのTheyはだれ
を指しているでしょう。
② canを使った文に下
線を引こう。

Check

[87 words]

3 What are some rules of wheelchair basketball?  

Players can carry the ball on their laps.  They can’t 

hold the ball too long.  They can push their own 

chairs one or two times with the ball.
4 Wheelchair basketball is very exciting.  Let’s 

watch a game.

5
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見　再校✓

84

USE
●車いすバスケットボールを見学した久美のレポートです。どのようなスポーツなのか，
確認しよう。

eighty-four

Read

In-Reading

1 本文を一度読んで，印象に残った語句を書き出そう。

2 もう一度読んで，次の問いに答えよう。（□の数字は段落を示しています。）
　⑴ What sport does Mr Kyoya play?　（ 2 ）
　⑵ What can Mr Kyoya do very well?　（ 2 ）
　⑶ Can players push their chairs with the ball many times?　（ 3 ）

3 車いすバスケットボールのルールを英語で言ってみよう。

車いすバスケットボール
のルールは，車いすでプ
レイするために改めたと
ころ以外は，コートの大
きさ，ゴールの高さ，
ボールの大きさなど，す
べて一般のバスケット
ボールと同じ。1チーム
5人。1ゲームは10分を
4回。

Tips

Pre-Reading

バスケットボールについて知っていることを話し合おう。

Words

people

Japan

shoot

① 2行めの itは何を指し
ているでしょう。
② 5行めの itは何を指し
ているでしょう。

Check

1 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.
2 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

shoot very well.

Wheelchair Basketball

京谷和幸選手

5

E1039_1年_L7_UR_24NC.indd   84 11.1.15   1:18:03 PM

見　再校✓

86

USE

eighty-six

Listen

補助犬について知ろう
●補助犬（assistance dog）について，ナンシーと直樹が話します。

1  会話を聞いて，内容に合うものはＴに，間違っているものはFに✓を入れよう。

① 補助犬はペットである。 □ T　　　 □ F

② 補助犬の名前はミオである。 □ T　　　 □ F

③ 松本さんは耳が不自由である。 □ T　　　 □ F

④ 補助犬は松本さんの目の役割をしている。 □ T　　　 □ F

pet　ペット help　助ける hear　聞く
tell　教える someone　だれか

2  会話の中で，松本さんの補助犬は何ができると言われていますか。できると言われているものに○を
つけよう。

（　　　） （　　　） （　　　） （　　　）

3  1，2で聞いた内容をもとに，松本さんの補助犬を英語で紹介しよう。
　
統合

例  This is Ms Matsumoto’s assistance dog.  The dog’s name is ...

Try ハンディキャップをもった人たちがよりよく暮らせるように，自分ができることについて考え，英
語で書いてみよう。
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見　初校✓

本文を一度読んで，印象に残った語句を書き出そう。

もう一度読んで，次の問いに答えよう。（□の数字は段落を示しています。）

 Can players push their chairs with the ball many times?

車いすバスケットボールのルールを英語で言ってみよう。

 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.

 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

87

LESSON 7

eighty-seven

Speak

何ができますか？
●友達に，できること・できないことをたずねて，無人島に一緒に行く  
仲間を探そう。

1  由
ゆ
希
き
とジョンの会話を聞いて，聞き取った内容をメモしよう。

できること できないこと

由希

ジョン

○由希はジョンに何とたずね，ジョンはどう答えていたか，確認しよう。

2  あなたは無人島に行くことになりました。ボートは4人乗りなので，あと3人まで一緒に行くことが
できます。一緒に行く仲間を探そう。
⑴  どんなことができる人と一緒に行きたいですか。3つまで✓を入れよう。
□ cook well □ climb trees □ swim fast
□ make a fire □ use a knife □ play the guitar

⑵  ⑴で✓を入れたことを表に書き，できるかどうか友達に聞いてみよう。できると答えたら，その
友達の名前を表に書き入れよう。

Can you ～? できると答えた友達の名前

3  自分や友達のできることをみんなの前で紹介しよう。
　
統合

例� Yuki can cook well.  I can’t cook well.  But I can play the guitar.

Try 発表したことを書いてまとめてみよう。

make a fire　火をおこす
knife　ナイフ
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111

LESSON 9

one hundred and eleven

Write

カードを送ろう
●この1年間の思い出を書いたグリーティングカードを送ろう。

1  アメリカの姉妹校の中学生のジェシカ（Jessica）からグリーティングカードと写真が届きました。受
け取ったグリーティングカードを読んでみよう。

Dear 〜　〜へ（手紙の書き出しに使う）　　Kennedy Space Center　ケネディ宇宙センター　　Florida　フロリダ
space shuttle　スペースシャトル　　there　そこで　　astronaut　宇宙飛行士　　space　宇宙　　someday　いつか
Yours　敬具　　PS　追伸　　took pictures　写真をとった

Dear my friends, 

In August I went to Kennedy Space Center in 

Florida with my family.  I saw a space shuttle 

there.  I talked with an astronaut.  I learned a lot 

about space. I had a very good time.

Please come and visit Kennedy Space Center 

someday.

 Yours,

Jessica

PS   I took pictures at Kennedy Space Center.   

Please look at them.

2  ジェシカのグリーティングカードの内容を確認しよう。
① Where did Jessica go?

② What did she do there?

③ Did she have a good time?

3  ジェシカのカードを参考にして，友達へグリーティングカードを書いてみよう。
⑴ この1年間で訪れた場所について，2の質問を参考にしながら書いてみよう。
① ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
② ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］
③ ［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］

⑵ ⑴で書いた英文を含めて，写真をつけてカードを書いてみよう。
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87

が

の

の総合と統合
習得した事項を活用して言語活動を行います。
・GETで身につけた文法事項を繰り返し活用しながら，さらなる定着を図ります。

自然な流れのある，統合的な言語活動を行います。
・日常生活で普段行っている，聞いたり読んだりして得た情報を使い，話したり書いたりします。

学年ごとや3年間通しての4技能の
バランスは，別紙の「指導・学習内
容一覧」でご確認ください。

Read  Listen  Speak  Writeでは，示
した技能以外の活動も取り入れ，全体
を通してバランスをとっています。

生から，それぞれの国の学校生活について聞きます。よく聞いて，日本と異なる点をメモしよう。

2 
たらよいでしょうか。写真を

Mini-projectで
は，大きな活動
目標に向かって，
複数の技能を使
い，じっくりと
取り組みます。

技能を統合的
に扱った活動
にはこのマー
クがついてい
ます。
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68

GET

sixty-eight

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

B  A C D

 Why did Martin Luther King, Jr. work very hard?

POINT
後置修飾Ⅱ

The country which I want to visit is Canada.

The country I want to visit is Canada.
● 名詞を説明する文
〈主語＋動詞～〉の形で人
やものを説明するとき

文法の要点 p.76

Words

American(s)
[əmérikən(z)]

equal
[íːkwəl]

free
[fríː]

speech
[spíːtʃ]

make a speech

Washington, 
D.C.
[wά ʃiŋtən díːsíː]
ワシントンD.C.

●久美が読んだ本についてクラスで話しています。

Part 2

 The book I read tells the 

story of Martin Luther King, Jr.  

He worked very hard to make 

all Americans equal and free.  

He is famous for a speech he made in 

Washington, D.C.

聴衆に話しているキング牧師

5
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84

USE
●車いすバスケットボールを見学した久美のレポートです。どのようなスポーツなのか，
確認しよう。

eighty-four

Read

In-Reading

1 本文を一度読んで，印象に残った語句を書き出そう。

2 もう一度読んで，次の問いに答えよう。（□の数字は段落を示しています。）
　⑴ What sport does Mr Kyoya play?　（ 2 ）
　⑵ What can Mr Kyoya do very well?　（ 2 ）
　⑶ Can players push their chairs with the ball many times?　（ 3 ）

3 車いすバスケットボールのルールを英語で言ってみよう。

車いすバスケットボール
のルールは，車いすでプ
レイするために改めたと
ころ以外は，コートの大
きさ，ゴールの高さ，
ボールの大きさなど，す
べて一般のバスケット
ボールと同じ。1チーム
5人。1ゲームは10分を
4回。

Tips

Pre-Reading

バスケットボールについて知っていることを話し合おう。

Words

pe
▼

ople

Japa
▼

n

sho
▼

ot

① 2行めの itは何を指し
ているでしょう。
② 5行めの itは何を指し
ているでしょう。

Check

1 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.
2 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

shoot very well.

Wheelchair Basketball

京谷和幸選手

5
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見　再校✓

27twenty-seven

LESSON 2

Words

wo
▼

rd

wha
▼

t

ri
▼

ght

E
▼

nglish

smi
▼

le

lo
▼

vely

what’s 
 ← what is

it’s ← it is

話してみよう    「聞いてみよう」に出てきたものを使い，例にならって話してみよう。

例	 A:  Is it a picture? 

	 B:  No.  It isn’t a picture.

	 A:  What is it?

	 B:  It’s a word.  It’s ‘smile’.

書いてみよう    会話が成り立つように，  に入る文を考え，書いてみよう。

 Ms Brown:   What is this?

 Kumi:   It’s a word.

 Ms Brown:   Oh.  It isn’t a picture.

 Kumi:   Right.  It’s a kanji.

    It’s an English word too.  

    It’s ‘smile’.

 Ms Brown:   Lovely.

It’s a manekineko.

5
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58

GET

fifty-eight

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

POINT
目的語で使われる代名詞

This is my brother.  I like my brother.

This is my brother.  I like him.
● him / her
「彼を［に］」「彼女を［に］」

文法の要点 p.60

Words

him

wo
▼

man

her

she’s ← she is

I see.

●メイリンがラジに学校の先生の名前を教えています。

Part 3

 Raj:   Who’s that man?  

    I don’t know him.

 Meiling:   He’s Mr Yoshida, 

    our science teacher.

 Raj:   I see.

 Meiling:   Do you know that woman?

 Raj:   Yes.  I know her.  She’s Ms Brown.

 Meiling:   Right.

5
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■ 広島の原爆にまつわる事実を知り，平和について考える。
■ make＋A＋B や It is ～ (for A) to ... を理解し，使う。
■ 世界の人々に向け，大切なことについてのメッセージを書く。

The Story of Sadako

◦Where is this?
◦Why is the girl holding an orizuru?

LESSON 4

この課で
学ぶこと

35thirty-five

E3021_3年_L4_4扉_24NC.indd   35 10.4.27   11:12:10 AM

72

USE

seventy-two

Read

Words

Dr
[dάktər ]

front
[frʌ nt]

nation
[néiʃən]

skin
[skín]

content
[kάntent]

able
[éibl]

in front of ～
not ～ but ...

be able to ～

the Lincoln 
Memorial
[ðə líŋkən 
mimɔ ː riəl]
リンカーン記念館

judge(d)
[dʒʌ dʒ(d)]
～を判断する

In-Reading

4  このページの本文では，キング牧師のスピーチの中から，2つの夢が取り上げられて
います。どのような夢か，説明しよう。

in a nation where ～
は，whereからあとの英
語が前のa nationを説
明していて，「～である
ような国家」という意味
になる。 発展

Tips

4 Dr King later made a speech in front of the 

Lincoln Memorial.

 I have a dream that my four little children will 

one day live in a nation where they will not be 

judged by the color of their skin but by the 

content of their character.  I have a dream 

today.

 I have a dream that one day … our little 

black boys and black girls will be able to join 

hands with little white boys and white girls as 

sisters and brothers.  I have a dream today.

“I Have a Dream”の演説をするキング牧師（1963年）

5

10
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80

GET

eighty

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

 Does Bob play basketball?

POINT
助動詞can Ⅰ

Koji plays the piano.

Koji can play the piano.
● 肯定文
「～できます」

文法の要点 p.88

Words

me
▼

mber

o
▼

f

te
▼

am

ca
▼

n

stro
▼

ng

very much

Bo
▼

b
ボブ（男性の名前）

●ポールが久美たちに，お兄さんを紹介しています。

Part 1

 This is my brother, Bob.

He likes sports very much.

He’s a member of a basketball team.  

He can play basketball very well.  This is 

his team.  It’s strong.5
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見　三校✓

 こだわりの題材①

3年

1年

1年 1年 3年

I Have a Dream （L.6）

Wheelchair Basketball （L.7）

My School （L.2） Our New Friend
from India （L.5）

The Story of
Sadako （L.4）

公民権運動を率いたキング牧師の生涯を通して，
アメリカ社会と人権問題について考えます。

車いすバスケットボールを通して，さまざまな人々
がいっしょに暮らせる社会について考えます。

ALTの先生に，学校を紹介します。
図書室で，英語と漢字を合わせ
た書道の本を見つけます。

インドからやってきた新しいク
ラスメートのラージが，カバディ
というスポーツを紹介します。

広島で被爆した佐々木禎子さん
の物語。折り鶴にこめた願いは
友人たちへ，世界へと伝わります。

人間・社会を考える人間・社会を考える

NC24解説冊子-ver02.indd   22 11.3.2   9:56:38 PM



23

64

GET
My Family in the UKLESSON 6

sixty-four

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

POINT
３人称単数現在形Ⅰ

I play tennis.

Miki plays tennis.
● 肯定文
自分や相手以外の人［もの］
の状態や動作について言う
とき

文法の要点 p.72

Words

the U
▼

K
▼

E
▼

ngland

pa
▼

int(s)

ve
▼

ry

te
▼

ach(es)

very well

Sco
▼

tland
スコットランド

ba
▼

gpipes
バグパイプ

The UK

London

England

Wales

Northern
Ireland

Scotland

Part 1

 This is my mother.  She’s 

from England.  She paints 

pictures very well.  She teaches art.

 This is my father.  He’s from Scotland.

He likes music.  He plays the bagpipes.

 They live in Scotland.

●ブラウン先生が健たちに家族の写真を見せ，両親を紹介しています。

5
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見　三校✓

6

GET
Aloha!LESSON 1

six

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write 

B  A C D

POINT
復習

Amy plays tennis every Sunday.

Amy played tennis last Sunday.
● 過去形（一般動詞）
「～しました」

 What did Paul buy in Hawaii?

Words

during
[djú(ə)riŋ]

vacation
[veikéiʃən]

Hawaii
[həwáiiː]

aloha
[əlóuhə]
ようこそ，こんにちは，
さようなら（ハワイ語）

●春休みのできごとについて，ポールと久美が話しています。

 Kumi:   What did you do during 

    the spring vacation?

 Paul:   I went to Hawaii.  I visited my aunt there.

 Kumi:   Did you have a good time?

 Paul:   Yes, I did.  And I bought this aloha shirt!5

E2006_2年_L1_GET_24NC.indd   6 10.4.27   10:04:07 AM

■ 世界の家の多様性を知り，住まいと生活文化について知る。
■ 関係代名詞（主格・目的格）を理解し，使う。
■ 日本の文化についてプレゼンテーションする。

Houses and Lives

●Have you ever seen these houses?
●Which house do you like?

LESSON 5

この課で
学ぶこと

51fifty-one

E3028_3年_L5_5扉_24NC.indd   51 10.4.27   11:12:29 AM

68

GET

sixty-eight

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write 

BA BAC C
❶ ❷

POINT
３人称単数現在形Ⅲ

Does Miki play tennis?
❶ Where does ～?
「どこで～しますか」 Where does Miki play tennis?

  She plays tennis near the river.　
❷ When does ～?
「いつ～しますか」 When does Miki play tennis?

  She plays tennis after school.　
文法の要点 p.73

Words

ha
▼

s

jo
▼

b

co
▼

llege

fe
▼

stival(s)

lo
▼

ok

fanta
▼

stic

Lo
▼

ndon
ロンドン

エディンバラ祭り

●ポールがブラウン先生の妹について質問をしています。

Part 3

 Paul:   Where does your sister live?

 Ms Brown:   She lives in London.  She has a job 

at a college.

 Paul:   When does she play the bagpipes?

 Ms Brown:   She plays them every summer at 

festivals.  Look.

 Paul:   Fantastic!

5
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68

GET

sixty-eight

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write 

BA BAC C
❶ ❷

POINT
３人称単数現在形Ⅲ

Does Miki play tennis?
❶ Where does ～?
「どこで～しますか」 Where does Miki play tennis?

  She plays tennis near the river.　
❷ When does ～?
「いつ～しますか」 When does Miki play tennis?

  She plays tennis after school.　
文法の要点 p.73

Words

ha
▼

s

jo
▼

b

co
▼

llege

fe
▼

stival(s)

lo
▼

ok

fanta
▼

stic

Lo
▼

ndon
ロンドン

エディンバラ祭り

●ポールがブラウン先生の妹について質問をしています。

Part 3

 Paul:   Where does your sister live?

 Ms Brown:   She lives in London.  She has a job 

at a college.

 Paul:   When does she play the bagpipes?

 Ms Brown:   She plays them every summer at 

festivals.  Look.

 Paul:   Fantastic!

5

E1030_1年_L6_GET_24NC.indd   68 10.4.27   9:31:52 AM

68

GET

sixty-eight

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write 

B  A C D

 What did Emma give Ken?

POINT
lookなど＋A

Miki is happy.

Miki looks happy.
● look＋A
「Aに見えます」

文法の要点 p.74

Words

gave ← give
[ɡéiv]

present
[préznt]

native
[néitiv]

boomerang(s)
[búːməræŋ(z)]
ブーメラン

hunting
[hʌ´ ntiŋ]
狩り

●メイリンが健に会いました。健は何かを持っています。

Part 2

 Meiling:   Ken, you look happy.

    What’s up?

 Ken:   Emma gave me this present.

 Meiling:   What is it?

 Ken:   It’s a boomerang.  The native 

    people of Australia used boomerangs 

for hunting.

 Meiling:   Wow.

5

E2035_2年_L6_GET_24NC.indd   68 10.4.27   10:08:00 AM

■ 旅の楽しさと，地域文化を尊重することについて考える。

■ giveなど＋A＋B や lookなど＋A を理解し，使う。

■ 海外の情報を得るための手紙を書く。

Uluru

●Where is this rock?●Do you know the name of the rock?

LESSON 6

この課で学ぶこと

Uluru
[úːluruː]ウルル

Words

65
sixty-five

E2034_2年_L6_6扉_24NC.indd   65

10.4.27   10:25:52 AM

 では，生徒の知的好奇心･関心･発達段階に合った題材を配置しています。ことばや
文化への関心を高め，多様な社会に生きる人々のアイデンティティを尊重する姿勢を培います。

1年

2年

2年 3年

My family in the UK （L.6）

Uluru （L.6）

Aloha! （L.1） Houses and Lives （L.5）

ALTのブラウン先生が，故郷の家族とスコットランド
について紹介します。

オーストラリア中央部のウルル（エアーズロック）。
その文化的意味から異文化の尊重を考えます。

ハワイに住むおばを訪ねたポールが，体験したフラ（踊
り）の伝統文化について報告します。

住まいには，その地域の風土と文化が表れます。日本，
中国，モンゴルの家について紹介します。

異文化を知る異文化を知る

NC24解説冊子-ver02.indd   23 11.3.2   9:56:53 PM
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33thirty-three

Words

li
▼

ke

have

to
▼

y

in

ba
▼

g

the

pla
▼

y

it

e
▼

very

every day

Jo
▼

hn
ジョン（男性の名前）

yo
▼

-yo
ヨーヨー

I have a toy in my bag.

This is the toy.

It’s a kendama.

I like kendama.

I play it every day.

話してみよう    あなたの好きなものや大切にしているものの実物や絵・写真などを見せなが
ら，例にならって，紹介してみよう。

例	  I have a bag.  This is the bag.  I like it.

書いてみよう    「聞いてみよう」の登場人物になったつもりで，上の例を参考にして，好きな
ものや好きなことを紹介する文を書いてみよう。

■ 好きなことの紹介の仕方を知る。
■ have / like / play などを理解し，使う。
■ 好きなものや好きなことについて説明する。

この課で
学ぶこと

5

E1017_1年_L3_GET_24NC.indd   33 10.4.27   9:23:34 AM

■ 日本の伝統文化およびそれを世界に発信することに関心を高める。
■ 現在完了形（経験用法・完了用法）を理解し，使う。
■ インタビューをして，その内容を書いてまとめる。

Rakugo Goes Overseas

●What is the woman in kimono doing?
●Why are the people laughing?

LESSON 3

この課で
学ぶこと

laugh(ing)
[lǽf(iŋ)]

Words

23twenty-three

E3015_3年_L3_3扉_24NC.indd   23 11.1.8   10:40:51 AM

見　初校✓

■ 日本の身近な年中行事について関心を高める。
■ 一般動詞の過去形を理解し，使う。
■ １年間の思い出についてカードに書く。

Four Seasons in Japan

●What do you see in these pictures?
●What season do you like?

LESSON 9

この課で
学ぶこと

103one hundred and three

E1049_1年_L9_9扉_24NC.indd   103 10.4.27   9:46:49 AM

■ 日本の各地域の食文化について関心を高める。
■ There is [are] ～. や動名詞を理解し，使う。
■ 身近な地域の名所・名物を紹介する英文を書く。

Enjoy Sushi

●What kind of sushi do you like?
●Do you have any local food in your town?

LESSON 4

この課で
学ぶこと

local
[lóukəl]

food
[fúːd]

Words

37thirty-seven

E2021_2年_L4_4扉_24NC.indd   37 10.4.27   10:25:19 AM

■ 他者の将
来の夢にふ

れ，自分の
将来像につ

いて考える
。

■ 不定詞を
理解し，使

う。

■ 将来の夢
ややりたい

ことについ
てスピーチ

をする。

My Dream

●Do you like fireworks?  Why?

●What festivals do you like?

LESSON 5

この課で
学ぶこと

dream
[dríːm]

firework(s)

[fáiərwəːr
k(s)]

Words

53
fifty-three

E2028_2年_L5_5扉_24NC.indd   53

10.4.27   10:25:36 AM

37thirty-seven

LESSON 3

Words

ru
▼

gby

spaghe
▼

tti

pi
▼

ck

ha
▼

nd

co
▼

ol

tradi
▼

tional

bu
▼

t

we
▼

ll

話してみよう   例にならって，好きな食べ物について話してみよう。

例 A:  I like sushi.  What do you like?

 B:  I like spaghetti.

 A:  I like it too. / Really?  I don’t like it.

書いてみよう    会話が成り立つように，  に入る文を考え，書いてみよう。

 Emma:   What do you have in your hand?

 Ken:   I have a shamisen pick.

 Emma:   Shamisen?  Cool.

    What music do you play?

 Ken:   I play traditional Japanese music.

    But I don’t play it well.

I have a picture.

5
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見　初校✓

26

GET

twenty-six

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

BA BAC C
❶ ❸

 How poisonous are the two snakes?

POINT
現在完了形（完了用法）

Tom finished lunch two hours ago.

Tom has just finished lunch.
❶ 肯定文
「～したところです」

❷ 疑問文・応答文
「～しましたか」 Has Tom finished lunch?

  Yes, he has. / No, he has not [hasn’t].　

Tom has not finished lunch yet.
❸ 否定文
「まだ～していません」

文法の要点 p.32

Words

snake(s)
[snéik(s)]

hey [héi]

poisonous
[pɔ´	iznəs]

bite [báit]

someone
[sʌ́	mwʌn]

bitten ← bite
[bítn]

theyʼll ← they will
[ðeil]

hasnʼt ← has not
[hǽznt]

Oh, dear.

ouch
[áutʃ]
あ，痛い！

Hat
[hǽt]
ハット（小噺に出てくる
ヘビの名前）

●エマが健から教えてもらった小
こ
噺
ばなし
をしています。

Part 2

Two snakes are talking.

 Tie:   Ouch!  

    Hey, Hat, are we poisonous?

 Hat:   Yes, we are.

 Tie:   Really?  How poisonous?

 Hat:   Very.  If we bite someone, they’ll die.

 Tie:   Oh, dear.  I’ve just bitten my tongue.

5

E3016_3年_L3_GET_24NC.indd   26 10.4.27   11:27:23 AM

1年

3年

1年 2年 2年

I Like Kendama （L.3）

Rakugo Goes Overseas （L.3）

Four Seasons in 
Japan （L.9）

Enjoy Sushi （L.4） My Dream （L.5）

好きなものを紹介し合います。けん玉，剣道，三味線などの日本らしいものが登場します。

日本の伝統話芸を海外に発信する英語
落語家の取り組みについて，インタ
ビュー形式で紹介します。

エマによる，季節行事の体験記。
花見，お盆，運動会，お正月な
どの機会に人々とふれ合います。

日本の食文化を代表する寿司。
飾り巻き寿司，柿の葉寿司など，
地域の文化を英語で発信します。

職業についてのスピーチ。伝統
を今に継承する花火師という仕
事について，久美が語ります。

伝統文化を愛する伝統文化を愛する

 こだわりの題材②

NC24解説冊子-ver02.indd   24 11.3.2   9:57:11 PM
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■ 地球の歴史への関心を高める。
■ be動詞の過去形や過去進行形を理解し，使う。

■ 自分の成長についてエッセイを書く。

A Calendar of the Earth

◦What are these animals?
◦What do you know about the history of the earth?

LESSON 2

この課で学ぶこと

calendar[kǽləndər ]

Words

11
eleven

E2009_2年_L2_2扉_24NC.indd   11

10.4.27   10:26:50 AM

16

USE
●博物館で地球の成り立ちについての展示がありました。地球上に人類が誕生したのは
いつごろだったのか確認しよう。

sixteen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.6 billion years ago 3.5 billion years ago

7 million years ago
200 million years ago

Read

Pre-Reading

地球の歴史について，知っていることを話し合おう。

Words

billion
[bíljən]

its
[its]

understand
[ʌndərstǽnd]

born
[bɔ́ ː rn]

living
[líviŋ]

thing(s)
[ϑíŋz]

appear(ed)
[əpíər (d)]

kind(s)
[káind(z)]

plant(s)
[plǽnt(s)]

disappear(ed)
[disəpíər (d)]

～ year(s) old

be born

billions of ～
～ kind(s) of ...

3行めの2つの itはそれ
ぞれ何を指しているで
しょう。

Check

In-Reading

1 本文を読んで，それぞれに関係する数字を下から選んで記号を書き入れよう。
　the earth （　　）　　first plant （　　）　　dinosaurs （　　）　　humans （　　）
　
　
（a） 3.5 billion years ago　　（b） 7 million years ago　　（c） 4.6 billion years old

（d） 200 million years ago

2 もう一度読んで，次の問いに答えよう。
　⑴ In this calendar, when was the earth’s birthday?　（ ₂ ）
　⑵ What happened in late March?　（ ₃ ）
　⑶ When did dinosaurs die?　（ 4 ）
　⑷ What happened on December 31?　（ 5 ）

₁ The earth is 4.6 billion years old.  This is a very long 

time.  When we make a one year calendar of its history, we 

can understand it easily.  Let’s do it.
₂ The earth was born on January 1.
₃ The first living things appeared in late March, about 3.5 

billion years ago.  For billions of years, many kinds of plants 

and animals appeared and disappeared.

A Calendar of the Earth

① 4.6 billion は four 
point six billion と 読
む。
② ～ years oldは人の
年齢にも使う。

Tips

5

E2011_2年_L2_UR_24NC.indd   16 10.4.27   10:32:27 AM

46

GET

forty-six

Drill
B  A C D

1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

POINT
数のたずね方

Do you have three bags?
● How many ～?
数をたずねるとき How many bags do you have?

  I have three bags.　
文法の要点 p.50

Words

the
▼

se

pre
▼

tty

bi
▼

rd(s)

the
▼

y

tho
▼

se

ho
▼

w

ma
▼

ny

se
▼

e

co
▼

me

so
▼

uth

Part 2

 Meiling:   These are pretty birds.

 Ken:   Yes, they are.

    Those birds are pretty too.

 Meiling:   How many birds do you see?

 Ken:   I see four.  They come from 

    the south.

●健たちは校外学習で山に来ました。健とメイリンが鳥を見ています。

5
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23twenty-three

future
[fjúːtʃər ]

Words

■ 地球環境の未来について考える。
■ 未来を表す表現や接続詞thatを理解し，使う。
■ 自分や友達の予定について話す。

For Our Future

◦What do you see in this picture?
◦What do you think about the earth?

LESSON 3

この課で
学ぶこと

E2015_2年_L3_3扉_24NC.indd   23 10.4.27   10:27:00 AM

12

GET

twelve

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

B  A C D

 When did Ms Suominen come to Japan?

POINT
現在完了形（継続用法）Ⅰ

I live in this city.
● 肯定文
「（ずっと）～しています」 I have [I’ve] lived in this city for many years.

Miki has lived in this city since 2003.

文法の要点 p.20

Words

furniture
[fə´ ː rnitʃər ]

designer
[dizáinər ]

design
[dizáin]

especially
[ispéʃəli]

since
[síns]

Iʼve ← I have
[áiv]

Mari Suominen
[mǽri swɔ́ :minen]
マリ・スオミネン（人の
名前）

FINLAND
Helsinki

Part 1

 I’m Mari Suominen, 

a furniture designer from 

Finland.  I have studied 

design for many years.  

I like Japanese design, especially Japanese 

furniture.  So I came to Japan three years ago.  

I have lived in Midori-shi since then.

●健のクラスにフィンランド出身のスオミネンさんがゲストとしてやって来ました。

5

E3010_3年_L2_GET_24NC.indd   12 10.4.27   11:13:29 AM

■ 異なる自然，異なる文化に生きる人々の生活を知る。
■ 現在完了形（継続用法）を理解し，使う。
■ 長く続けていることをたずね合い，レポートする。

Finland — Living with 
Forests

●What do you see in these pictures?
●What do you know about Finland?

LESSON 2

この課で
学ぶこと

Finland
[fínlənd]

forest(s)
[fɔ ː rist(s)]

Words

11eleven

E3009_3年_L2_2扉_24NC.indd   11 10.4.27   11:11:46 AM

豊かな題材はコミュニケーションで最も重要なメッセージを生み出し，自ら考えたり判断したりす
る力を身につけ，主体的に学ぶ意欲を引き出します。

2年

3年

1年 2年My Dream （L.5）

A Calendar of the Earth （L.2）

Finland ─ Living with Forests （L.2）

Field Trip （L.4） For Our Future （L.3）

地球の歴史は約46億年。人類がいかに新参者かを知る
手だてとして，1年間のカレンダーにたとえます。

北欧にある森と湖の国，フィンランド。自然
と共生する人々の生活と文化を紹介します。

校外学習でキャンプ場へ出かけます。自然に囲まれて，
環境のためにできることを考えます。

各国代表の子どもたちが，地球環境の未来についてレ
ポートします。温暖化やエネルギー問題など。

自然を理解する自然を理解する

NC24解説冊子-ver02.indd   25 11.3.2   9:57:24 PM
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■ 英語を学ぶことの意義について考える。
■ howなど＋to ～ を理解し，使う。
■ 未来の自分へ手紙を書く。

English for Me

●Why do you learn English?
●What do you think of learning other foreign languages?

LESSON 8

この課で
学ぶこと

91ninety-one

E3045_3年_L8_8扉_24NC.indd   91 11.1.15   3:08:43 PM

見　初校✓

6

GET
My Favorite WordsLESSON 1

six

Drill 1 Listen　　 2 Repeat　　 3 Say　　 4 Write

B  A C D

POINT
復習

We wash the car every day.

The car is washed every day.
● 受け身形
「～され（てい）ます」

 Do Kumi and Paul like the class motto?

suggest(ed)
[sədʒést(id)]

remind(s)
[rimáind(z)]

importance
[impɔ́ ː r təns]

this year

One for all, all 
for one.

remind ～ of ...

motto
[mά tou]
標語，モットー

Words

●今年のクラス目標について，ポールと久美が話しています。

 Paul:   What’s the class motto this year?

 Kumi:   “One for all, all for one.”  It was suggested 

by Ken.

 Paul:   Cool.  It reminds us of the importance of 

team spirit.

 Kumi:   It’s perfect for our class.

5

E3006_3年_L1_GET_24NC.indd   6 10.4.27   11:03:59 AM

■ 多言語の国や人・ことば・社会の結びつきについて考える。

■ 受け身形を理解し，使う。■ 行きたい国について調べ，発表する。

India, My Country

●What do you see in this picture?
●Can you find English words in the picture?

LESSON 8

この課で学ぶこと

91
ninety-one

E2047_2年_L8_8扉_24NC.indd   91

10.4.27   10:27:12 AM

■ ひとりの少年の生き方を通し，創意工夫や社会貢献について関心を高める。

■ want＋A＋to ～ や間接疑問を理解し，使う。
■ 会話がとぎれないように話を続ける。

We Can Change Our World

●What is this boy doing?●What do you want to do in the future?

LESSON 7

この課で学ぶこと

79
seventy-nine

E3040_3年_L7_7扉_24NC.indd   79

11.1.15   2:59:04 PM

見　初校✓

■ 外国の中学校生活を知る。■ 現在進行形を理解し，使う。■ 自分の学校を海外に紹介する英文を書く。

School Life in the USA

●Where does this bus go?●What do you like about school?

LESSON 8

この課で学ぶこと

li
▼

fe

bu
▼

s

Words

91
ninety-one

E1043_1年_L8_8扉_24NC.indd   91

10.4.27   9:46:10 AM

3年

3年

2年

3年

2年

1年

English for Me （L.8）

My Favorite Words （L.1）

India, My Country （L.8）

We Can Change Our World （L.7）

Good Presentations （L.7）

School Life in the USA （L.8）

登場人物たちが，3年間学んできた英語についての思
いを，6人6様の寄せ書きにします。

クラス目標の話題から，自分の好きなことばについて
のスピーチへ。学年スタートの自己紹介にもなります。

出身国のインドについてラージが紹介します。いくつ
もの言語が飛び交う「多言語国」の姿が浮かびます。

アフリカ南部の国・マラウイで，一人の少年が，創意
工夫の末に風力発電に成功する実話の物語。

図・グラフ・表などの視覚情報を上手に利用した，効
果的なプレゼンテーションについて考えます。

アメリカの中学校生活を紹介します。カフェテリアで
のランチやジャズの授業風景などが新鮮です。

ことばのおもしろさ
に気づく 学びを意識することばのおもしろさ
に気づく 学びを意識する

 こだわりの題材③
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castlecastle

temple

museum

park

bus stop

hospital

school

bank

restaurant

department
store

post office

bookstore

station

道案内をしよう
◉道順をたずねる・説明する
○呼びかける・くり返す

1

迷っている海外から
行者に，久美が道案
しています。

Excuse me.  Could you tell me

the way to the castle?

Well, go down this street and 

turn left at the restaurant.

Turn left at the restaurant.

bank 銀行 bus stopbus stop バス停

76

LET’S READ 1

Alice and Humpty Dumpty

seventy-six

少女アリスがウサギについていきました。どこへ行くのでしょう。Words

run
走る

rabbit
ウサギ

hold(s)
～をにぎる

into
～の中へ

hole
穴

follow(s)
～についていく

down
下へ

Alice
アリス（女性の名前）

Humpty 
Dumpty
ハンプティー・ダンプ
ティー

Wonderland
不思議（ふしぎ）の国

 Run, run, run.

 The rabbit holds his watch.

 “I’m late.  I’m late.  I’m late.”

 He runs into a hole.

 Alice follows the rabbit.

 She falls into the hole.

 Down, down, down.

 She goes to Wonderland.

原作は，イギリスの作家
ルイス・キャロルの『不
思議の国のアリス』およ
び『鏡の国のアリス』。

Tips

5
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●木になっているリンゴを食べたい，ねずみくん。はたしてリンゴを取ることが
できるのでしょうか。

Bird flew to the tree.

He took an apple from it.

Little Mouse said, 

“I want wings.  I want to fly.”

Monkey came to the tree.

He took an apple from it.

Little Mouse said, 

“I want to climb a tree.”

Elephant came by.

He took an apple from the tree.

Little Mouse said, 

“I want to have a long nose.”

Further Reading

Little Mouse Wants
an Apple

little 小さい　　mouse ネズミ　　want ～がほしい　　apple りんご　　flew fly（飛ぶ）の過去形　　
took take（～を取る）の過去形　　wing つばさ　　want to ～ ～したい　　monkey サル　　elephant ゾウ　　
came by やってきた

付
録

5

10

118 one hundred and eighteen
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115

LET’S READ 2

A Girl Saved Many Lives

one hundred and fifteen

THAILAND

INDONESIA

MALAYSIA

INDIA

Phuket

Words2004年12月，一人の少女が100人もの命を救いました。彼女はなぜそれができたので
しょうか。

sa
▼

ve(d)　～を救う

li
▼

ves
lifeの複数形

sta
▼

rt(ed)　始まる

qui
▼

etly　静かに

e
▼

arth　地面

bi
▼

g　大きい

e
▼

arthquake
地震

de
▼

ep　深いところで

o
▼

cean　大洋

acro
▼

ss
～を横切って

I
▼

ndian　インドの

ki
▼

ll(ed)　～を殺す

be
▼

ach　浜

di
▼

e(d)　死ぬ

why
▼

　なぜ

occu
▼

r(red)
起こる

Indone
▼

sia
インドネシア

ro
▼

ll(ed)
（波が）押し寄せる

the I
▼

ndian 
O
▼

cean
インド洋

Tha
▼

iland
タイ

ティリー・スミスさん

That Sunday started quietly.  Then the earth moved.  

A big earthquake occurred deep in the ocean near 

Indonesia.  A tsunami started.  The tsunami rolled 

across the Indian Ocean.  It killed about 225,000 people 

that December 26.  But on one beach in Thailand, no one 

died.  Why?

2004年12月26日に起きたスマトラ沖地震

① 225,000は，
two hundred and 
twenty-five thousand
と読む。
② no one ～ で「だれ
も～ない」という意味。

Tips

5
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“Lucky,” Zorba said.  “Now it’s time to f ly.”

“Why do I have to f ly?  Cats don’t f ly,” Lucky said.

“Well, you’re not a cat.  You’re a gull.”

“Me?  A gull?”

“Yes.  You are a gull.  I am a cat.  Cats do cat things.  Gulls do gull 

things.  Each is different.  Each is good.  We must respect differences.”

“So I must f ly,” Lucky said.

“Yes.  Gulls f ly.”

“I can’t f ly without your help.  Will you teach me?”

“Of course.  I promised your mother.  And now I promise you.”

it’s time to 〜 そろそろ～する時期だ　　Cats do cat things.  Gulls do gull things. ネコにはネコのやるべきことがある。カモ
メにはカモメのやるべきことがある。　　difference ちがい

付
録

5

10

110 one hundred and ten
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49

LET’S READ 1

A Pot of Poison

forty-nine

珍
ちん
，観
かん
はお寺の小

こ
僧
ぞう
さんです。ある日，和

お
尚さまがお寺を留守にすることになりました。

さて，その間にどのようなことが起こるのでしょうか。
Words

pot　つぼ
[pɑ́ t]

poison　毒
[pɔ´ izn]

temple　寺
[témpl]

away　離れて
[əwéi]

over
[óuvər ]
～を（越えて）向こうへ

until　～まで
[ʌntíl]

back　帰って
[bǽk]

master　和尚さま
[mǽstər ]

something
[sʌ́ mϑiŋ]
（何かある）物，こと

far away
遠く離れて

one day
ある日

go away
よそへ行く

over there
あそこに

get back
帰る

priest
[príːst]
僧

In a temple far away, a priest and two boys live.  One day 

the priest has to go away.

 Priest:  Boys, I’ll put this pot over there.

   Watch it until I get back.

 Chin:  Yes, Master.

 Kan:  Is something in the pot, Master?

 Priest:  Yes.  Poison!  Don’t touch it.

 Chin, Kan:  Yes, Master.

① 原作は狂言の「附子
（ぶす）」。
② ドラマなどのト書き
では，現在形が使われ
る。

Tips

5
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●国際会議でのポーラの発表の記事を読んでみましょう。コスタリカでは，環境を守るためにどのような取り組
みをしているのでしょうか。

I am from Costa Rica, a small country in Central America.  Many kinds 

of animals and plants live there.  It has many beautiful views.  How can we 

protect this delicate environment?  One answer is eco-tourism.  Eco-tourism 

protects the environment, and it makes work for people.  Let’s look at two 

examples.

Many people visit our rainforests.  These visitors look at the trees and 

animals.  The rainforests need protection.  So bridges connect the trees.  

People walk from tree to tree on the bridges.  This is good for the 

rainforests.  It protects the trees and the ground around them.  It is also 

good for the people of Costa Rica.  They can work as tour guides.

Every year, many sea turtles 

come to the beaches of Costa Rica.  

They lay eggs there.  People help the 

turtles.  They clean the beaches for 

them.  They protect the eggs and 

baby turtles from dogs.  So the 

turtles can go safely to the sea.  It 

also makes work for people.  They 

protect the turtles and guide visitors.

I am very proud to be from Costa 

Rica.  I studied about eco-tourism at 

school. It protects our special 

animals and plants.  It makes work 

for people, such as my parents.  

Protect the environment — it is good 

for us in many ways.  

Further Reading 1 

Costa Rica ――A Country of Eco-Tourism

Central America 中央アメリカ　　view 景色　　protect ～を保護する　　delicate 繊
せん
細
さい
な　　rainforest 熱帯雨林　　

need ～を必要とする　　protection 保護　　bridge 橋　　connect ～をつなぐ　　ground 地面　　as 〜 ～として　　
lay （卵を）産む　　safely 安全に　　be proud 〜 ～を誇りに思う　　such as 〜 ～のような

［211 words］

付
録

5

10

15

20

25

107one hundred and seven
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105one hundred and five

Words

adult(s)
[ədʌ́lt(s)]
おとな

silent
[sáilənt]
静かな

baby
[béibi]
赤ちゃん

villager(s)
[vílidʒər (z)]
村の人

spent
[spént]

  ←spend
	 [spénd]
 （時間）を使う

search
[sə́ːr tʃ]
さがすこと

reach(ed)
[ríːtʃ(t)]
～に到達する

dead
[déd]
死んでいる

between
[bitwíːn]
～の間の

road　道
[róud]

finally　ついに
[fáinəli]

held
[héld]
holdの過去形

run over ～
～を踏む，～をひく

in search of ～
～をさがして

between ～ and ...
～と…の間の（に）

as ～ as ... can
…ができるだけ～

oxcart
[ɑ́kskɑːr t]
牛車

explode(d)
[iksplóud(id)]
爆発（ばくはつ）する

One day, an oxcart 

ran over a landmine.  It 

exploded.  The animals 

and the two adults didn’t 

move, but the field was 

not silent.  A baby cried.  

Landmines were all around her.  The villagers could not 

go into the field.  They spent three days in search of me.

When I reached the village, the f ield was silent.  Was 

the baby dead now?  I removed the landmines between 

the road and the oxcart as quickly as I could.  Finally, I 

reached the baby.  I held her up.  She cried. She lived!

「地雷危険！」の標識

除去して集められた地雷

牛車

5

10
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My name is Kiyoko,
My older sister is Kanako,

The dog is Ran,
Surely you can handle that much.

Kiyoko Sano (Female 14)

Mother, don’t die.
Until  say it’s all right, don’t die.
Until  have finished repaying

everything, don’t die.

Yasuhiro Narita (Male 28)

if ～かどうか　　Einstein アインシュタイン　　dad お父さん　　scary おっかない　　weak 弱い　　notice 気がつく　　
surely 確かに　　handle うまく扱う　　fought fightの過去形　　reconcile 仲直りする　　
Rachel Landrecht レイチェル・ランドレット（人の名前）　　repay 親孝行する

●短い文でも人に思いを伝えることはできる。母への思い，父への思い，友達への思いなど，口に出しては言い
にくいことでも文で書くことはできる。そんな思いを読みとり，自分でも書いてみよう。

Further Reading 1

Short Letters

 wonder if Einstein knew
that time goes faster
when you’re with a friend.

Naohito Kudo (Male 18)

When you cry,  cry.
When you smile,  smile.
When you laugh,  laugh.
When you dance,  laugh.

Rachel Landrecht (Female 27)

Dad,
You act scary
But  know you’re really weak.
Sorry  noticed.

Asuka Yamamoto (Female 17)

Why was it that we fought?
Why was it that we reconciled?

t’s a wonder.

Sahori Koganei (Female 14)

付
録

※  （　）内のFemaleは女性，Maleは男性，
そのあとの数字は年齢。

104 one hundred and four
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49forty-nine

Words

simple
[símpl]
簡単な

clever
[klévər ]
うまくできた

soft
[sɔ́ːft]
やわらかい

inside
[insáid]
内側の

similar
[símələr ]
同じような

outside
[autsáid]
外側の

come up with ～
～を考えつく

satellite(s)
[sǽtəlait(s)]
（人工）衛星

panel(s)
[pǽnl(z)]
パネル

fold(ed)
[fóuld(id)]
～を折りたたむ

method
[méϑəd]
（体系的・科学的）方法

beetle(s)
[bíːtl(z)]
カブトムシ

In space, satellites need very large 

panels for energy and other uses.  But it is 

very hard to carry large panels to space.  

One scientist came up with an answer.  

Panels are folded in a special way until 

they are very small.  They are opened easily in space.  

This method is simple and clever.

He later learned that the soft inside wings of beetles 

use a similar method.  These wings are folded under 

hard outside wings.  When the soft wings open, they 

become very large.

ミウラ折り

観測スペース・フライヤー

イラスト　水野哲也

開発した三浦公亮氏

羽を広げたカブトムシ

5

10
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Mr Adams bought a new safe for the bank.  He was very proud of 

it.  One morning, he took his family and Jimmy to the bank and 

showed it to them.  Two of the family’s little girls were playing around 

the safe.

Just then, Ben Price entered the bank.  He saw Jimmy.  “I’ve got 

him at last,” he thought.  He started toward Jimmy.

Suddenly there was a cry from Susan.  One girl was shut in the 

safe.  The door was locked.  It could not be opened.

Through the thick door, they could hear the faint voice of the 

child.  There was nothing they could do.

“Even I can’t open the door,” Mr Adams said.  “And the safe 

company is many hours away.”

Susan turned to Jimmy.  “What can we do?”

bank 銀行　　proud 誇りに思っている　　toward ～の方へ　　shut shut（閉じこめる）の過去分詞形（現在形，過去形と同形）　　
lock カギをかける　　faint かすかな　　voice 声

付
録

5

10

106 one hundred and six
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102 one hundred and two

Words

shook
[ʃúk]
shake（振る）の過去形

address(es)
[ǽdres(iz)]
住所

barber
[bɑ́ːrbər ]
理髪師

magic
[mǽdʒik]
手品

brought
[brɔ́ːt]
bring（～を持ってく
る）の過去形

football
[fútbɔːl]
サッカー用のボール

shake hands
握手（あくしゅ）する

bring out ～
～を持ち出す

approach(ed)
[əpróutʃ(t)]
～に近づく

Abel
[éibəl]
アベル（男性の名前）

Sam
[sǽm]
サム（男性の名前）

haircut(s)
[héərkʌt(s)]
散髪

delight(ed)
[diláit(id)]
～をとても喜ばせる

A German approached me.  We shook hands.  

“My name’s Abel.  I’m a clerk at a hotel.”  “My 

name’s Sam.  I’m a teacher.  Happy Christmas.”  

He showed me his family’s photo.  We exchanged 

addresses. 

One of the Germans was a barber.  He gave 

some of us haircuts.  We were very glad and 

thanked him.  Paul knew some magic tricks.  He 

delighted all of us, German and British.

We shared drinks and food.  There was a lot of 

talking and laughing.  I took some photos.

Then someone brought out a football.  The 

game began and lasted for a long time.

5

10
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Sudan is a large country in northeast Africa.  It is a country with 

great promise.  It also has great problems. 

For many years the people of Sudan have suffered from war and 

hunger.  Kevin Carter went there to work as a photographer.  He 

wanted the world to see the problems of Sudan. 

One day Carter saw a child on the ground.  He knew why the 

child was there.  She was so hungry that she could not move.  

Suddenly a vulture appeared and approached the girl.  He took a 

photo.  The photo appeared in newspapers all over the world.  He won 

a Pulitzer Prize for it.

vulture ハゲワシ　　Sudan スーダン（国の名）　　northeast 北東　　promise 将来の見込み　　suffer from 〜 ～で苦しむ　　
hunger 飢え　　Kevin Carter ケビン・カーター（人の名前）　　photographer 写真家　　
Pulitzer Prize ピュリッツァー賞（新聞などの優れた報道，文学，作曲に与えられる賞）

●ハゲワシと少女を写した1枚の写真が，世界に大きな衝
しょう
撃
げき
を与えました。

Further Reading 3

A Vulture and a Child
付
録

5

10

108 one hundred and eight
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52 fifty-two

a
▼

ny

abo
▼

ut

mu
▼

ch

do
▼

llar(s)

How about ～?

Words

Exercise

1. 次の語句を使って，買い物の会話を練習しよう。

this cap / 
five dollars

this shirt / 
ten dollars

①

this dish / 
six dollars

②

these pencils / 
one dollar

③

2. Skit  をペアで演じよう。

買い物をしよう
◉値段をたずねる・説明する
○呼びかける

4

由香がお店で買い物をしています。Skit

 Yuka:   Excuse me.

    Do you have any caps?

 Clerk:   Yes, we do.

    How about this one?

 Yuka:   I like it.  How much is it?

 Clerk:   It’s five dollars.

 Yuka:   OK.

Talking Point

How much ～?で値段をた
ずね，It’s ～.などで値段を説
明することができます。

 Yuka:   How much is this cap?

 Clerk:   It’s five dollars.

5
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道に
の旅
内を

Skit

Man:   Excuse me.  Could you tell me

    the way to the castle?

Kumi:   Well, go down this street and 

    turn left at the restaurant.

Man:   Turn left at the restaurant.

e
[kǽsl]

street
[stríːt]

left
[léft]

WordsWords

castl
[kǽsl]

street
[stríːt]

spe
▼

ak

he
▼

lp

tomo
▼

rrow

ho
▼

mework

a
▼

nswer

su
▼

re

que
▼

stion

speak to ～

Words

電話をしよう
◉依頼する
○承諾する・断る

7

宿題に困ったエマが，ラージに電話します。Skit

Raj:   Hello.

Emma:   Hello.  This is Emma.

    Can I speak to Raj, please?

Raj:   Speaking.  What’s up?

Emma:   Can you help me with tomorrow’s math 

homework?

5

Skit

Man:

  

Kumi:

  

Man:5

Skit

Man:

  

Kumi:

  

Man:

We Can Change Our World （L.7）

多様なテーマの読み物教材を取り上げ，
楽しく読む中で読む力を伸ばします

実態に応じて選んで使える，
補充的なリーディング教材です

実生活に結びついた場面が，英語をいっそう身近にします。
・生徒に身近な場面でのいきいきとしたやり取りを紹介します。
・典型的な「買い物」「電話」「道案内」は，3年間通してスパイラルに扱います。
・標準的な授業時間は1時間です。

1年

1年

1年

2年

2年

2年

2年

3年

3年

3年

3年

3年

Alice and
Humpty Dumpty

Little Mouse 
Wants an Apple

A Girl Saved
Many Lives

Zorba's
Promise

A Pot of Poison

Costa Rica

Landmines
and Aki Ra

Short Letters

Learning from 
Nature

Jimmy Valentine

A Moment of 
Peace

A Vulture and a 
Child
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絵や英語をヒントに，それぞれ何をしているか考えよう。

4

5

6

7seven
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見　初校✓

●英語を聞いて，どの場面か選ぼう。

コミュニケーションを楽しもうGet Ready 1

1

2

3

6 six
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見　初校✓

小学校外国語活動との接続

Get Ready

●─ Get Ready 1  コミュニケーションの大切さを確認します。

1年の冒頭には，Get Ready（1～4）を用意しています。
・この段階では，単語（つづり）を学習する必要はありません。「音」と「文字」が学習対象です。

リスニング・スクリプト

Ken:  Good morning, Ms Brown.
Ms Brown: Good morning, Ken.
Ken: How are you?
Ms Brown: Fine, thank you.  And you?
Ken:  I'm fi ne too.  Thank you.

リスニング・スクリプト

Man: Excuse me.  W here is the 
station?

Kumi: Go straight.  Turn right at 
the shop.

Man: Go straight and turn right.  
Thank you.

Kumi: You're welcome.

リスニング・スクリプト

Raj:  Do you have a red cap?
Woman: Sure .  L et me see .  How 

about this?
Raj: I like it.  How much is it?
Woman: 900 yen.
Raj: OK.
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絵や英語をヒントに，それぞれ何をしているか考えよう。

4

5

6

7seven

E1006_1年_GR1_24NC.indd   7 11.1.20   2:34:21 PM

見　初校✓

●英語を聞いて，どの場面か選ぼう。

コミュニケーションを楽しもうGet Ready 1

1

2

3

6 six

E1006_1年_GR1_24NC.indd   6 11.1.20   2:34:08 PM

見　初校✓

1年の冒頭には，Get Ready（1～4）を用意しています。
・この段階では，単語（つづり）を学習する必要はありません。「音」と「文字」が学習対象です。

小学校で育まれたコミュニケーション能力の素地を確認できます。
・音声のやり取りで，小学校での体験活動をふり返り，生徒のレディネス（準備度）を図ります。

Get Ready 1～4 の 標
準的な授業時間は，1見
開きで1時間です。

リスニング活動から入ります。小学校外国語活動で体験
済みの言語の使用場面や働きを取り上げて確認します。

・あいさつ　・道案内　・買物　・事実を伝える
・気持ちを伝える　など

リスニング・スクリプト

Meiling: What is this?
Mr Oka: It's origami.  It's a crane.
Meiling: Nice!

リスニング・スクリプト

Emma: Hi, everyone.  I'm late. I’m 
sorry.

Boy:  Don't worry.
Girl: OK. Let's go.

リスニング・スクリプト

Paul: This is a present for you.
Yuka: Thank you.
Paul: You're welcome.  Good luck in 

Canada. 
Yuka: Thank you.  See you. 
Paul: Good bye.
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My Box

友達とペアになって，自分の名前と好きなものを伝え合おう。

Emma Simmons

apples

dogs
cats

rabbits

elephants bears

birds

koalas
lions

giraffes 

tigers

monkeys 

hippos

camels

penguins

pandas

kangaroos

gorillas

horses

11eleven

E1008_1年_GR3_24NC.indd   11 11.1.15   10:51:58 AM

見　初校✓

友達になろう（2）

My Box

Kato Ken

apples

bananas

pineapples

turnips

carrots

eggplants

lemons

oranges

tomatoes

grapes

green peppers

peaches

加藤 健

10 ten

E1008_1年_GR3_24NC.indd   10 11.1.15   10:51:48 AM

見　再校✓

友達になろう（2）

タッチングゲームやキーワードゲームなどをしよう。

タッチングゲーム
先生が言った英語（単語やアルファベット）にあたる絵を指でさそう。

キーワードゲーム／キーアルファベットゲーム
① 友達とペアになろう。そして，友達との間に消しゴムを置こう。
② キーワード／キーアルファベットを決めよう。
③ 先生が言った英語のあとに続けて，発音しよう。
④ キーワード／キーアルファベットが発音されたら，消しゴムを取ろう。

My Box

Yang Meiling

Raj Shukla

running

rice

pizza

salad

(miso ) soup

sushi

kimchi

steak

fried rice

cereal

nan

curry

milk

yogurt

bread

spaghetti

gratin

楊 美玲

9nine
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見　初校✓

●3年間一緒に学んでいく仲間です。名前や好きなものを聞いてみよう。

友達になろう（1）Get Ready 2

あなたの好きなものをかいてみよう。

My Box

Tanaka Kumi

Paul Green

baseball

soccer

volleyball

judo

table tennis

tennis

basketball

running

swimming

skating

田中 久美

8 eight

E1007_1年_GR2_24NC.indd   8 10.12.25   3:55:27 PM

見　初校✓

小学校外国語活動との接続

●─ Get Ready 2  登場人物たちの自己紹介を聞きます。

carrots

小学校で慣れ親しんだ
語いや表現がたくさん
散りばめられています。

・スポーツ
・食べ物，飲み物
・野菜，果物　・動物

My Box

peaches

10 ten

My Box

peaches

リスニング・スクリプト

Kumi: H e l l o .  M y n a m e i s 
Tanaka Kumi.  I like 
basketball.  Let's play 
basketball.

Paul: Hi.  My name is Paul 
Green.  I'm from the 
USA.  I play  soccer .  
Do you like soccer?

以下略
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身の回りのアルファベットを探そう。

D
d

S
s

A
a

G
g

F
f

C
c

X
x

Z
z

B
b

V
v

E
e

W
w

Q
q

T
t

R
r

K
k

J
j

H
h ; :L

l

,M
m

N
n ?.

I
i

U
u

Y
y

P
p

O
o

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
▲これは書き文字に近い書体の1つです。

A B C D E F GH I J K L MNO P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
▲これは活字体の代表的な例です。

Mr Oka

13thirteen
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見　再校✓

●英語のアルファベットを聞いて，発音しよう。
●下の①～④の英語を聞いて，共通点を考えよう。

●アルファベットを，大文字・小文字の特
とく
徴
ちょう
に注意して書いてみよう。

●アルファベットで自分の名前を書いてみよう。

実際に書くときの例

Aは牛の頭の形
からできたのね。

アルファベットを覚えようGet Ready 3

D
d

S
s

A
a

G
g

F
f

C
c

X
x

Z
z

B
b

V
v

E
e

W
w

Q
q

T
t

R
r

K
k

J
j

H
h ; :L

l

,M
m

N
n ?.

I
i

U
u

Y
y

P
p

O
o

① A J K　　② b c d e g p t v z 　　③ I Y 　　④ u q w

Mは波の形
だったんだ。

12 twelve
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E

elephant

e

L

lunch

l

S

singer

s

F

father

f

M

mouth

m

T

tissue

t

Y

yo-yo 

y

K

kitchen

G

girl

g

name

n

Z

zoo

z 英語を聞いて，音と文字に注意して言ってみよう。

⑴

ink

singer

window

hippo

⑵

lunch

up

Ms Brown

k N

up

uU

15fifteen
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見　三校✓

●英語を聞いて，絵を指でさそう。
●英語を聞いて，発音しよう。
●リズムに合わせて言ってみよう。

単語の音とつづりに親しもうGet Ready 4

A

astronaut

a

H

hippo

h

O

omelet

o

B

boy

b

I

ink 

i

P

pudding

p

X

box

x

C

car

c

J

juice

j

Q

question 

q

V

vet

v

D

doctor

d

R

rice ball

r

W

window 

w

14 fourteen
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●─ Get Ready 3  「音」と「文字」が学習の対象になります。

●─ Get Ready 4  「音」と「文字」の関係に気づかせます。

単語は小学校で慣れ親しんだものばかりですが，この
段階で単語（つづり）まで身につける必要はありません。

音声に着目させ
ながら文字を導
入します。

身の回りのアルファベットを探そう。

文字を身近に感じる
ことで「書くこと」
に慣れ親しみます。

イラストとつ
づりを見なが
ら，英語の音
と文字の関係
についての興
味・関心を高
めます。
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17seventeen 

Words

I
▼

a
▼

m

hello
▼

excu
▼

se

me
▼

ni
▼

ce

to
▼

me
▼

et

yo
▼

u

to
▼

o

Excuse me?

Nice to meet 
you.

Pa
▼

ul Gre
▼

en
ポール・グリーン（人
の名前）

E
▼

mma 
Si
▼

mmons
エマ・シモンズ（人の
名前）

Ya
▼

ng Meili
▼

ng
ヤン・メイリン（人の
名前）

 Kumi:   Hello, I am Tanaka Kumi.

 Paul:   Excuse me?

 Kumi:   Kumi.  K-U-M-I.

 Paul:   Kumi.  I am Paul.  Paul Green.

 Kumi:   Nice to meet you, Paul.

 Paul:   Nice to meet you too, Kumi.

話してみよう   ペアになり，例にならってあいさつしよう。そして相手の名前をメモしよう。

例	 A:  Hello.  I am Ken, K-E-N.  

	 B:  Hello.  I am Emma, E-M-M-A.

書いてみよう    下の例にならって，大文字・小文字に注意し，自分の名前を紹介する文を書
いてみよう。

■ あいさつの仕方を知る。
■ am / areを理解し，使う。
■ 自己紹介をしたり，気持ちや状態を伝えたりする。

この課で
学ぶこと

●文の最初の文字は大文字にする（ただし，Iは文の中でも大文字）。

●人名・地名の最初の文字は大文字にする。
●単語の間は小文字1つ分くらいあける。

▼ 日本人の名前を英語で表現するとき，①日本語と同じように「姓＋名」とする言い方と，②英語圏
けん
で

の言い方に合わせて，「名＋姓」とする言い方の2通りがあります。この教科書では①を使います。

●文の終わりには，「.」（ピリオド）をつける。

I am Tanaka Kumi.

5
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見　初校✓

16

GET
I am Tanaka KumiLESSON 1

sixteen

POINT

I am Tanaka Kumi.●「私は～です」

文法の要点 p.42

Part 1

聞いてみよう   会話を聞いて，だれとだれがあいさつしているのか，線で結ぼう。

●中学校での生活が始まり，久美たちが他のクラスメートとあいさつをしています。

Tanaka Kumi
・

Paul Green

Kato Ken
・

Emma Simmons

Yang Meiling

・
・

・

E1011_1年_L1_GET_24NC.indd   16 10.4.27   9:20:43 AM

小学校外国語活動との接続

1年̶LESSON 1～3
音から文字へ。体験から学習へ。中学校の英語学習のスタートです。
・このページから，文法や単語などの学習が始まります。

リスニングに含まれる基本文
のしくみに着目します。
文のしくみを理解した上で，
再度リスニングにチャレンジ
して内容理解を確かなものと
します。

小学校で慣れ親しんだリスニ
ング活動からレッスンの導入
を図ります。
右ページの本文を含む類似の
やり取りを 3つ聞くことで，
リスニングのインプット量を
豊かにします。

リスニング・スクリプト

No.1
Ken: Hello, I am Kato Ken.
Meiling: Excuse me?
Ken: Ken.  K-E-N.
Meiling: Ken.  I am Yang 

Meiling.
Ken: Nice to meet you, 

Meiling.
Meiling: Nice to meet you too, 

Ken.

No.2
Kumi: Hello, I am Tanaka 

Kumi.
Paul: Excuse me?
Kumi: Kumi.  K-U-M-I.
Paul:  Kumi.  I am Paul.  Paul 

Green.
Kumi: Nice to meet you, Paul.
Paul: Nice to meet you too, 

Kumi.

No.3
Emma:  Hello, I am Emma 

Simmons.
Kumi:  Excuse me?
Emma: Emma.  E-M-M-A.
Kumi: Emma.  I am Tanaka 

Kumi.
Emma:  Nice to meet you, Kumi.
Kumi:  Nice to meet you too, 

Emma.
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17seventeen 

Words

I
▼

a
▼

m

hello
▼

excu
▼

se

me
▼

ni
▼

ce

to
▼

me
▼

et

yo
▼

u

to
▼

o

Excuse me?

Nice to meet 
you.

Pa
▼

ul Gre
▼

en
ポール・グリーン（人
の名前）

E
▼

mma 
Si
▼

mmons
エマ・シモンズ（人の
名前）

Ya
▼

ng Meili
▼

ng
ヤン・メイリン（人の
名前）

 Kumi:   Hello, I am Tanaka Kumi.

 Paul:   Excuse me?

 Kumi:   Kumi.  K-U-M-I.

 Paul:   Kumi.  I am Paul.  Paul Green.

 Kumi:   Nice to meet you, Paul.

 Paul:   Nice to meet you too, Kumi.

話してみよう   ペアになり，例にならってあいさつしよう。そして相手の名前をメモしよう。

例	 A:  Hello.  I am Ken, K-E-N.  

	 B:  Hello.  I am Emma, E-M-M-A.

書いてみよう    下の例にならって，大文字・小文字に注意し，自分の名前を紹介する文を書
いてみよう。

■ あいさつの仕方を知る。
■ am / areを理解し，使う。
■ 自己紹介をしたり，気持ちや状態を伝えたりする。

この課で
学ぶこと

●文の最初の文字は大文字にする（ただし，Iは文の中でも大文字）。

●人名・地名の最初の文字は大文字にする。
●単語の間は小文字1つ分くらいあける。

▼ 日本人の名前を英語で表現するとき，①日本語と同じように「姓＋名」とする言い方と，②英語圏
けん
で

の言い方に合わせて，「名＋姓」とする言い方の2通りがあります。この教科書では①を使います。

●文の終わりには，「.」（ピリオド）をつける。

I am Tanaka Kumi.

5
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見　初校✓

16

GET
I am Tanaka KumiLESSON 1

sixteen

POINT

I am Tanaka Kumi.●「私は～です」

文法の要点 p.42

Part 1

聞いてみよう   会話を聞いて，だれとだれがあいさつしているのか，線で結ぼう。

●中学校での生活が始まり，久美たちが他のクラスメートとあいさつをしています。

Tanaka Kumi
・

Paul Green

Kato Ken
・

Emma Simmons

Yang Meiling

・
・

・

E1011_1年_L1_GET_24NC.indd   16 10.4.27   9:20:43 AM

音から文字へ。体験から学習へ。中学校の英語学習のスタートです。
・このページから，文法や単語などの学習が始まります。

4技能を総合的に使って，英語のしくみをしっかり身につけます。
・「聞くこと」からスムーズに導入します。

1年の LESSON 1～3はこの
ページ構成です。標準的な授業
時間は，1見開きで1時間です。

英文を書き留めることで，確
実な定着を図ります。
無理なく書くことに慣れるよう，
書き方のルールをていねいに
示してあります。

学習した文法や語いを
使って簡単な活動をし，
定着を促します。

左ページのリスニング活動で
すでに聞いている本文を読み，
音から文字へとつなぎます。
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自立的学習のサポート
　生徒たちに主体性を持たせ，生徒の発達段階や個に応じた「学び方」「わかり方」̶ 自立した学習を
身につけさせるために，さまざまなしかけをしてあります。そして，個々の生徒の理解の程度に応じた
指導ができます。

学びのプロセスがわかりやすい！
わからなかったところ・間違えたところは，基本文とその解説を読んで確認し，あらためて言語活
動で練習し，自ら克服することができます。

見通しを立てる

写真・イラスト・
Question

この課で学ぶこと

・題材について

・言語材料について

・言語活動について

題材

言語
材料

言語
活動

基礎・基本を習得する

本文とイラスト・写真

習得したものを活用する

USE Read

本文とイラスト・写真

Pre-Reading

In-Reading

Post-Reading

USE Read / Listen /

Speak / Write /

Mini-project

文法の要点
確認問題

学習をふり返る

とびら GET USE まとめ

基本文の理解を図るために，解説を見て，
問題を解き，繰り返し確認することが
できます。

基本文を習得・活用するために，
言語活動を通して，繰り返し練
習することができます。

Readの内容に向けて，レッスンのとびらから
取り扱うトピックについて，ゆるやかに情報を
与えていきます。
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［1］ 単語はアルファベット順に並んでいます。

［2］  drawsは動詞の原形（もとの形）drawに -sをつ
けて，「3人称単数現在形」になっています。 
drawsを辞書で調べるときには，-sを取り，動
詞の原形drawで探します。

辞書で単語の意味を調べよう

次の文の‘draws’の意味を，辞書で調べよう。

辞書で単語の意味を調べるときには，次の点に注意しよう。

Koji draws pictures very well.例

見出し語
　アルファベット順に並んでいます。
発音表記
品詞
　略語で示してあります。
　名  → 名詞，動  → 動詞
意味

�
�

��
��

�

� �

� ��
� � �

�

� � ��
��

�

�

� ��
��� � ��
�

� � �

� �

� �

� �� ����
��� ��� � �
� � ��

� �
���

��� ���

�

dr

draw

a map

a picture of a cat

paint

draw a line
draw
draw

wl� �

� � � � � �
�
� � � � � �� �
� � ��

� ��

��

�
��
�

draw

���
�

�

��

��

A
A

B

�����

D

D

C

C

B

C

D

次の単語をアルファベット順に並べよう。

cat   cap   beautiful   coach   bag

①

②

③

見出し語のdrawが見つかったら，品詞の部分
を見よう。

文の内容に合う訳語を探し，意味を決めよう。

次の下線の語の意味を，辞書で調べよう。

　見出し語のdrawの品詞には動詞と名詞とがあります。
例文のdrawsは動詞ですので，動詞の説明を見ます。

　例文では，drawsのあとにpictures「絵，写真」が続き
ますので，見出し語drawの動詞の訳語として「（絵を）か
く」という意味が文の内容に合います。
　例文は，「耕司はとても上手に絵をかきます」という意味
になります。

These chairs have special wheels.

④

⑥

⑤

seventy-five 75

E1034_1年_L6_辞書2_24NC.indd   75 11.1.6   1:26:14 PM

見　初校✓

84

USE

85

LESSON 7Read

 Can Mr Kyoya shoot very well?

Try
3 They can push their own chairs one or two times 

with the ball.

 

 

 

Words

Words

 Do you know about wheelchair basketball?  

Many people play it in Japan.

 This is Mr Kyoya Kazuyuki.  He plays 

basketball.  He is in a special wheelchair.  He can 

move easily in it.  He is a very good player.  He can 

shoot very well.

 What are some rules of wheelchair basketball?  

Players can carry the ball on their laps.  They can’t 

hold the ball too long.  They can push their own 

chairs one or two times with the ball.

 Wheelchair basketball is very exciting.  Let’s 

watch a game.

Wheelchair Basketball

英語の文章の読み方
LESSON 7からは，USE-Readのページが加わり，まとまった文章の読み方を学んでいきます。
次のような点に注意して，取り組んでみましょう。

●はじめから最後まで通して読んでみよう。
●わからない語句があってもそこで止まら
ず，知っている語句から，だいたいの内
容をつかむように心がけよう。

●読んだ内容を，設問に答えながら，確認
していこう。

In-Reading

●タイトルや写真，さし絵などから，どんな内容なのか想像しよう。
●設問に答えながら，読む準備をしよう。

Pre-Reading

●読み終わったら，内容を整理しよう。
●書いた人の気持ちや考えを，文章から読
み取ろう。

●読んだ内容に対して，自分の意見を表現
してみよう。

●Tryでさらに内容を深めてみよう。

Post-Reading

●    内容についての補足的な情報が示されているので，読むときの参考にしよう。Tips

●  代名詞がさすものを確認したり，指示された文を探し出したりしよう。Check

seventy-eight78
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いろいろな単語 場面に合わせて活用しよう
● My Box には，自分で使いたい語句を調べて書いてみよう。
例は，すべての単語があてはまるわけではありません。

学校
例 A: Where is the library?A: Where is the library?A:

B: It’s on the second floor.B: It’s on the second floor.B:

図図書書室室 lliibbrraarryy
音楽室 music room
コンピュータ室 computer room
放送室 announcement room
職員室 teachers’ room
校長室 principal’s’s’ office

ノート notebook
のり glue
絵の具 paint
コンパス compasses
ホッチキス stapler
時間割 class schedule
黒板 blackboard
チョーク chalk
テレビ television
花びん vase
CCDDププレレーヤヤー CCDD ppllaayyeerr
時計 clock
机 desk
いす chair
かばん school bag
制服 school uniform

付
録
いろいろな単語

9898 ninety-eightninety-eightninety-eight

タイトル :

Idea Box
entrance ceremony　入学式entrance ceremony　入学式entrance ceremony  school trip　修学旅行 sports day　運動会 sports day　運動会 sports day
one-day camp　野外学習　　chorus contest　合唱コンテスト　　graduation ceremony　卒業式graduation ceremony　卒業式graduation ceremony
walk　歩くwalk　歩くwalk  enter ～　～に入場する gym　体育館 visit ～　～を訪れる
run　走る hike　山歩きをする cook　料理をする cook　料理をする cook  sing　歌う
take a picture　写真を撮る listen to the tour guide　ツアーガイドの話を聞く
clap hands　拍手する say goodbye　別れのあいさつをする

タイトルタイトル ::

●木になっているリンゴを食べたい，ねずみくん。はたしてリンゴを取ることが
できるのでしょうか。

Bird flew to the tree.

He took an apple from it.

Little Mouse said, 

“I want wings.  I want to fly.”

Monkey came to the tree.

He took an apple from it.

Little Mouse said, 

“I want to climb a tree.”

Elephant came by.

He took an apple from the tree.

Little Mouse said, 

“I want to have a long nose.”

Further Reading

Little Mouse Wants
an Apple

little 小さい　　mouse ネズミ　　want ～がほしい　　apple リンゴ　　flew fly（飛ぶ）の過去形　　
took take（～を取る）の過去形　　wing つばさ　　want to ～ ～したい　　monkey サル　　elephant ゾウ　　
came by やってきた

付
録

5

10

118 one hundred and eighteen
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英語の歌 2

作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ
編曲：ミッキー吉野

Words & Music by
J. Lennon and P. McCartney

Every Child Has a Beautiful Name

Hello, Goodbye

Child of mine, what a beautiful name
A beautiful name
What a beautiful name
We grow and change
But we’re all the same
As people still
We’re all the same

＊Every little child can laugh
And sing in the sun
Their song will be heard by everyone

※Big and tall
Short and small
Black or white
Dark or light
No, it doesn’t matter at all
’Cause no one’s wrong and no one’s right

★Every child has a beautiful name
A beautiful name
A beautiful name
We grow and change
But we’re all the same
As people still
We’re all the same

You say yes, I say no
You say stop and I say go, go, go
Oh no

＊You say goodbye and I say hello
Hello, hello
I don’t know why you say goodbye
I say hello
Hello, hello
I don’t know why you say goodbye
I say hello

I say high, you say low
You say why and I say I don’t know
Oh no

Child of mine, what a beautiful smile
A beautiful smile
What a beautiful smile
You really make my life worthwhile
With your smile
My life’s worthwhile
So hold close and hug them oh so tight
Show them everything
Will be all right

※ repeat （Chorus）
＊ repeat
※ repeat

★ repeat

Every child on earth has a beautiful name
A beautiful name
A beautiful name
We grow and change
But we’re all the same
As people still
We’re all the same
★ repeat

＊ repeat

Why do you say goodbye
Oh no
＊ repeat

You say yes, I say no
( I say yes but I may mean no )
You say stop and I say go, go, go
( I can stay till it’s time to go )
Oh, oh no
＊ repeat

Hello, hello
I don’t know why you say goodbye
I say hello
Hello ...

E1073_1年_後見返し1_歌_24NC.indd   4 10.4.27   9:52:02 AM

つづりと発音【母音】
●基本的なつづりと発音の関係を覚えて，
　英語らしい発音を練習しよう。

母音を表す文字の発音1 yの発音3

重なった文字の発音2

文字 発音 単　語

a [æ]
[ei]

ask, bag, cat, hand

game, name, page, table

e [e]
[iː]

pen, lesson, tennis

these, Japanese, Eve

i [i]
[ai]

hit, picture, dish, winter

bike, life, nice, smile, write

o [ɑ]
[ou]

not, fox, hot, shop

hole, those, home

u [ʌ]
[juː]

bus, much, run, Sunday

excuse, use

文字 発音 単　語

y [i] 
[ai]
[j]

every, family, many, very

by, cry, my, why

year, yes, you, your

wの発音4

文字 発音 単　語

w [w] way, want, swim

文字 発音 単　語

ea [iː]
[e]

beach, eat, please, speak

breakfast, treasure

ee [iː] meet, see, three, week

ai [ei] explain, wait

ay [ei] day, play, stay, today

oi [ɔi] toilet, join

au [ɔː] August, Australia, Paul

aw [ɔː] draw, hawk, saw

ou [au] about, around, house

ow [au]
[ou]

brown, down, how, now

follow, show, tomorrow

oo [u]
[uː]

book, cook, good, look

afternoon, choose, school

oy [ɔi] boy, enjoy, toy

母音を表す文字＋rの発音5

文字 発音 単　語

ar [ɑːr ] art, hard, park

er [ər ] paper, river, teacher

ir [ər ] bird, first, third, birthday

or [ɔːr ] before, morning, sport

ur [əːr ] occur, Thursday

air [eər ] chair, hair, stairs 

ear [iər ] dear, near, year

付
録

yは，[i][ai]は母音の発音だけど，
yearの [j]は [i][ai]とはちょっと
違うよ。
wは日本語の「ウ」とは違うよ。右
ページで確認しよう。

　ではそれぞれ下の列の語には，
みな最後にeがついているね。a, 
e, i, o, uの文字の発音は，アル
ファベットの読みと同じだよ。

a, e, i, o, uを発音する
ときに，のどを指で押さ
えてみよう。小さく震え
ているのがわかるね。

1

126 one hundred and twenty-six
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見　初校✓an Apple
木になっているリンゴを食べたい，ねずみくん。はたしてリンゴを取ることが

an Apple

リンゴ　　
～したい　　

現在形1

現在進行形2

過去形3

過去進行形4

絵でわかる英語のしくみ付
録

I play tennis.

I am playing tennis now.

I played tennis three days ago.

I was playing tennis when you called me yesterday.

過去 現在 未来

昨日電話があったとき

現在

3日前 現在

現在

現在・過去・未来を表すときの，動詞の形に注意しましょう。

時制1

110 one hundred and ten
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作詞：奈良橋陽子／作曲：タケカワユキヒデ
編曲：ミッキー吉野

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.

Twinkle, Twinkle, Little Star

Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.

ハンプティ・ダンプティ

ハンプティ・ダンプティ，塀に座っていた
ハンプティ・ダンプティ，落ちてバラバラ
王様の馬と家来たち，みーんな集まった
でも，ハンプティをもとどおりにはできなかった

きらきら星

きらきら光る，小さな星
あなたはいったいだれなの
お空に高く
ダイヤのように光っている

E1074_1年_後見返し2_24NC.indd   3 10.4.27   9:53:09 AM

Bow-wow, Says the Dog

Bow-wow, says the dog,
Mew, mew, says the cat,
Grunt, grunt, goes the hog,
And squeak goes the rat.
Tu-whu, says the owl,
Caw, caw, says the crow,
Quack, quack, says the duck,
And what the cock says you know.

イヌはワンワン

イヌはワンワン
ネコはニャーニャー
ブタはブーブー
ネズミはチューチュー
フクロウはホーホー
カラスはカーカー
アヒルはガーガー
ではニワトリは何て鳴く

Mother Goose 

E1074_1年_後見返し2_24NC.indd   2 10.4.27   9:53:07 AM

Humpty Dumpty

Humpty Dumpty sat on a wall,
Humpty Dumpty had a great fall;
All the king’s horses and all the king’s men
Couldn’t put Humpty together again.

ハン

ハン
ハン
王様
でも

自立的学習のサポート
●教科書を通して，学習スタイルを身につけることをサポートします。
●生徒一人ひとりが解説や付録を読み，調べ，自分に合った学習を見つけます。

充実の付録で自学自習がしやすい！
3学年を通して，段階的に学びを導入しつつ，レッスン間や付録に，学びのまとめや様々なレベルの
教材，そして活動用素材を用意しています。

次の下線の語の意味を，辞書で調べよう。

になります。

These chairs have special wheels.

⑥

seventy-five 75

自立学習に欠かせない辞書の使い方を，
1年から段階的に扱っています。辞書を
ひけることによって，家庭でも主体的
に学習ができます。

校長室 principals office
保健室 nurse’s’s’ office
体育館 gym
校舎 school building
プール swimming pool
校庭 playground
校門 school gate
塀 wall
テニスコート tennis court
正面玄関 main entrance
生徒用昇降口 students’ entrance
花壇 flower bed
3階 （米）third floor （英）second floor
2階 （米）second floor （英）first floor
1階 （米）first floor （英）ground floor
My Box

教室の中にある物
例 A: What’s this in English?A: What’s this in English?A:

B: It’s a ball-point pen.B: It’s a ball-point pen.B:

制服 school uniform
My Box

1日の行動
例 A: What time do you usually get up?A: What time do you usually get up?A:

B: I get up at six thirty.B: I get up at six thirty.B:

起きる／目をさます get up / wake up
寝る go to bed
顔を洗う wash my face
歯を磨く brush my teeth
服を着替える change my clothes
髪をブラシ［くし］でとかす brush [comb] my hair
朝食を食べる eat [have] breakfast
家に帰る return home / go home
おやつを食べる have a snack
宿題をする do my homework
夕飯を作る cook dinner
皿を洗う wash the dishes
風呂に入る take a bath
洗濯をする do the laundry洗濯をする do the laundry

覚える単語（1,200語程度）以外にも，
USEやWe're Talkingの活動で，自己
表現を広げるための語彙を紹介するコー
ナー「IDEA BOX」を設置しています。
また各学年の付録に，カテゴリーごと
に分けた「いろいろな単語」も用意し
ています。

容をつかむように心がけよう。
●読んだ内容を，設問に答えながら，確認
していこう。

●読んだ内容に対して，自分の意見を表現
してみよう。

●TryTryでさらに内容を深めてみよう。

●   内容についての補足的な情報が示されているので，読むときの参考にしよう。Tips   Tips   
● 代名詞がさすものを確認したり，指示された文を探し出したりしよう。Check

seventy-eight78

「読む」活動において，読み方を学びつ
つ，まとまった文章を読めるように，1
年から徐々に語数を増やしていきます。

昨日電話があったとき

現在

110 one hundred and ten付録には，プラスの読み物Further Readingのほか，
つづりと発音をまとめたもの，イラストで文法を横断
的にまとめたものなど，充実しています。

イヌはワンワン
ネコはニャーニャー
ブタはブーブー
ネズミはチューチュー
フクロウはホーホー
カラスはカーカー
アヒルはガーガー
ではニワトリは何て鳴く見返しには歌のほか，活動に使

えるイラストや読み物を配置し
ています。
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3年2年1年

現
行
版

改
訂
版

② NEW① ③ ⑤④ NEW

LESSON 2

三人称
（He is ...　/
She is ...）

LESSON 5

Where / 
When do 
you ... ?

LESSON 7

canの文

LESSON 3

未来を表す文
（be going 

to ...）

LESSON 5

関係代名詞
（that, who, 

which）

LESSON 6

後置修飾（現
在分詞，過去
分詞），接触節

LESSON 5

3人称
（He is ...　/
　She is ...）

LESSON 8

canの文

LESSON 5

後置修飾（現
在分詞，過去
分詞），接触節

LESSON 6

関係代名詞
（that, who, 

which）

語い数･指導時数･文法の配列について

語い数
必修語（最重要語・重要語）約1,200語を精選しました。

①最重要語 ②重要語 ①＋②合計 その他

1 年 346 197 543 57 

2 年 162 236 398 49 

3 年 59 235 294 93 

合 計 567＊ 668 1,235 199 

＊ ①の最重要語は500語です。この中に含まれる不規則動詞の過去形・過去分詞形などもカウントして567になっています。

指導時数
週4時間（年間140時間）の中で，余裕をもって授業を進められます。
3学期制の場合（［　］は2学期制の場合）

1学期 2学期 3学期 合計

1 年 　32［43］ 　43［45］ 13 88 

2 年 　36［45］ 　37［42］ 14 87 

3 年 　35［43］ 　37［42］ 13 85 

おおよその目安となる時数です（選択的な扱いの部分は除く）。

 や巻末付録資料などを活用することにより，柔軟な時数の扱いができます。

文法の配列（平成18年度版からの変更）

小学校外国語活動の導入や，指導時数の増加に伴い，新たに基本文として取り上げたり，学習時期を変更したりして，
学習者がより理解しやすいように配列しました。

① be動詞のisに関わる表現や活動を，現行版より少し早い段階でまとめて取り上げました。
② where / whenを重要な疑問詞として位置づけ，新たに基本文として取り上げました。
③ canの文を現行版より少し早い段階で扱いました。
④ 未来を表す文として使用頻度の高いbe going to ～ を，新たに基本文として取り上げました。
⑤ 関係代名詞を後置修飾･接触節の前に学習できるよう配置しました。

NC24解説冊子-ver02.indd   36 11.3.3   11:43:33 AM



37

平成24年度版 　Q&A

●─ 1,200語の選択の基準は？
　主要辞書の頻度ランクや，学習者コーパスなどの各種データを利用して，「今後英語を使う上で頻出するた
め，初級の段階で覚えておくべき単語」と「中学生の日常生活を考えたときに，表現したい確率の高く，覚えて
おきたい単語」について分析しました。その中から頻度の高い順より，「最重要語」「重要語」「その他の語」の
ランク付けをし，Words欄の点線上に，最重要語は太字，重要語は並字で，点線下にその他の語を並字で明示
しました。

●─ 分量が多いのでは？
　新しい学習指導要領では，週の指導時数が3時間から4時間へと変更になります。また，教育行政側からも
「質･量ともに格段に充実した教科書」を求める提言がなされてきました。新しいNEW CROWNはそれらに

対応するために，全体として現行版から約2割の増量を図りました。
　現行の学習指導要領下では教科書をこなすのも時間的に厳しい，といった声が聞かれることもあります。そ
こで，「各学年のLESSON数は増やさない」，実態に合わせて弾力的に運用できる「活用や付録部分を増や
す」，さらなる増量に応えられるよう「必修ではない選択的な位置づけのTryや付録を増やす」ことで，さまざ
まな要望に柔軟に応えられるようにしました。
　また，原則として1見開き2時間を想定したパート構成とし，1年88時間，2年87時間，3年85時間と，年間
140時間のうちの60%強の時間配当で，余裕を持って取り組めるよう配慮しました。

●─ Mr. Mrs. Ms.などの省略記号やtoo, thenなどの前のコンマがないの
　　はどんな意図があるのですか？

　教育的配慮からです。イギリス英語ではMr./Mrs./Ms.の省略記号(.)はつけないのが普通です。tooやthen

の前のコンマは，英米ともに両方の用法が見られます。学習上の負担を少しでも軽くするということを考えて，
省略記号やコンマをつけない用法に統一しました。

●─ 2年の受け身は3年で学習してもよいのでは？
　受け身形には動詞の過去分詞形を用いますが，この過去分詞形は学習者にとって負担の大きい学習項目で
す。受け身形の文のしくみや概念と同時に，不規則変化のある過去分詞形をも学ばなければならないというこ
とで，ていねいに扱うべき項目と考えました。
　3年になるとすぐに現在完了形が出てきますので，過去分詞形に慣れておくために，2年の最後に受け身形を
配当し，さらに3年のLESSON 1で復習として受け身形を扱い，ていねいに繰り返しながら定着を図ることが
できるよう配慮しています。

●─ GETの本文とUSE Readの本文の違いは？
　GETの本文の目的は文法の導入や習得です。ポイントとなる英文にコンテクストを加え，ポイントの文がど
のように使われるかを示した英文だといえます。また，生徒が暗誦したり，自分に合わせて語句を入れかえたり
して，表現活動に結びつけるためのモデルとなる英文でもあります。そのため，GETの本文は1年から3年まで1

つ30語前後で構成されています。
　USE Readでは，英文を一字一句までを吸収する必要はなく，読む作業を通して習得した文法事項の復習
や定着を図ります。つまり，読むことに特化した活動を行うことができる，いわば「読むため本文」といえます。
この本文では，読むスキルを育成するためのトレーニングや，現実世界で行う読みのリハーサル・シミュレー
ションができるようになっています。
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指導書・指導用教材 生徒用教材 その他書・指導用教材 生徒用教材 そ

教科書

授業をサポートする  の
指導書･指導用教材･生徒用教材

指導書
●Teacher's Manual 
①解説編…教科書の内容解説。
②指導編…指導案と指導に役立つ資料。
③Team-Teaching Manual…ALTとのT-T
や，All Englishで行う授業の参考に。

④ワークシート集…コピーして使えるワークシート。
⑤Teacher's Book…教師用指導書のエッセンス。
⑥指導用音声CD＋指導資料用CD-ROM… 

CDには教科書のリスニング音声，CD-ROMには
授業計画やワークシートなどのデータを収録。

指導用教材
●指導用CD…テキスト付き。教科書完全準拠の音声

CD（T-Fなども収録）。

●ピクチャーカード…教科書の場面を追加のイラス
トや写真とともに大型のカードに。

●フラッシュカード…新出の全単語・句を収録。カー
ド裏には日本語訳を収録。

●DVDソフト…教科書の場面の再現映像と，題材の
理解を深める資料映像。

●デジタルテキスト…デジタル教科書。電子黒板に
対応し，授業に必要な指導用教材を一体化。

●アクティビティ・アイディア集…コミュニケーショ
ン活動を活性化するためのアイディア集。

●リーディング・アイディア集…教科書の題材をさ
らに深める読み物（文法強化編とトピック編）。

●TEACHING ENGLISH NOW…英語教育の今をとらえる総合情報誌。  　　 ●ワークシート類
●辞書…初級クラウン英和辞典，初級クラウン和英辞典，初級クラウン英和･和英辞典

生徒用教材

●リスニングCD（テキスト付き）…教科書の本文と新
出単語の読みを収録。

●リスニングCDデラックス版（テキスト付き）…リ
スニングCDに基本文などの読みや英語の歌などを
追加収録。

●ワークブック…セクションごとに語い･文法･語法な
どの基本問題を，各課ごとに総合問題を収録。

●ドリルブック…各課・セクションの基本文型・単語
を取り上げ，集中的にドリル練習できます。

●補習ノート…基本文を中心に，｢読む」「書く」作業
を通して基礎を身につけるための練習帳。

●ペンマンシップ…楷書体を中心に，アルファベット
から英文の書き方を系統的に練習できます。

●実力アップ問題集（CD付き）…教科書の内容に関
する基礎的な力をつけるための総合問題集。リスニ
ング問題も収録。

●英語の基本文型（暗記用シート付き）…文型･文法の
定着が目的。例文を暗記･活用するための整理帳。

●英単語集（暗記用シート付き）…教科書に出てくる単
語を本文の例文とともにすべて収録。

●ジョイフルリーディング…中学生の言語材料に
合わせた読み物を集めました。読む活動の補充に最
適。

NC24解説冊子-ver02.indd   38 11.3.3   11:43:34 AM



39

平成24年度版  は…

　昭和53年初版以来，NEW CROWNは，人間尊重の精神を基に，人権，平和，ことば，社会，環
境などを題材として取り上げてきました。また取り扱う国や地域，登場する人物（民族），そして男
女の偏りがないように編集してまいりました。平成24年度版も，これらの考え・方針を守りつつ，さ
らに以下の点に配慮し，生徒がだれでも使いやすい教科書づくりをしています。

　弱視の生徒たちの学習上の負担を減らすために，文字の大きさや書体，絵・写真などに配
慮した，よりよい拡大教科書を作成します。

　環境の保護，資源の節約のため，原料や製法に配慮した，環境に
やさしい紙を使用しています。また食用の大豆から作られる油のほ
か，非食用とされる植物由来の植物の油，及びそれらを主体とする
廃食用油をリサイクルした再生油を包含した，印刷インキ工業連合
会認定の植物油インキを使用しています。

　人間の色の見え方は一通りではありません。教科書に示す解説・指示・設問などの情報
は，生徒の色の見え方の違いによって有利不利の差が出ないように配慮されなければなりま
せん。
　平成24年度版  は，次の点に配慮し編集しています。

拡大教科書の作成

環境にやさしい紙と植物油インキの使用

カラーユニバーサルデザイン

▪ 識別しにくい配色は避け，また形や記号・番号（活動内容併記），
　 説明文（色名併記）などの補助的な手がかりを設ける。

▪ 色だけが手がかりとなる問いは設けない。

▪ 色の濃淡や罫線などの工夫を凝らす。
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● 著作者

高橋 貞雄 玉川大学

Thomas Hardy 慶応義塾大学
根岸 雅史 東京外国語大学
日䑓 滋之 玉川大学
松沢 伸二 新潟大学

齋藤 榮二 京都外国語大学
高梨 庸雄 弘前大学名誉教授
森住 衛 桜美林大学
渡邉 時夫 信州大学名誉教授

北川 達夫 日本教育大学院大学
堀田 龍也 玉川大学

青柳 有季 東京学芸大学附属小金井中学校
荒尾 浩子 三重大学
池野 修 愛媛大学
今井 裕之 兵庫教育大学
大島 希巳江 文京学院大学
岸本 映子 元大阪市立港南中学校
工藤 洋路 東京外国語大学
酒井 英樹 信州大学
坂本 ロビン 杏林大学
佐野 富士子 横浜国立大学
椎名 紀久子 千葉大学
重松 靖 国分寺市立第三中学校
杉本 薫 東京都立両国高等学校附属中学校
竹内 理 関西大学
田嶋 美砂子 星美学園中学校・高等学校
立花 千尋 長浜バイオ大学
田中 武夫 山梨大学
田邉 祐司 専修大学
津田 雅子 練馬区立豊玉中学校
鳥飼 慎一郎 立教大学
中村 貴美子 世田谷区立梅丘中学校
見上 晃 拓殖大学
室井 美稚子 清泉女学院大学
望月 正道 麗澤大学
森 千鶴 福岡教育大学
山本 崇雄 東京都立両国高等学校附属中学校
横川 博一 神戸大学
吉田 晴世 大阪教育大学

Lynne Parmenter マンチェスター・メトロポリタン大学

株式会社 三省堂
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