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著作者紹介

最初に感じた

「おもしろそう！」を

大切にしながら

学力の向上を図ります

代表　伊東　治己
関西外国語大学教授

編集の基本方針

ゆとりのある学びやすい紙面づくりを目ざし，語法・
文法を確実に定着する構成を工夫しました。

語句，文法，文構造などが実際に活用できる	
コミュニケーション活動を各課に設けました。

国際社会に生きる日本人としての自覚と幅広い視野
が養えるような題材を選定しました。
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　新鮮で生徒の興味を引く題材
● 世界の中の日本が見える，日本の中の世界が見える題材
● 新しい中に伝統が見える，伝統の中に新しさが見える題材

1

　英語を使う力を確実に積み上げる構成
● 本文読解から文法事項の定着，さらに発信していくための基礎練習
 ● 本課の学習を補強するさまざまな教材
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　教えやすい，学びやすい，見開き構成
● 授業がスムーズに展開できる見開き１パート
● 学習内容を確認し，活動につなげる練習問題
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Lesson  Let’s See the World
世界を見に出かけよう   11

基本的な文構造①（S+V, S+V+C, S+V+O）／
基本的な文構造②（S+V+O+O, S+V+O+C）／ to不定詞

Lesson  Bread Culture in Japan
日本独自のパン文化とは   21

比較表現①（比較級，as ～ as ...）／受け身／進行形

Lesson  Why Do Cats Purr?
ネコの生態の秘密   33

動名詞／S+V+O（= that節）／分詞の形容詞としての用法

Lesson  The Power of Anime
世界に広がる日本のアニメ   43

現在完了形／過去完了形／比較表現②（最上級）

Lesson  ProiJects with a Difference
ひと味違ったプロジェクトあれこれ   55

関係代名詞who（主格）／関係代名詞 which, that（主格）
／関係代名詞whom, which, that（目的格）

Lesson  We Are the World
世代を超えて歌われるチャリティ・ソング   65

S+V+O（= 疑問詞節）／S+V+O+to不定詞／疑問詞+to不定詞

Lesson  Learning about Science around You
身近な科学について学ぼう   77

It is ～（for ...）+to不定詞／It is ～ that ...／
S+V+O+C（=現在分詞）／S+V+O+C（=原形不定詞）

CONTENTS

Classroom English   4
音読練習をしよう   6
英語のしくみを知っておこう   7
辞書を引いてみよう   8
フレーズ・リーディングをしてみよう   10
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Lesson  The Ninth Symphony in December
「第九」交響曲と日本人   89

関係代名詞what／関係副詞where／関係副詞when／
関係副詞why, how

Lesson  The Spirit of the Modern Olympics
オリンピックの歴史とその精神   105

分詞構文（現在分詞）①／分詞構文（現在分詞）②／
現在完了進行形／現在完了形の受け身

Lesson  What Is Globalization?
グローバル化とは何か   117

S+V+O+O（= that節）／S+V+O+O（=疑問詞節）／
仮定法過去／as if+仮定法過去

Reading  The Conquerors
大国の将軍が小さな国を征服するが…？   131

Extra Reading Words of Wisdom 
心に響く偉人たちの名言   137

[　]    言いかえ可能，発音記号
(　)    省略可能，補足説明など
<   原形

   英語を聞いて行う活動
( T / F )   True（正しい），False（誤り）を選ぶ活動
l. または ll.   本文の行番号

e.g.    例
cf.    比較・参照
be   be動詞が使われる部分
do   動詞が使われる部分

   本文精読のためのヒント
   本文に関わるトリビア

 Function in Use
①What should we have for lunch?   31
② I’m looking for some manga in English.   53
③ I’m here for sightseeing.   75
④The concert starts at 3 o’clock.   103
⑤Can you tell me the way to the hotel?    129

 Grammar Focus
①助動詞のまとめ   32
②さまざまな時間表現   54
③形容詞の働きをする句や節   76
④名詞の働きをする句や節   104
⑤副詞の働きをする句や節   130

 Appendix
代名詞／名詞の複数形   142
動詞の3人称・単数・現在形／動詞の ～ ing形／
規則動詞の過去形・過去分詞形   143
不規則動詞変化表   144

形容詞・副詞の変化／関係代名詞・関係副詞   146
文構造・文法のまとめ   147
Idiom List   149
Word List   150

本書の発音表記は標準的なアメリカ音を基本としています。

この教科書で使われている記号・略号
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出　典
Lesson 3  Why Do Cats Purr?  Why Do Cats Purr? by Herbie Brennan. 
Copyright© 2001 by Herbie Brennan. Used by permission of Ed Victor 
Ltd., through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

Reading  The Conquerors  The Conquerors by David McKee. Copyright
© 2004 by David McKee. Japanese reprint rights arranged with The 
Andersen Press Ltd., London, through Tuttle-Mori Agency, Inc., Tokyo
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文法力・読解力が確実に定着

Lesson 6までで，
中学既習の文法事項
を定着させます。
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する「NEW ONE WORLD」シリーズ

17 教出
コ Ⅰ 336

2 課ごとに配置

コミⅠで扱った例文を列挙中学のまとめ

① can，may，must，will，
 shall，could，would，
 should
② 現在形・過去形，
 現在進行形・過去進行形，
 現在完了形・過去完了形
③ 前置詞＋名詞，
 to不定詞，
 現在［過去］分詞，
 関係代名詞
④ that節，疑問詞節，
 疑問詞＋to不定詞，
 関係代名詞what
⑤ 前置詞，
 to不定詞の副詞用法，
 分詞構文，接続詞

Ⅰで，高校の主な
文法事項を導入し
ます。定着しにく
いものは，何回も
取り上げます。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅰ
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題材一覧

新鮮で生徒の

Lesson 1（言語，コミュニケーション）

Let’s See the World
世界を見にでかけよう

世界にはだれもが 1 度は

行って，見てみたいと思

う場所や風景がたくさん

あります。そのときにあ

なたの世界を広げてくれ

るのが英語です。

（258 語）

Lesson 2（日本と世界の食文化）

Bread Culture in Japan
日本独自のパン文化 
とは

約6,000年前に始まった

パンの文化が，日本にど

のように受け入れられ，

やがて独自のパン文化を

育むにいたったのかを探

ります。（268語）

Lesson 3（生物，自然科学）

Why Do Cats Purr?
ネコの生態の秘密

ネコは人間にとって身

近な動物ですが，その

生態は謎だらけです。

易しい英語でネコの不

思議にせまります。

（272語）

Lesson 4（日本文化）

The Power of Anime
世界に広がる 
日本のアニメ

今や日本文化の象徴と

なったアニメ。その魅力

を，海外からの留学生や，

有名サッカー選手らが語

ります。（293語）

Lesson 5（文化，社会貢献）

Projects with a 
Difference
ひと味違った 
プロジェクトあれこれ

若い世代が始めたユニー

クな「ゴミ拾い駅伝」や，

笑える研究に贈られるイ

グ・ノーベル賞など，ひ

と味違ったプロジェクト

を取り上げます。（306語）

Lesson 6（音楽，平和）

We Are the World
世代を超えて歌われる 
チャリティ・ソング

1985年に発表，25周

年のリメイクも行われ

た 名 曲“We Are the 

World”。そのメッセー

ジは人々の心に深く響

き続けています。

（308語）

Lesson 7（科学）

Learning about Science 
around You
身近な科学について 
学ぼう

身近な問題から宇宙の

なぞまで，科学の目を

通して見ることで意外

な事実や原理を知るこ

とができます。（412語）

Lesson 8（歴史・音楽・平和）

The Ninth Symphony in 
December

「第九」交響曲と日本人

年末の風物詩，そして日

独の平和の架け橋。日本

人が愛する「第九」交響

曲の日本での演奏史は，

第一次大戦時の感動的な

逸話に遡ります。

（418語）

 Lesson 9（スポーツ・歴史）

The Spirit of the Modern 
Olympics
オリンピックの 
歴史とその精神

古代オリンピックとはど

のようなものだったので

しょうか。また，その理念

は近代オリンピックにど

のように生かされている

のかを学びます。（413語）

Lesson 10（世界のグローバル化）

What Is Globalization?
グローバル化とは 
何か

最近よく耳にする 

“グローバリゼーション”

が，わたしたちの日常

生活にもたらすさまざ

まなメリット・デメリッ

トについて考えていき

ます。（410語）

Reading（寓話）

The Conquerors
大国の将軍が小さな 
国を征服するが…？

デビット・マッキーの

寓話を通し，力による

統治ではなく，人々が

楽しくごく普通に暮ら

すことで幸福な社会を

作り上げていく方法を

学びます。（403語）

New

New
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多くの先生方から　　　

「NEW ONE WORLD は
題材が面白い！」と
ご評価いただいています。

New New

New
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課 タイトル（ジャンル） Grammar 語数 新出 
語数

配当
時数 3期制 2期制

1 Let's See the World
（言語，コミュニケーション）

基本的な文構造①（SV, SVC, 

SVO）／②（SVOO, SVOC）
／ to不定詞

258 26 6～ 8

Ⅰ

   中間

Ⅰ

   中間

2 Bread Culture in Japan
（日本と世界の食文化）

比較表現①（比較級，as ～ 

as ...）／受け身／進行形
268 24 6～ 8

Function in Use①　What should we have for lunch?［意向をたずねる，提案する］
Grammar Focus①　助動詞のまとめ 1～ 2

3 Why Do Cats Purr?
（生物，自然科学）

動名詞／ SVO（＝that節）／分
詞の形容詞としての用法

272 29 6～ 8

4 The Power of Anime
（日本文化）

現在完了形／過去完了形／比
較表現②（最上級）

293 29 6～ 8

Function in Use②　I’m looking for some manga in English.［聞き返す，確認する］
Grammar Focus②　さまざまな時間表現 1～ 2

5 Projects with a Difference
（文化，社会貢献）

関係代名詞 who（主格）／ 

関係代名詞 which, that（主格）
／関係代名詞 whom, which, 

that（目的格）

306 35 6～ 8

Ⅱ

   中間

6 We Are the World
（音楽，平和）

SVO（＝疑問詞節）／ 

SVO＋to不定詞／ 

疑問詞＋to不定詞
308 37 6～ 8

Ⅱ

   中間

Function in Use③　I’m here for sightseeing.［目的などを伝える］
Grammar Focus③　形容詞の働きをする句や節 1～ 2

7
Learning about Science 
around You
（科学）

It is ～ （for ... ）＋to不定詞 ／
It is ～ that ... ／ SVOC（＝現
在分詞，原形不定詞）

412 53 6～ 8

8
The Ninth Symphony in 
December
（歴史，音楽，平和）

関係代名詞 what／関係副詞
where／関係副詞 when／関
係副詞 why, how

418 33 8～ 10

Function in Use④　The concert starts at 3 o’clock.［電話をかける，誘う］
Grammar Focus④　名詞の働きをする句や節 1～ 2

9
The Spirit of the Modern 
Olympics
（スポーツ，歴史）

分詞構文（現在分詞）①②／現
在完了進行形／現在完了＋受
け身

413 54 6～ 8

Ⅲ

10 What Is Globalization ?
（世界のグローバル化）

SVOO（＝that節）／ SVOO（＝
疑問詞節）仮定法過去／ as if＋
仮定法過去

410 47 8～ 10

Function in Use⑤　Can you tell me the way to the hotel?［道をたずねる，教える］
Grammar Focus⑤　副詞の働きをする句や節 1～ 2

R The Conquerors
（寓話）

403 28 4～ 6

計 3761 395 73～ 100

（標準履修単位…３単位）

配当時間一覧

NEW ONE WORLD

New

New

New

New

New
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発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名 発　行　者　名

17教出 コⅠ　336 NEW ONE WORLD Communication Ⅰ
Revised Edition 教育出版株式会社

項　目 観　点 特　色　等

１　
  内容の選択･程度

＊学習指導要領，

教科の目標を達

成するために必

要な教材

＊基礎的・基本的

事項の理解や習

得のための配慮

●各課に〈Let’s Try!〉,〈Let’s Communicate!〉という活動が設けられており，

生徒が積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養えるように工夫さ

れている。

●学習指導要領に示された文構造・文法事項を網羅し，偏りなく構成されている。

Lesson６までは中学校で既習の文構造・文法事項の復習を中心に構成されてお

り，中高の接続にも適切に配慮されている。

●題材の選択は多様かつバランスのとれたものになっており，広い視野と国際社

会に生きる日本人としての自覚が養われるよう配慮されている。食文化，動物，

映像文化，音楽，スポーツなど，生徒が身近な切り口から興味・関心をもって

学習に取り組める題材が揃っている。

２　
 組織・配列・分量

＊学習指導を有効

に進めるための

組織・配列・分量

●本課数は10であり，年間の授業時数の中でゆとりをもって指導できるよう配慮

されている。

●各課の本文は，生徒に無理のない分量になっており，授業で扱い易い90 ～ 100

語程度のPartに分割されている。練習問題や活動の分量や配置も適切である。

●文構造・文法事項はPartごとに１つに絞られており，学習のねらいが明確にさ

れている。

●各課は，写真による学習内容への導入，本文の読解を通した理解・習熟，文構造・

文法・語彙の演習，コミュニケーション活動という順に構成されており，効果

的に指導が進められるよう工夫されている。

３　
 表記・表現および使用
上の便宜

＊学習意欲を高め

るための配慮，

用語・記号の取

り上げ方および

記述の方法

＊印刷の鮮明度，

活字の大きさ，

行間，製本など

●美しく鮮明なカラー印刷と，機能的でゆとりのある紙面構成によって，生徒の

学習意欲を喚起するよう配慮されている。

●本文の内容を理解し，活動をスムーズに行うために写真・イラストが効果的に

使われている。

●各課の内容に関連したコラムやクイズが設けられており，題材への興味や英語

への興味を深められるよう配慮されている。

●用語・記号は統一されており，記述も簡潔で適切である。記号の書体や配色が

機能的である。

●フォントの大きさや行間の広さは適切で読み易く工夫されている。

●製本は堅牢で開き易い様式である。また，生徒にとって扱いやすい判型である。

●カラーユニバーサルデザインに配慮したデザイン・配色が工夫されている。

●用紙には再生紙を，印刷には植物油インキを使用し，環境に配慮されている。

４　
 総合所見

●単元構成，紙面構成ともに機能的で使い易く工夫されており，題材も生徒の興味と学習意欲を喚起する

ものが精選されている。内容の分量，バランスも適切であり，生徒の英語運用能力を効果的に向上させ

ることが期待できる教科書である。

NEW ONE WORLD 検討の観点と特色 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅰ
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2

Lesson  Ambassador of World Peace
サクラの花は世界平和の親善大使   5
現在完了形（受け身と進行形）の復習／
関係副詞why, howの復習／関係副詞why, howの復習

Lesson  Dogs as Human Companions
人間の伴侶としてのイヌ   15

形式主語 it（that節や to不定詞を指すもの）の復習／
過去完了形の復習／比較を使ったさまざまな表現

Lesson  The Past, Present and 
  Future of Umbrellas

傘の歴史と現在，そして未来   27

S+V+C（=that節または疑問詞節）／
S+V+C（=現在分詞や過去分詞）／S+V+(O)+O（=if節）

Lesson  Different Ways to EniJoy 
  Art Museums

美術館のいろいろな楽しみ方   37

S+V+O+C（=現在分詞または原形不定詞）の復習／
S+V+O+C（=過去分詞）／形式目的語 it（to不定詞を指すもの）／
形式目的語 it（that節を指すもの）

Reading  The Velveteen Rabbit
“本物” になりたいビロードのウサギ   51

Lesson  How Climate Changes Are Affecting Us
気候変動によるさまざまな影響   59

seem+to不定詞／ to不定詞の完了形／ 
It+seem [appear] など+that節／過去完了進行形

Lesson  English Textbooks from Around the World
世界の高校生はどんな教科書で
英語を学んでいるか   71

倒置構文／強調構文／動名詞の受け身／助動詞+完了形

CONTENTS

Classroom English   4

1

4

1

2

5

6

3

p001-004_前付け_170227.indd   2 2017/03/09   17:37

3

Lesson  The Hayabusa ProiJect
宇宙探査船「はやぶさ」の軌跡   85

関係代名詞の非制限用法／関係代名詞whose／
前置詞＋関係代名詞／関係副詞where, whenの非制限用法

Lesson  The Origin of Santa Claus
サンタクロースの起源と変遷   99

仮定法過去の復習／仮定法過去完了／
さまざまな譲歩の表現／同格を表す that

Reading  Rita, a Woman Who Loved Japan and Its People
苦難を乗り越えて愛を貫いた夫婦の物語   113

Lesson  The Only Japanese on the Titanic
タイタニック号に乗船していた唯一の日本人   123

分詞構文（現在分詞）の復習／付帯状況を表すwith／
分詞構文（完了形）／分詞構文（過去分詞）

Lesson  Japanese Agriculture Is Changing
進化する日本の農業   135

進行形の受け身／whichの非制限用法（前の節の内容全体を
受けるもの）／未来進行形／未来完了形

[　]    言いかえ可能，発音記号
(　)    省略可能，補足説明など　　<   原形

   英語を聞いて行う活動
( T / F )   True（正しい），False（誤り）を選ぶ活動
l. または ll.   本文の行番号
e.g.    例　　cf.    比較・参照

one’s   代名詞の所有格が使われる部分
oneself   再帰代名詞が使われる部分
be   be動詞が使われる部分
do   動詞が使われる部分

   本文精読のためのヒント
   本文にかかわるトリビア

 Function in Use
① I agree with you on that point.   25
② I feel weak and dizzy.   49
③ I’ll have a cup of coffee after the meal.   83
④Should I bring anything to the party?   111
⑤Take the No. 8 bus and get off at the third bus stop.    147

 Grammar Focus
①さまざまな比較の用法   26
②さまざまな ing形の用法   50
③ itを使うさまざまな構文   84
④さまざまな接続詞   112
⑤さまざまな時間表現   148

● 文構造・文法のまとめ   149
● Idiom List   154
● 不規則動詞変化表   156

● Word List   158
● 主な発音記号   169

本書の発音表記は標準的なアメリカ音を基本としています。

この教科書で使われている記号・略号

10

8

9
2

7

出　典
Reading 1　The Velveteen Rabbit  The Velveteen Rabbit by Margery Williams.　　Lesson 6　English Textbooks from Around the World  High
School English II  (Sungandang, 2009), New On Target Anglais 2e (Éditions Belin, 2010), Gateway to English for Senior Secondary Schools Students’ 
Book 2 (Pearson Education Limited, 2003),『高級中學 英文 第一冊』（南一書局，2002）　Used by permission by the respective publishers.
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目　次

既存の文法事項をスパイラルに

既習の文法事項 
の定着

文法事項をスパイラル
に学習することで，
スムーズに定着します。
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定着させながら，徐々に発展させていきます。

17 教出
コⅡ 334

定着しにくい
文法事項は
まとめて復習

生徒目線の，
文法項目のワク
を超えたまとめ

① 比較表現
② 進行形，現在分詞，分詞構文，動名詞
③ 形式主語，形式目的語
④ 等位接続詞，従属接続詞
⑤ 現在形，過去形，未来形， 
現在進行形，過去進行形，未来進行形，
現在完了形，過去完了形，未来完了形，
現在完了進行形，過去完了進行形， 
未来完了進行形，

コミⅠ，Ⅱの例文を列挙
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この教科書は，カラーユニバーサルデザインに配慮して，デザイン・配色を工夫しています。

また，環境にやさしい再生紙と植物油インキを使用しています。

9784316203591

1924382000009

ISBN978-4-316-20359-1C4382 ¥00000E

文部科学省検定済教科書  高等学校外国語科用  17教出  コⅡ 334
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題材一覧

新鮮で生徒の

Lesson 1（日本文化，平和，環境）

Ambassador of World 
Peace
サクラの花は 
世界平和の親善大使

サクラは平和の象徴として

日本から海外に贈られ，世

界で愛されています。また，

サクラは環境問題への警鐘

を鳴らしています。

（296語）

Lesson 2（動物，共生）

Dogs as Human 
Companions
人間の伴侶としてのイヌ

イヌと人との関係は長い

歴史を持っています。「人

間の最良の友」ともいわ

れるイヌは，人間社会に

おいて多様な役割を果た

しています。（293語）

Lesson 3（コミュニケーション，日本文化）

The Past, Present and 
Future of Umbrellas
傘の歴史と現在，そして未来

普段何気なく使っている傘。

6世紀に中国から日本に伝わ

りました。今では日本が，

その所有数で世界一です。

傘の歴史を通して，ヨーロッ

パの風俗などを紹介します。

（317語）

Lesson 4（世界の文化，環境）

Different Ways to Enjoy Art Museums
美術館のいろいろな楽しみ方

敷居が高く感じられる美

術館ですが，ちょっと視

点をかえて鑑賞してみる

と思わぬ発見がありま

す。だれでもが知ってい

る有名な作品を例に，意

外な事実や楽しみ方を紹

介します。(482語)

Reading 1（物語，生き方）

The Velveteen Rabbit
“本物”になりたいビロードのウサギ

ぬいぐるみのウサギと幼

い少年の交流を描いた作

品で，英語圏ではこのタ

イトルを聞けば，幼少時

代を思い出すとさえいわ

れます。「ほんものとは何

か，幸せとは何か」につ

いて考えます。（834語）

Lesson 5（環境，気候）

How Climate Changes 
Are Affecting Us
気候変動による 
さまざまな影響

地球温暖化について，現

在すでに表れている国内

外の事例を読みながら，

その原因や対策について

考えていきます。

（478語）

Lesson 6（世界の文化，教育）

English Textbooks from Around the World
世界の高校生は 
どんな教科書で 
英語を学んでいるか

フランス，韓国，ガーナ

など，世界の高校生が使っ

ている英語の教科書に掲

載された英文を読み，そ

の文化にふれていきます。

（445語）

Lesson 7（科学，生き方）

The Hayabusa Project
宇宙探査船 

「はやぶさ」の軌跡

７年かけて小惑星の土

のサンプルを地球にも

たらした宇宙探査船「は

やぶさ」の軌跡と，困

難に立ち向かった不屈

のチャレンジ精神の源

泉を探ります。（437語）

Lesson 8（世界の文化，歴史）

The Origin of Santa 
Claus
サンタクロースの 
起源と変遷

サンタクロースのイメージ

はさまざまな変遷を経てき

ていますが，いつの時代も

変わらない子どもたちの夢

の象徴として今に受け継が

れています。（477語）

Reading 2（物語，異文化，人権） 

Rita, a Woman Who Loved 
Japan and Its People
苦難を乗り越えて 
愛を貫いた夫婦の物語

NHK連続テレビ小説『マッ

サン』（2014）の中で，“亀

山エリー”として描かれた竹

鶴政孝の妻，竹鶴リタの数奇

な運命をたどります。

（1035語）

Lesson 9（歴史，生き方）

The Only Japanese on 
the Titanic
タイタニック号に 
乗船していた唯一の日本人

豪華客船・タイタニック号

に乗船していた唯一の日本

人，細野さんがたどった数

奇な運命と，史上最大の海

難事故の真実に迫ります。

（523語）

Lesson 10
（食文化，グローバル化，持続可能な開発）

Japanese Agriculture Is Changing
進化する日本の農業

かつてのイメージから著

しく進歩した，日本の農

業の現状について，その

品質や安全性へのこだわ

りなどを通して紹介して

いきます。（541語）

57

Reading 1 The Velveteen Rabbit

5

Time went by, and in the spring, the Boy went out to play in the 

wood.  And while he was playing, two rabbits crept out from the ferns 

and peeped at him.  One of them somehow looked familiar to the Boy.  

He thought to himself: “Why, he looks just like my old Bunny that 

was lost when I was ill!”  But he never knew that it really was his 

own Bunny, come back to look at the child who had first helped him 

to be Real.  

peep(ed) [pí\p(t)]  のぞいて見る　　
3 somehow  なんだか　　4 think to oneself  心の中で考える
5 ～ his own Bunny, come back ...  = ～ his own Bunny, (and he had) come back ...

3 少年が見たウサギは何だったのでしょうか。

p051-058_Reading-1_170227.indd   57 2017/03/09   19:05
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興味を引く題材

Lesson 1（日本文化，平和，環境）

Ambassador of World 
Peace
サクラの花は 
世界平和の親善大使

サクラは平和の象徴として

日本から海外に贈られ，世

界で愛されています。また，

サクラは環境問題への警鐘

を鳴らしています。

（296語）

Lesson 2（動物，共生）

Dogs as Human 
Companions
人間の伴侶としてのイヌ

イヌと人との関係は長い

歴史を持っています。「人

間の最良の友」ともいわ

れるイヌは，人間社会に

おいて多様な役割を果た

しています。（293語）

Lesson 3（コミュニケーション，日本文化）

The Past, Present and 
Future of Umbrellas
傘の歴史と現在，そして未来

普段何気なく使っている傘。

6世紀に中国から日本に伝わ

りました。今では日本が，

その所有数で世界一です。

傘の歴史を通して，ヨーロッ

パの風俗などを紹介します。

（317語）

Lesson 4（世界の文化，環境）

Different Ways to Enjoy Art Museums
美術館のいろいろな楽しみ方

敷居が高く感じられる美

術館ですが，ちょっと視

点をかえて鑑賞してみる

と思わぬ発見がありま

す。だれでもが知ってい

る有名な作品を例に，意

外な事実や楽しみ方を紹

介します。(482語)

Reading 1（物語，生き方）

The Velveteen Rabbit
“本物”になりたいビロードのウサギ

ぬいぐるみのウサギと幼

い少年の交流を描いた作

品で，英語圏ではこのタ

イトルを聞けば，幼少時

代を思い出すとさえいわ

れます。「ほんものとは何

か，幸せとは何か」につ

いて考えます。（834語）

Lesson 5（環境，気候）

How Climate Changes 
Are Affecting Us
気候変動による 
さまざまな影響

地球温暖化について，現

在すでに表れている国内

外の事例を読みながら，

その原因や対策について

考えていきます。

（478語）

Lesson 6（世界の文化，教育）

English Textbooks from Around the World
世界の高校生は 
どんな教科書で 
英語を学んでいるか

フランス，韓国，ガーナ

など，世界の高校生が使っ

ている英語の教科書に掲

載された英文を読み，そ

の文化にふれていきます。

（445語）

Lesson 7（科学，生き方）

The Hayabusa Project
宇宙探査船 

「はやぶさ」の軌跡

７年かけて小惑星の土

のサンプルを地球にも

たらした宇宙探査船「は

やぶさ」の軌跡と，困

難に立ち向かった不屈

のチャレンジ精神の源

泉を探ります。（437語）

Lesson 8（世界の文化，歴史）

The Origin of Santa 
Claus
サンタクロースの 
起源と変遷

サンタクロースのイメージ

はさまざまな変遷を経てき

ていますが，いつの時代も

変わらない子どもたちの夢

の象徴として今に受け継が

れています。（477語）

Reading 2（物語，異文化，人権） 

Rita, a Woman Who Loved 
Japan and Its People
苦難を乗り越えて 
愛を貫いた夫婦の物語

NHK連続テレビ小説『マッ

サン』（2014）の中で，“亀

山エリー”として描かれた竹

鶴政孝の妻，竹鶴リタの数奇

な運命をたどります。

（1035語）

Lesson 9（歴史，生き方）

The Only Japanese on 
the Titanic
タイタニック号に 
乗船していた唯一の日本人

豪華客船・タイタニック号

に乗船していた唯一の日本

人，細野さんがたどった数

奇な運命と，史上最大の海

難事故の真実に迫ります。

（523語）

Lesson 10
（食文化，グローバル化，持続可能な開発）

Japanese Agriculture Is Changing
進化する日本の農業

かつてのイメージから著

しく進歩した，日本の農

業の現状について，その

品質や安全性へのこだわ

りなどを通して紹介して

いきます。（541語）

17 教出
コ Ⅱ 334

New New

New

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

Communication
Revised Edition

C
o

m
m

unicatio
n

R
evised

 E
d

itio
n

この教科書は，カラーユニバーサルデザインに配慮して，デザイン・配色を工夫しています。

また，環境にやさしい再生紙と植物油インキを使用しています。

9784316203591

1924382000009

ISBN978-4-316-20359-1C4382 ¥00000E

文部科学省検定済教科書  高等学校外国語科用  17教出  コⅡ 334

13



（標準履修単位…４単位）

教科書内容・配当時間一覧

課 タイトル（ジャンル） Grammar 語数 新出 
語数

配当
時数 3期制 2期制

1
Ambassador of World 
Peace
（日本文化，平和，環境）

現在完了形（受け身と進行形）の復習
／関係副詞の復習／ It＋seemなど＋
that節

296 19 6～ 8
Ⅰ

   中間

Ⅰ

   中間

2
Dogs as Human 
Companions
（動物，共生）

形式主語it（that節やto不定詞を指すも
の）の復習／過去完了形の復習／分詞
構文（現在分詞）の復習

293 40 6～ 8

Function in Use①　I agree with you on that point.［賛成・反対の意見を言う］
Grammar Focus①　さまざまな比較の用法 1～ 2

3
The Past, Present and 
Future of Umbrellas
（コミュニケーション，日本文化）

S＋V＋C（＝that節または疑問詞節）
S＋V＋C（現在分詞や過去分詞）
S＋V＋（O）＋O（＝if節）

317 21 6～ 8

4
Different Ways to Enjoy 
Art Museum
（世界の文化，環境）

S＋V＋O＋C（＝現在分詞または原形不
定詞）の復習／ S＋V＋O＋C（＝過去分
詞）／形式目的語it（to不定詞を指すも
の）／形式目的語it（that節を指すもの）

482 47 8～ 10

Function in Use②　I feel weak and dizzy.［不調を訴える，気づかう］
Grammar Focus②　さまざまなing形の用法 1～ 2

R1 The Velveteen Rabbit
（物語，生き方） 834 43 5～ 6

5
How Climate Changes 
Are Affecting Us
（環境，気候）

seem＋to不定詞／ to不定詞の完了形
It＋seem ［appear］など＋that節
過去完了進行形

498 58 8～ 10
Ⅱ

   中間

6
English Textbooks from 
Around the World
（世界の文化，教育）

倒置構文／強調構文／ SVOC（＝過去分
詞）／ SVC（＝疑問詞節） 445 45 8～ 10

Ⅱ

   中間

Function in Use③　I'll have a cup of coffee after the meal.［注文する］
Grammar Focus③　itを使うさまざまな構文 1～ 2

7 The Hayabusa Project
（科学，生き方）

分詞構文（過去分詞）／否定を表す形容
詞・副詞／助動詞＋完了形／未来進行形 437 29 8～ 10

8
The Origins of Santa 
Claus（世界の文化，歴史）

wish+仮定法過去／分詞構文（完了形）
／ SV(O)O（＝ifまたはwhether節）／形
式目的語it（that節を指すもの）

477 37 8～ 10

Function in Use④　Should I bring anything to the party?［誘う，申し出る］
Grammar Focus④　さまざまな接続詞 1～ 2

R2
Rita, a Woman Who Loved 
Japan and Its People
（物語，異文化，人権）

1053 66 5～ 6
Ⅲ

9
The Only Japanese on 
the Titanic（歴史，生き方）

付帯状況を表すwith／ to不定詞の完了
形／さまざまな譲歩の表現／仮定法過
去完了

523 59 8～ 10

10
Japanese Agriculture Is 
Changing（食文化，グロー
バル化，持続可能な開発）

進行形の受け身／whichの非制限用法
（節の前の内容全体を受けるもの）
未来進行形／未来完了形

541 60 8～ 10

Function in Use⑤　 Take the No.8 bus and get off at the third bus stop.［行き方をたずねる，教える］
Grammar Focus⑤　さまざまな時間表現 1～ 2

計 5938 504 89 ～ 116

NEW ONE WORLD

New

New

New

New

New

New
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発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名 発　行　者　名

17教出 コⅡ　334 NEW ONE WORLD Communication Ⅱ
Revised Edition 教育出版株式会社

項　目 観　点 特　色　等

１　
  内容の選択･程度

＊学習指導要領，

教科の目標を達

成するために必

要な教材

＊基礎的・基本的

事項の理解や習

得のための配慮

●各課に〈Let’s Try!〉,〈Let’s Communicate!〉という活動が設けられており，

生徒が積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を養えるように工夫さ

れている。

●学習指導要領に示された文構造・文法事項を網羅し，偏りなく構成されている。

冒頭の２課は「コミュニケーション英語Ⅰ」で既習の文構造・文法事項の復習

を中心に構成されており，基礎的事項の習得に適切に配慮されている。

●題材の選択は多様かつバランスのとれたものになっており，広い視野と国際社

会に生きる日本人としての自覚が養われるよう配慮されている。日本文化，動物，

スポーツ，身近な習慣など，生徒が親しみやすい切り口から興味・関心をもっ

て学習に取り組める題材が揃っている。

２　
 組織・配列・分量

＊学習指導を有効

に進めるための

組織・配列・分量

●本課数は10であり，年間の授業時数の中でゆとりをもって指導できるよう配慮

されている。

●各課の本文は，生徒に無理のない分量になっており，授業で扱い易い90 ～

120語程度のPartに分割されている。練習問題や活動の分量や配置も適切であ

る。

●文構造・文法事項はPartごとに１つに絞られており，学習のねらいが明確にさ

れている。

●各課は，写真による学習内容への導入，本文の読解を通した理解・習熟，文構造・

文法・語彙の演習，コミュニケーション活動という順に構成されており，効果

的に指導が進められるよう工夫されている。

３　
 表記・表現および使用
上の便宜

＊学習意欲を高め

るための配慮，

用語・記号の取

り上げ方および

記述の方法

＊印刷の鮮明度，

活字の大きさ，

行間，製本など

●美しく鮮明なカラー印刷と，機能的でゆとりのある紙面構成によって，生徒の

学習意欲を喚起するよう配慮されている。

●本文の内容を理解し，活動をスムーズに行うために写真・イラストが効果的に

使われている。

●各課の内容に関連したコラムや，目的とする情報を探しながら読む活動のため

の教材が配置されており，題材への興味を深めながら学習が進められるよう配

慮されている。

●用語・記号は統一されており，記述も簡潔で適切である。記号の書体や配色が

機能的である。

●フォントの大きさや行間の広さは適切で読み易く工夫されている。

●製本は堅牢で開き易い様式である。また，生徒にとって扱いやすい判型である。

●カラーユニバーサルデザインに配慮したデザイン・配色が工夫されている。

●用紙には再生紙を，印刷には植物油インキを使用し，環境に配慮されている。

４　
 総合所見

●単元構成，紙面構成ともに機能的で使い易く工夫されており，題材も生徒の興味と学習意欲を喚起する

ものが精選されている。内容の分量，バランスも適切であり，生徒の英語運用能力を効果的に向上させ

ることが期待できる教科書である。

NEW ONE WORLD 検討の観点と特色 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅱ
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Bread Culture
in Japan

⃝ヨーロッパのパン市場の様子

2Lesson

22 23

Lesson2 Bread Culture in Japan

5

10

slice [sláis]
croissant
[kr6s!\nt]
bun [b%n]

Which do you eat for breakfast, rice or bread?  

About 50 percent of Japanese people eat bread.  Why 

do so many of us choose to eat bread for breakfast?  

Some people say, “We can prepare breakfast with 

bread faster.”  Others say, “We can enjoy many kinds 

of bread: a slice of toast, a croissant, a sweet bun, and 

so on.”

Now bread is as popular as rice for breakfast in 

Japan.  In the future, more people may eat bread not 

only for breakfast, but also for lunch and dinner.

どのくらいの日本人が朝食にパンを食べるのでしょうか。

4 some～others ...  e.g. Some students learn English, and others learn Spanish at school.
6 a slice of～（薄く切った）1枚の～  e.g. a sandwich with a slice of ham
9 not only～but also ...  ～だけでなく…も  e.g. Not only baseball but also soccer is popular in Japan.

9 パンは将来どうなるかもしれないと述べられていますか。

パンはポルトガル人によって日本にもたらされました。日本語の「パン」はポルトガル語のpãoに由来します。

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. Why do so many of Japanese choose to eat bread for breakfast?

2. What kinds of bread can you eat for breakfast?

a. Rice is more popular for breakfast than bread in my family.

b. This camera is smaller and lighter than that one.

c. We can prepare breakfast with bread faster.  [ll.4-5]

d. Bread is as popular as rice for breakfast in Japan.  [ll.8-9]

◆比較級：何かと比較して「より～」という意味を表します。形容詞・副詞の変化 p.146表⑦
　as ～ as ...：原級を使って，「…と同じくらい～」の意味を表します。

 (        )内の形容詞や副詞を使って，比較表現を作りましょう。

1. The Tokyo Skytree is 　　　　　　 than the Tokyo Tower.  ( tall )

2. Mt. Fuji looks 　　　　　　 in winter than in summer.  ( beautiful )

3. She plays the guitar 　　　　　　 than her sister.  ( well )

4. My bicycle isn’t 　　　　　　 as his.  ( expensive )

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

比較表現①（比較級，as ～ as ...）Grammar

Practice

例にならって，あなた自身について発表してみましょう。
I like soccer better than baseball, because I can play it with people all over the 

world.

 summer or winter / udon or soba / English or math summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter / Hints

Let's TRY!

Part1

パンの消費量の地域比較

総務省統計局「家計調査（二人以上の世帯）」2012～14年の平均データ
（http://www.stat.go.jp/data/kakei/5.htm）により作成

30,000グラム～

60,000グラム～

50,000グラム～

40,000グラム～

49.8%

パン

ヨーグルト
4.4%

シリアル 2.6%

果物 2.0%

めん類 1.5%

ごはん

その他 1.1%

38.7%

朝食の主食として最もよく食べているもの

出典）JA全中「朝食に関する意識調査」（2014年）

p022-029_Lesson02_0314.indd   22-23 16/03/14   21:51
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Lesson2 Bread Culture in Japan

5

10

slice [sláis]
croissant
[kr6s!\nt]
bun [b%n]

Which do you eat for breakfast, rice or bread?  

About 50 percent of Japanese people eat bread.  Why 

do so many of us choose to eat bread for breakfast?  

Some people say, “We can prepare breakfast with 

bread faster.”  Others say, “We can enjoy many kinds 

of bread: a slice of toast, a croissant, a sweet bun, and 

so on.”

Now bread is as popular as rice for breakfast in 

Japan.  In the future, more people may eat bread not 

only for breakfast, but also for lunch and dinner.

どのくらいの日本人が朝食にパンを食べるのでしょうか。

4 some～others ...  e.g. Some students learn English, and others learn Spanish at school.
6 a slice of～（薄く切った）1枚の～  e.g. a sandwich with a slice of ham
9 not only～but also ...  ～だけでなく…も  e.g. Not only baseball but also soccer is popular in Japan.

9 パンは将来どうなるかもしれないと述べられていますか。

パンはポルトガル人によって日本にもたらされました。日本語の「パン」はポルトガル語のpãoに由来します。

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. Why do so many of Japanese choose to eat bread for breakfast?

2. What kinds of bread can you eat for breakfast?

a. Rice is more popular for breakfast than bread in my family.

b. This camera is smaller and lighter than that one.

c. We can prepare breakfast with bread faster.  [ll.4-5]

d. Bread is as popular as rice for breakfast in Japan.  [ll.8-9]

◆比較級：何かと比較して「より～」という意味を表します。形容詞・副詞の変化 p.146表⑦
　as ～ as ...：原級を使って，「…と同じくらい～」の意味を表します。

 (        )内の形容詞や副詞を使って，比較表現を作りましょう。

1. The Tokyo Skytree is 　　　　　　 than the Tokyo Tower.  ( tall )

2. Mt. Fuji looks 　　　　　　 in winter than in summer.  ( beautiful )

3. She plays the guitar 　　　　　　 than her sister.  ( well )

4. My bicycle isn’t 　　　　　　 as his.  ( expensive )

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

比較表現①（比較級，as ～ as ...）Grammar

Practice

例にならって，あなた自身について発表してみましょう。
I like soccer better than baseball, because I can play it with people all over the 

world.

 summer or winter / udon or soba / English or math summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter /  summer or winter / Hints

Let's TRY!

Part1

パンの消費量の地域比較

総務省統計局「家計調査（二人以上の世帯）」2012～14年の平均データ
（http://www.stat.go.jp/data/kakei/5.htm）により作成

30,000グラム～

60,000グラム～

50,000グラム～

40,000グラム～

49.8%

パン

ヨーグルト
4.4%

シリアル 2.6%

果物 2.0%

めん類 1.5%

ごはん

その他 1.1%

38.7%

朝食の主食として最もよく食べているもの

出典）JA全中「朝食に関する意識調査」（2014年）
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● 中学校で学習したその他の助動詞

（A） 最も自然に意味が通るように組み合わせて，文を作りましょう。

1. She will visit Kyoto ・ ・ if he or she has a ticket.

2. You must get up early ・ ・ after you finish cleaning the classroom.  

3. All of you may go home now ・ ・ to catch the first train.

4. Anyone can enter ・ ・ if she graduates from college next March.

（B） (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。

1. That ( a / must / good one / restaurant / be ) .  It’s always full of people.

あのレストランは美味しいにちがいありません。いつも人でいっぱいですから。 

2. “Turn off the lights when you leave.” “O.K. ( will / it / I / forget / not ).”

「出るときには明かりを消して下さいね」「了解です。忘れないようにします」

3. Could ( me / help / homework / my / with / you ) ?

私の宿題を手伝ってくださいませんか。

Challenge!

can
① She can speak French. ～することができる

② Can I use your computer now? ～してもよい

③ Can you give me a ride? ～してくれますか

may
①May I turn the television on? ～してもよい

② It may snow tonight. ～かもしれない

must
①He must study English hard. ～しなければならない

② You must not stay up late at night. ～してはいけない

③ They must be angry. ～にちがいない

will
① It will rain in the afternoon. ～だろう

② I will do my best in my new job. ～するつもりだ

③Will you lend me your dictionary? ～してくれませんか

① Could you call me again next morning?  ～していただけますか

② Shall we begin the class?  ～しましょうか

③ You should eat breakfast to keep yourself healthy.  ～すべきだ

④Would you tell me the way to the station?  ～していただけますか

助動詞のまとめrammar Focus ❶G

教科書全体構成紹介

英語を使う力を

本文読解から文法事項の定着，
さらに発信へとつなげます。　

本課の学習を
補強する，
さまざまな 
コーナー

とびら
インパクトのある写真
で，モチベーションを
高めます。

本 文
学習者の達成感が，次の
パートへの意欲へとつな
がるよう配慮した見開き
構成になっています。

活 動
内容理解，文法，発信へ
向けての基礎練習と， 
4技能をバランスよく配
分しています。

1

2

3

Function
in Use

場面別会話を学習しま
す。（２課ごとに配置）

Grammar Focus
それまでに学習した文法事項を
まとめ，理解力アップにつなげ
ます。（２課ごとに配置）
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Lesson2 Bread Culture in Japan

The first bread was made in 1(            ) 2(            ) about 6,000 years ago. It 

spread all over the world and there are many 3(            ) of bread now.  It came 

to Japan in the 4(            ) century.  In the Meiji era, a new type of bread was 

created and people found it interesting and 5(            ).  Now about 50 percent of 

Japanese people eat bread for 6(            ).

 1. (            ) students like English very much, and (            ) like science.

  英語が大好きな生徒もいれば，理科が好きな生徒もいます。

 2. He can (            ) (            ) ski (            ) (            ) snowboard.

  彼はスキーだけでなくスノーボードもできます。

 3. Next, (            ) sand (            ) pebbles.

  次に，砂を小石に混ぜてください。

 4. This bag is (            ) expensive (            ) that one.

  このかばんはあれよりも値段が高いです。

 5. I gave my brother a box (            ) candies (            ).

  弟にキャンディーの入った箱をあげました。

 1. 形popular ̶̶ 名popularity

  The (            ) of her books is growing.

  This song is very (            ) among young people.

 2. 名 origin ̶̶ 形 original

  I like the (            ) design of the clothes.

  The student wants to know the (            ) of life on the earth.

 3. 名 taste ̶̶ 形 tasty

  He likes the (            ) of tea.

  This dish is very (            ).

本文の内容に合うように，(        )内に1語ずつ補いましょう。Review

(        )内に1語ずつ入れて，日本語が表す内容を英文にしましょう。Use It

(        )内に適切な語を入れましょう。Enrich Your Vocabulary

それぞれの地域についてどの食べ物の話題が出たか，[　　]から選んで表を完成させましょう。

East Africa France Germany Ireland Japan South America

rice

[ bread, corn, potatoes, rice ] staple food　よく食べる食べ物，主食

完成させた表を使って，世界の食文化について書いてみましょう。
There are several kinds of staple food in the world.  For example, most people in 

Japan eat 　　　　 every day.  People in France eat various kinds of 　　　　.  

People in Ireland or 　　　　 eat 　　　　 very often.  　　　　 is eaten in East 

Africa or in 　　　　 as a staple food.

Listen & Answer

Challenge!

Let's Communicate!

Sound Right! 音節と強勢

英単語を発音するときは，強勢がおかれる音節を強く長めに発音しましょう。次の単語

がどのパターンにあてはまるか考え，発音してみましょう。

1. 2. 3. 4. 5.

a. different b. engineer c. future d. important e. language

 f. musician g. percent h. popular i. prepare j. understand
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世界のさまざまなパンを見てみましょう。

スコットランド発祥のパ
ン。クリームやジャムを添
えて食べる。ドライフルー
ツなどが入っていることも
ある。

s
スコーン

cone

バラの形をしているの
で，このように呼ばれる。
専用の抜き型を使ってこ
の形を作る。

r
ロゼッタ

osetta

フランスパンのうち，棒状
のものをバゲットという。
生地に砂糖を使わず，硬い
のが特徴。

b
バゲット

aguette フランス

イギリス

焼く前にアルカリ性水
溶液につけ，表面を茶
色にする。表面はカリッ
としているが，中
は軟らかい。

p
プレッツェル

retzel ドイツ

ポケット状になっており，
野菜や肉，豆類などの具材
をはさんで食べる。

p
ピタ

ita 中近東諸国
イタリア

すりつぶしたトウモロコシ
から作る薄焼きパン。

t
トルティーヤ

ortilla メキシコ

発酵させた生地を丸形やへら形
に伸ばし，タンドールと呼ばれ
る窯で焼いたもの。

n
ナン

aan パキスタン
インド

世界に広がるパンの文化
Take a Break 2

31

● 裕
ゆ

美
み

がジェニファーと休日にショッピングに出かけています。［意向をたずねる，提案する］

 Yumi: Oh, it’s almost 12:30.  I’m so hungry.

 Jennifer: Are you?  I’m starving, too.

 Yumi: What should we have for lunch, Jennifer?

 Jennifer: Well, let me see ....  Any food is OK, as long as it’s delicious.

 Yumi: How about (a)Chinese food?

 Jennifer: To tell the truth, I don’t like it because (b)it’s a little spicy for me.

 Yumi: I see.  Then, why don’t we go to that (c)Italian restaurant?

 Jennifer: That sounds great.  Let’s go there.

 ● 下線部をそれぞれおきかえて，上の会話を練習してみましょう。

Useful Expressions

・How about～? / What about～? / What do you say to～?

・Why don’t we～? / Would you like to～?

To tell the truth,〜  実は，～　　a little  ちょっと

① (a)  Korean food (b)  it’s too hot for me (c)  Japanese restaurant

② (a)  sushi (b)  I can’t eat raw fish (c)  ramen shop

What should we have for lunch?unction in Use ❶F

142

不規則形 man→men, woman→women, child→ childrenなど

単複同形 fish→ fish, sheep→ sheep, deer→ deerなど

人称 数

人称代名詞
所有代名詞
(～のもの )

再帰代名詞
(～自身 )主格

(～は [が ])
所有格
（～の）

目的格
(～を [に ])

1人称
単数 I my me mine myself

複数 we our us ours ourselves

2人称
単数 you your you yours yourself

複数 you your you yours yourselves

3人称
単数

he his him his himself

she her her hers herself

it its it ― itself

複数 they their them theirs themselves

語尾 作り方 例 発音

下記以外の形 -sをつける
book→ books
dog→ dogs

case→ cases

[s]
[z]
[iz]

-s

-esをつける

bus→ buses [iz]

-sh dish→ dishes [iz]

-ch watch→watches [iz]

-x box→ boxes [iz]

子音字＋ o potato→ potatoes [z]

子音字＋ y yを iにかえて -esをつける city→ cities [z]

-f, -fe f, feを vにかえて -esをつける wife→wives [vz]

Appendix

②名詞の複数形
規則変化

①代名詞

※母音字：a, e, i, o, uの5文字　子音字：母音字以外の文字
※例外も多いので注意しましょう。（pianos, photos, roofs, stomachsなど）

不規則変化

確実に積み上げる構成

練習問題
本文内容の理解，文法事項，重要表現，
語彙をここで復習します。さらにコミュ
ニケーション活動を行います。

4

Appendix
既習の学習事項の確認ができ
ます。文構造・文法のまとめ 
は，Ⅰ，Ⅱと積みあげていき
ます。

Take a Break
本文に関連するコラムで，
異文化や風俗・習慣などに
ついての興味を深めます。

教
科
書
構
成

17
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5

10

century
[séntƒ6ri]
era [íAr6]

paste [péist]

roll [róul]

tasty [téisti]

custard
[k%st6Rd]
create(d)
[kriéit(id)]
element
[él6m6nt]

Bread was brought to Japan in the 16th century.  It 

didn’t become popular at that time.  In the Meiji era, 

Kimura Yasubei put sweet red bean paste into a bread 

roll.  He started to sell this bread in 1874.  A lot of 

people found his bread interesting and tasty.  Later, 

bread with jam or custard inside was created.  Yasubei 

added a new element to Japanese food culture.

Now we have many kinds of bread here in Japan.  

Some of them are found only in Japan.  We are 

creating our own culture of bread.

パンはどのようにして日本に入ってきたのでしょうか。Part3

2 the Meiji era  明治時代　　3 put～ into ...  ～を…に入れる　　3 sweet red bean paste  小豆あん
4 1874 = eighteen seventy-four　　6 with～ inside  中に～の入った

4 this breadとは，どのようなパンですか。

西暦は6世紀に算出されたキリストの生誕年を基準にしていますが，現在では，キリストの生誕は実際には紀元
前4年ごろであったという説が有力です。

あんパンを宣伝する人物が描かれた錦絵

日本で作られるさまざまなパン

安兵衛のあんパン
生地に酒種を使用し，サクラ
の塩漬けをのせています。
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Lesson2 Bread Culture in Japan

5

10

century
[séntƒ6ri]
era [íAr6]

paste [péist]

roll [róul]

tasty [téisti]

custard
[k%st6Rd]
create(d)
[kriéit(id)]
element
[él6m6nt]

Bread was brought to Japan in the 16th century.  It 

didn’t become popular at that time.  In the Meiji era, 

Kimura Yasubei put sweet red bean paste into a bread 

roll.  He started to sell this bread in 1874.  A lot of 

people found his bread interesting and tasty.  Later, 

bread with jam or custard inside was created.  Yasubei 

added a new element to Japanese food culture.

Now we have many kinds of bread here in Japan.  

Some of them are found only in Japan.  We are 

creating our own culture of bread.

パンはどのようにして日本に入ってきたのでしょうか。

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. Who started to sell bread with sweet red bean paste inside?

2. How did people find Yasubei’s bread?

a. We are creating our own culture of bread.  [ll.9-10]

b. Do you have an umbrella?  It is raining.

c. Children were smiling because they were happy.

◆「～している」という進行中の動作などを表します。動詞の～ing形 p.143表④

 (        )内の動詞を使って，進行形の文を作りましょう。

1. I 　　　　　　 to the radio now. ( listen )

2. The baby 　　　　　　 because she is hungry. ( cry )

3. The wind 　　　　　　 hard when I left school this evening. ( blow )

4. Listen!  Someone 　　　　　　 on the door. ( knock )

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

進行形〈be動詞+現在分詞〉Grammar

Practice

Part3

2 the Meiji era  明治時代　　3 put～ into ...  ～を…に入れる　　3 sweet red bean paste  小豆あん
4 1875 = eighteen seventy-five　　6 with～ inside  中に～の入った

4 this breadとは，どのようなパンですか。

西暦は6世紀に算出されたキリストの生誕年を基準にしていますが，現在では，キリストの生誕は実際には紀元
前4年ごろであったという説が有力です。

例にならって，昨日自分や家族がしていたことを表現してみましょう。
I was studying when my brother was reading a comic.

My brother was taking a bath when I came home.

Let's TRY!

あんパンを宣伝する人物が描かれた錦絵

日本で作られるさまざまなパン

安兵衛のあんパン
生地に酒種を使用し，サクラ
の塩漬けをのせています。
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教科書紙面構成紹介①

教えやすく，学び

視認性に配慮した
位置に新出語を掲載

読み進める際の
ポイントを提示

わかりやすい 
注釈や用例を 
掲載

読解のポイント 
を提示

側 注

リード文

本 文

脚 注

脚 注

学習意欲を高める，
本文に関する「豆知識」

トリビア

本文は100語程度で
まとめてあります。
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生地に酒種を使用し，サクラ
の塩漬けをのせています。
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やすい，見開き構成

Listen & Choose

本文の内容理解を
図るためのリスニ
ングの問題

Read & Answer

本文の内容理解を
図るためのライテ
ィングとスピーキ
ングの問題

言語材料を用いた 
簡単な自己表現活動

Comprehension

Let's TRY!

1パートに 
1つの言語材料

Practice

言語材料定着のた
めのドリル

Grammar

見開き1パート構成な
ので，授業をスムーズ
に展開できます。

教
科
書
構
成
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28 29

Lesson2 Bread Culture in Japan

The first bread was made in 1(            ) 2(            ) about 6,000 years ago. It 

spread all over the world and there are many 3(            ) of bread now.  It came 

to Japan in the 4(            ) century.  In the Meiji era, a new type of bread was 

created and people found it interesting and 5(            ).  Now about 50 percent of 

Japanese people eat bread for 6(            ).

 1. (            ) students like English very much, and (            ) like science.

  英語が大好きな生徒もいれば，理科が好きな生徒もいます。

 2. He can (            ) (            ) ski (            ) (            ) snowboard.

  彼はスキーだけでなくスノーボードもできます。

 3. Next, (            ) sand (            ) pebbles.

  次に，砂を小石に混ぜてください。

 4. This bag is (            ) expensive (            ) that one.

  このかばんはあれよりも値段が高いです。

 5. I gave my brother a box (            ) candies (            ).

  弟にキャンディーの入った箱をあげました。

 1. 形popular ̶̶ 名popularity

  The (            ) of her books is growing.

  This song is very (            ) among young people.

 2. 名 origin ̶̶ 形 original

  I like the (            ) design of the clothes.

  The student wants to know the (            ) of life on the earth.

 3. 名 taste ̶̶ 形 tasty

  He likes the (            ) of tea.

  This dish is very (            ).

本文の内容に合うように，(        )内に1語ずつ補いましょう。Review

(        )内に1語ずつ入れて，日本語が表す内容を英文にしましょう。Use It

(        )内に適切な語を入れましょう。Enrich Your Vocabulary

それぞれの地域についてどの食べ物の話題が出たか，[　　]から選んで表を完成させましょう。

East Africa France Germany Ireland Japan South America

rice

[ bread, corn, potatoes, rice ] staple food　よく食べる食べ物，主食

完成させた表を使って，世界の食文化について書いてみましょう。
There are several kinds of staple food in the world.  For example, most people in 

Japan eat 　　　　 every day.  People in France eat various kinds of 　　　　.  

People in Ireland or 　　　　 eat 　　　　 very often.  　　　　 is eaten in East 

Africa or in 　　　　 as a staple food.

Listen & Answer

Challenge!

Let's Communicate!

Sound Right! 音節と強勢

英単語を発音するときは，強勢がおかれる音節を強く長めに発音しましょう。次の単語

がどのパターンにあてはまるか考え，発音してみましょう。

1. 2. 3. 4. 5.

a. different b. engineer c. future d. important e. language

 f. musician g. percent h. popular i. prepare j. understand
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教科書紙面構成紹介②

教えやすく，

本文内容の要約を 
リスニング

本文に登場した
言語材料や連語
を復習

Review

Use It

単語の派生語を学習し，
語彙と品詞選択の力を
伸ばします。
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学びやすい，見開き構成

本課に関連した 
トピックで，コミュ
ニケーション活動

英語の音声に関わ
る知識

Let’s Communicate!

Sound Right!

学習内容を確認し，
活動につなげる練習
問題です。

教
科
書
構
成
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とで，長文を読解す
る力が身につきます。
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きた文法事項を確認していきます。

17 教出
コ Ⅲ 307

定着しにくい文法
事項を中心に取り
上げています。
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題材一覧
※現行版New ONE WORLD 

CommunicationⅢの内容紹介になります。 

新鮮で生徒の興味 
を引く題材

Reading 
Tasks
古今東西のいろいろな
話を集めました。さま
ざまな背景に思いめぐ
らせながら読んでみま
しょう。

（1653語）

Lesson 1（歴史，外国文化）

Ancient Rome
文化的に豊かな生活を送る古代ローマ人
古代ローマ人は私たち
の想像以上に豊かな暮
らしをしていたようで
す。彼らの日々の暮ら
しぶりはどんなようす
だったのでしょうか。

（532語）

Lesson 2（スポーツ，歴史）

The Beautiful Game
世界で愛されるサッカーの起源
現在のサッカーはど
のように生まれ，ど
んな発達の仕方をた
どり，今どのような
状況にあるのでしょ
うか。（537語）

Lesson 3（言語，文化）

Endangered Languages
言語が消滅するとは
弱い言語が滅んでいく
一方で，強い言語はま
すます強くなってい
く。人と言語の関係を
考えながら，弱い言語
が背負うものの重さを
考えていきます。

（483語）

Lesson 4（文学）

The World of Misuzu
金子みすゞの作品にふれる
金子みすゞの作品に
は時代を超えた新し
さがあるとよく言わ
れます。代表的な作
品を取り上げ，その
魅力を考えていきま
す。（465語）

Lesson 5（平和，歴史）

The Secret Annexe
アンネの日記と隠れ家
有名な『アンネの日記』
から，隠れ家生活の実
際を読んでいきます。当
時の時代背景を頭に入
れながら，アンネたち
が感じた不安や恐怖を
たどっていきます。

（491語）

Supplementary Lesson 1（物語，心理）

Who Moved My Cheese?
幸せを探しましょう！
自分だったらどうする
か考えながら，チーズ
をめぐる登場人物の行
動を中心に読み進めて
いきましょう。

（929語）

Lesson 6（科学，人間）

New Image of Babies
赤ちゃんの意外な力
ゼロの状態から成長す
ると思われている赤
ちゃんですが，意外に
もいろいろな能力を持
つことが明らかになり
つつあります。

（500語）

Lesson 7（科学，食文化）

Tuna
日本人に愛されるマグロ
昔から日本人の食の
一翼を担ってきたマ
グロ。魚の養殖が盛
んな中でマグロの養
殖は困難と言われる
が，理由はその生態
にあります。

（542語）

Lesson 8（科学，工学）

Rare Metals
現代社会に欠かせないレアメタル
希少金属と言われるレ
アメタルが実際にどこ
に使われ，どこで産出
されるかあまり知られ
ていません。資源の必
要性と同時に抱える問
題 点 を 考 察 し ま す。

（490語）

Lesson 9（音楽，科学）

The Mystery of the Mozart’s Music
モーツァルト音楽の効果とは
モーツァルトの音楽を聴く
と脳が活性化するというの
は本当なのか。効果に関す
る実践例や学説を紹介して
いきます。（429語）

Lesson 10（社会，心理）

Living with Stress
ストレスとどのように付き合うか
ストレスとは何なの
でしょうか。生活を
営むうえで切り離せ
ないことを認識しつ
つ，その対処法を考
えていきます。

（525語）

Lesson 11（環境，科学）

Water Crisis
貴重な水資源
西欧と違って日本では
水は「無料」という意
識が強い。これを踏ま
えて世界的に広がりつ
つある水危機をどう乗
り越えていくべきか考
えていきます。

（545語）

Lesson 12（科学，工業）

Japanese Innovations
日本のものづくり・技術力
スカイツリーに使われて
いる「ゆるまないネジ」
や沖縄美ら海水族館の「黒
潮の海」の水槽など，大
企業ではないがすぐれた
技術を誇る会社がありま
す。（608語）

Supplementary Lesson 2（スピーチ，人生） 

Stay Hungry, Stay Foolish
スティーブ・ジョブズのスピーチを読む
私たちの生活にも多大な
影響を与えているIT産
業。かつてその中心にい
た故Steve Jobsがスタン
フォード大学の卒業式で
行ったスピーチを紹介し
ます。（1183語）
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（標準履修単位…４単位）

課 タイトル（ジャンル） 主な言語材料 語数 新出 
語数

配当
時数 3期制 2期制

Reading Task 1～ 8 1653 129 8～ 16 Ⅰ

   中間

Ⅰ

   中間

1 Ancient Rome
（歴史，外国文化）

関係代名詞whichの非制限用法／
分詞構文（現在分詞）／関係代名
詞which／現在完了形（経験）

532 55 6～ 7

2 The Beautiful Game
（スポーツ，歴史）

現在完了形（完了）／受け身／ It 

is～＋to不定詞 537 48 6～ 7

3 Endangered Languages
（言語，文化）

to不定詞の受け身／分詞の形容詞
としての用法／ It is ～ for...＋to
不定詞／ the＋比較級，the＋比
較級

483 24 6～ 7

4 The World of Misuzu
（文学）

関係代名詞whoの非制限用法／ It 

is～ to不定詞／ as ～ as...
465 25 6～ 7

5 The Secret Annexe
（平和，歴史）

助動詞can, could, had to／ It is 

～ ＋to不定詞／ S＋V＋O＋C
491 42 6～ 7

Ⅱ

   中間

SL1 Who Moved My Cheese?
（物語，心理）

S+V+O（what+to不定詞）／ It 

is ～＋to不定詞／ S＋V＋O 

（=疑問詞節）
929 25 5～ 6

6 New Image of Babies
（科学，人間）

S＋V＋O＋O（＝that節）／ S＋
V＋O＋C（形式目的語it）／接続
詞that／関係代名詞whichの非制
限用法／比較級を用いた表現
（more than）／受け身

500 42 6～ 7

Ⅱ

   中間

7 Tuna
（科学，食文化）

関係代名詞whichの非制限用法／
not ～ as...as／受け身／仮定法
過去／現在完了の受け身

542 53 6～ 7

8 Rare Metals
（科学，工学）

倒置／助動詞＋受け身／動名詞／
It is ～ for...＋to不定詞 490 30 6～ 7

9
The Mystery of Mozart 
Music
（音楽，科学）

現在完了形（経験）／使役動詞／
形式主語it／There構文（There 

could be～.）
429 20 6～ 7

10 Living with Stress
（社会，心理）

さまざまな譲歩の表現／副詞
even（～でさえ）／ to不定詞を
使った慣用表現（too ～ to...）

525 32 6～ 7

Ⅲ

11 Water Crisis
（環境，科学）

無生物主語／関係代名詞whichの
非制限用法／分詞構文（現在分詞） 545 45 6～ 7

12 Japanese Innovations
（科学，工業）

現在完了の受け身／関係代名詞
that

608 60 6～ 7

SL2 Stay Hungry, Stay Foolish
（スピーチ，人生）

関係代名詞の省略／分詞構文（現
在分詞）／ S＋V＋O（＝疑問詞節） 1183 77 5～ 6

計 9912 707 90～ 112

教科書内容・配当時間一覧 コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅲ
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検討の観点と特色
発行者の
番号・略称

教科書の
記号・番号 教　科　書　名 発　行　者　名

17教出 コⅢ　307 New ONE WORLD Communication Ⅲ 教育出版株式会社

項　目 観　点 特　色　等

１　
  内容の選択･程度

＊学習指導要領，

教科の目標を達

成するために必

要な教材

＊基礎的・基本的

事項の理解や習

得のための配慮

●各課に〈Express Yourself〉という活動が設けられており，生徒が情報や考え

などを適切に伝える能力を更に伸ばすことができるように工夫されている。

●学習指導要領に示された文構造・文法事項を扱った「コミュニケーション英語

Ⅰ・Ⅱ」の学習を踏まえた構成で，基礎的英語力の応用に適切に配慮されている。

●題材の選択は多様かつバランスのとれたものになっており，広い視野と国際社

会に生きる日本人としての自覚が養われるよう配慮している。歴史，科学，スポー

ツ，音楽など，生徒が親しみやすい切り口から興味・関心をもって学習に取り

組める題材が揃っている。

２　
 組織・配列・分量

＊学習指導を有効

に進めるための

組織･配列･分量

●本課数は12であり，年間の授業時数の中でゆとりをもって指導できるよう配慮

されている。

●各課の本文は，生徒に無理のない分量になっており，平均500語の英文が見開

き２つ（４ページ）を原則に，豊富な資料や写真とともに掲載されている。練

習問題は見開き２ページで掲載されており，活動の分量や配置も適切である。

●本課に入る前に英文を読解するうえで覚えておいたほうがよい留意事項を

〈Reading Tasks〉としてまとめてあり，学習のねらいに沿って練習できるよう

に配慮されている。

●各課は，写真による学習内容への導入，本文の読解を通した理解・習熟，語彙

や連語の演習，自己表現活動という順に構成されており，効果的に指導が進め

られるよう工夫されている。

３　
 表記・表現および使用
上の便宜

＊学習意欲を高め

るための配慮，

用語・記号の取

り上げ方および

記述の方法

＊印刷の鮮明度，

活字の大きさ，

行間，製本など

●美しく鮮明なカラー印刷と，機能的でゆとりのある紙面構成によって，生徒の

学習意欲を喚起するよう配慮されている。

●本文の内容を理解し，活動をスムーズに行うために写真・イラストが効果的に

使われている。

●各課の内容に関連したコラムや，英語での面接例を示しながら自分に置き換え

て話すための活動が配置されており，「コミュニケーション英語」の集大成とす

る学習が進められるよう配慮されている。

●用語・記号は統一されており，記述も簡潔で適切である。記号の書体や配色が

機能的である。

●フォントの大きさや行間の広さは適切で読み易く工夫されている。

●製本は堅牢で開き易い様式である。また，生徒にとって扱いやすい判型である。

●カラーユニバーサルデザインに配慮し，デザイン・配色を工夫している。

●用紙には再生紙を，印刷には植物油インキを使用し，環境に配慮されている。

４　
 総合所見

●単元構成，紙面構成ともに機能的で使い易く工夫されており，題材も生徒の興味と学習意欲を喚起する

ものが精選されている。内容の分量，バランスも適切であり，生徒の英語運用能力を効果的に向上させ

ることが期待できる教科書である。
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17

Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How many breeds of dogs are there in the world?

2.  Where can we see evidence that dogs and humans lived together in the 

old days?

a. It is said that human beings started living with wolves about 12,000 

years ago.  [ll.7-8]

b. It is strange that the door is locked.  I wonder where my mother is now.

c. It is rude to make sounds while you are having soup.

d. It is always hard for me to choose a nice present.

◆  itが that節の内容を指したり，to不定詞以下の内容を指したりしています。

 (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。

1. It ( a / exciting / game / is / see / soccer / to ).

サッカーの試合を見るのはわくわくします。

2. It’s ( a cold / bad / caught / she / that / too ).

彼女が風邪をひいたとは気の毒です。

3. It ( certain / is / Kenta / that / will / win f irst prize ) in the contest.

健太がそのコンテストで優勝するのは間違いないです。

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

形式主語 it（that節や to不定詞を指すもの）の復習Grammar

Practice

例にならって，あなたの考えを発表してみましょう。
It is important for us to be considerate of older people.  

It is surprising that there are so many languages in the world. 

Let's TRY!

p016-023_Lesson02_160203.indd   17 2017/02/17   16:23

16

5

10

15

neighborhood(s)
[néib6Rhùd(z)]
shape(s) [ƒéip(s)]

breed(s) [brí\d(z)]

spite [spáit]
appearance(s)
[6píAr6ns(iz)]
belong [bil$\©]
species [spí\ƒi\z]
canine [kéinain]
ancestor [@nsest6R]
wolf [wúlf]
human being(s)
[Hjú\m6n bí\i©(z)]

wildness [wáildnis]

remains [riméinz]

Today, we can see dogs all around, in our homes, in 

our neighborhoods and on TV.  In a pet shop, you will 

see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there 

are over 400 breeds in the world.  

In spite of their different appearances, they all 

belong to one animal species; canine.  Their common 

ancestor is the wolf.  It is said that human beings 

started living with wolves about 12,000 years ago, in 

the last Ice Age.  Since then, 

wolves gradually lost their 

wildness and changed into 

dogs.  Even in the remains 

of ancient Egypt we can see 

evidence that dogs and 

humans lived together. 

イヌは太古の時代から人間と深くかかわってきた動物です。

5 in spite of ～  ～にもかかわらず  e.g.  In spite of its ugly look, the dish was very tasty.　　
7 the wolf  （種

しゅ

の総称としての）オオカミ　　8 12,000 = twelve thousand　　9 the Ice Age  氷河期　　
11 change into ～  ～に変化する，変化して～になる  e.g.  The rain changed into snow.

6 ;（セミコロン）は文中でどのような役割をしていますか。　　12 Evenはどのような事実を強めていますか。

DNA解析の研究により，イヌは約13万5000年前にオオカミから変異したという説が有力になっています。

Part1

古代エジプトの壁画に描かれたイヌ

p016-023_Lesson02_160203.indd   16 2017/02/17   16:23

教科書紙面紹介①
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17

Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How many breeds of dogs are there in the world?

2.  Where can we see evidence that dogs and humans lived together in the 

old days?

a. It is said that human beings started living with wolves about 12,000 

years ago.  [ll.7-8]

b. It is strange that the door is locked.  I wonder where my mother is now.

c. It is rude to make sounds while you are having soup.

d. It is always hard for me to choose a nice present.

◆  itが that節の内容を指したり，to不定詞以下の内容を指したりしています。

 (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。

1. It ( a / exciting / game / is / see / soccer / to ).

サッカーの試合を見るのはわくわくします。

2. It’s ( a cold / bad / caught / she / that / too ).

彼女が風邪をひいたとは気の毒です。

3. It ( certain / is / Kenta / that / will / win f irst prize ) in the contest.

健太がそのコンテストで優勝するのは間違いないです。

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

形式主語 it（that節や to不定詞を指すもの）の復習Grammar

Practice

例にならって，あなたの考えを発表してみましょう。
It is important for us to be considerate of older people.  

It is surprising that there are so many languages in the world. 

Let's TRY!

p016-023_Lesson02_160203.indd   17 2017/02/17   16:23
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[néib6Rhùd(z)]
shape(s) [ƒéip(s)]

breed(s) [brí\d(z)]

spite [spáit]
appearance(s)
[6píAr6ns(iz)]
belong [bil$\©]
species [spí\ƒi\z]
canine [kéinain]
ancestor [@nsest6R]
wolf [wúlf]
human being(s)
[Hjú\m6n bí\i©(z)]

wildness [wáildnis]

remains [riméinz]

Today, we can see dogs all around, in our homes, in 

our neighborhoods and on TV.  In a pet shop, you will 

see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there 

are over 400 breeds in the world.  

In spite of their different appearances, they all 

belong to one animal species; canine.  Their common 

ancestor is the wolf.  It is said that human beings 

started living with wolves about 12,000 years ago, in 

the last Ice Age.  Since then, 

wolves gradually lost their 

wildness and changed into 

dogs.  Even in the remains 

of ancient Egypt we can see 

evidence that dogs and 

humans lived together. 

イヌは太古の時代から人間と深くかかわってきた動物です。

5 in spite of ～  ～にもかかわらず  e.g.  In spite of its ugly look, the dish was very tasty.　　
7 the wolf  （種

しゅ

の総称としての）オオカミ　　8 12,000 = twelve thousand　　9 the Ice Age  氷河期　　
11 change into ～  ～に変化する，変化して～になる  e.g.  The rain changed into snow.

6 ;（セミコロン）は文中でどのような役割をしていますか。　　12 Evenはどのような事実を強めていますか。

DNA解析の研究により，イヌは約13万5000年前にオオカミから変異したという説が有力になっています。

Part1

古代エジプトの壁画に描かれたイヌ
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Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. What was the beagle originally created for?

2. What are the examples of dogs actively involved in our modern society?

a. The bulldog had been used in bull-baiting before it became a popular 

pet in the early 19th century.  [ll.2-4]

b. I had never seen snow until I went to Hokkaido for the school trip. 

c. I couldn’t recognize an old friend of mine because we hadn’t met for a 

long time.

◆ 過去のある時点までの動作の継続，経験，完了などを表します。

 (        )内の動詞を適切な形にかえましょう。

1. The sun ( go ) down before I got to the beach.  

2. I lost a book that I ( buy ) the day before.  

3. I knew her very well, because I ( work ) with her before.  

4. He ( live ) with his parents until he graduated from high school.  

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

過去完了形の復習〈had + 過去分詞〉Grammar

Practice

次の文の状況を，過去完了形を使って表現してみましょう。
例）The train left the station.  Then I arrived there.  

  The train had left the station when I arrived there.  

1. I visited Kyoto twice.  Then I went there on our school trip.  

                                    when I went there on our school trip.  

2. My father left his umbrella on the bus.  He got off without it.  

                                    when he got off. 

Let's TRY!

p016-023_Lesson02_160203.indd   19 2017/02/17   16:23

18

5

10

fit [fít]
lifestyle(s) 
[láifstàil(z)]
bulldog [búld¢\g]
bull-baiting 
[búlbèiti©]
beagle [bí\gl]
model [m!dl]
Snoopy [snú\pi]

characteristic(s)
[k™rikt6rístik(s)]
society [s6sái6ti]
actively [@ktivli]
involve(d) 
[inv!lv(d)]
rescue [réskju\]
co-exist [kòuigzíst]

specific [spisífik]

Over time, people have developed various breeds to 

f it with humans’ lifestyles.  The bulldog, for example, 

had been used in bull-baiting before it became a 

popular pet in the early 19th century.  The beagle, 

well-known as the model of Snoopy, was originally 

used as a hunting dog.  That’s how different breeds got 

their unique appearances and characteristics.  

In our modern society, dogs are actively involved in 

humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue dogs, 

and so on.  They have come to co-exist with people 

according to their 

specific characters. 

さまざまなイヌの品種はどのようにして生まれたのでしょうか。

1 over time  時がたつにつれて　　2 fit with ～  ～に適合する　　3 bull-baiting  牛攻め（ウシにイヌをけしかけ
て戦わせる見せ物。イギリスでは1835年に法律で禁止された）

4 The beagle の補足説明をしている部分はどこですか。

カナダのブリティッシュコロンビア大学の研究では，最も知能の高い犬種はボーダー・コリーとされています。

Part2

p016-023_Lesson02_160203.indd   18 2017/02/17   16:23
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Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. What was the beagle originally created for?

2. What are the examples of dogs actively involved in our modern society?

a. The bulldog had been used in bull-baiting before it became a popular 

pet in the early 19th century.  [ll.2-4]

b. I had never seen snow until I went to Hokkaido for the school trip. 

c. I couldn’t recognize an old friend of mine because we hadn’t met for a 

long time.

◆ 過去のある時点までの動作の継続，経験，完了などを表します。

 (        )内の動詞を適切な形にかえましょう。

1. The sun ( go ) down before I got to the beach.  

2. I lost a book that I ( buy ) the day before.  

3. I knew her very well, because I ( work ) with her before.  

4. He ( live ) with his parents until he graduated from high school.  

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

過去完了形の復習〈had + 過去分詞〉Grammar

Practice

次の文の状況を，過去完了形を使って表現してみましょう。
例）The train left the station.  Then I arrived there.  

  The train had left the station when I arrived there.  

1. I visited Kyoto twice.  Then I went there on our school trip.  

                                    when I went there on our school trip.  

2. My father left his umbrella on the bus.  He got off without it.  

                                    when he got off. 

Let's TRY!
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fit [fít]
lifestyle(s) 
[láifstàil(z)]
bulldog [búld¢\g]
bull-baiting 
[búlbèiti©]
beagle [bí\gl]
model [m!dl]
Snoopy [snú\pi]

characteristic(s)
[k™rikt6rístik(s)]
society [s6sái6ti]
actively [@ktivli]
involve(d) 
[inv!lv(d)]
rescue [réskju\]
co-exist [kòuigzíst]

specific [spisífik]

Over time, people have developed various breeds to 

f it with humans’ lifestyles.  The bulldog, for example, 

had been used in bull-baiting before it became a 

popular pet in the early 19th century.  The beagle, 

well-known as the model of Snoopy, was originally 

used as a hunting dog.  That’s how different breeds got 

their unique appearances and characteristics.  

In our modern society, dogs are actively involved in 

humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue dogs, 

and so on.  They have come to co-exist with people 

according to their 

specific characters. 

さまざまなイヌの品種はどのようにして生まれたのでしょうか。

1 over time  時がたつにつれて　　2 fit with ～  ～に適合する　　3 bull-baiting  牛攻め（ウシにイヌをけしかけ
て戦わせる見せ物。イギリスでは1835年に法律で禁止された）

4 The beagle の補足説明をしている部分はどこですか。

カナダのブリティッシュコロンビア大学の研究では，最も知能の高い犬種はボーダー・コリーとされています。

Part2
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Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How have people begun to treat dogs recently?  

2. Why are some dogs called therapy dogs?

a. There are now more and more restaurants and shops where people can 

bring their dogs.  [ll.2-4]

b. Bob walked faster and faster because he was scared.

c. The more we understand their nature and individual characteristics, 

the stronger our ties with dogs will become.  [ll.9-11]

d. The higher we go up, the thinner the air becomes.

◆ 〈比較級+and+比較級〉は「ますます～」の意味を表します。
 〈the+比較級～ , the+比較級…〉は「～すればするほど，ますます…」の意味を表します。

 最も自然に意味が通るように組み合わせて，文を作りましょう。

1. The world is getting smaller  ・ ・ the less I liked it.

2. The more words you know, ・ ・ and smaller with the progress in IT.

3. The more I listened to the CD, ・ ・ are visiting Japan these days.

4. More and more Chinese people ・ ・ the easier you can read English.

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

比較を使ったさまざまな表現Grammar

Practice

次の文の状況を，〈The+比較級 , the+比較級〉を使って表現してみましょう。 

例）As we grow older, our memory becomes weaker. 

  The older we grow, the weaker our memory becomes.

1. If you read more, you will learn more. 

    .

2. If you leave earlier, you will get there sooner.

    .

Let's TRY!
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5

10

recently [rí\sntli]
treat [trí\t]

apparently
[6p@r6ntli]
regard(ed)
[rig!\Rd(id)]
heal [hí\l]
ease [í\z]
elderly [éld6Rli]
lonesome 
[lóuns6m]
therapy [˙ér6pi]
gentleness 
[dΩéntlnis]
partner(s) 
[p!\Rtn6R(z)]
individual 
[ìnd6vídΩu6l]
truly [trú\li]

Recently, people have begun to treat dogs as 

companions.  There are now more and more 

restaurants and shops where people can bring their 

dogs.  Dogs are apparently regarded not just as pets 

but as family members.  There are also dogs that have 

the ability to heal people’s minds.  Such dogs ease the 

minds of elderly lonesome people and sick children as 

therapy dogs with their gentleness.  

Dogs are now our partners in society.  The more we 

understand their nature and individual characteristics, 

the stronger our ties with dogs will become.  In this 

way, dogs can truly be our best friends forever.

イヌと人間の関係はどのように変化しているのでしょうか。Part3

1 treat ～ as ...  ～を…として扱う  e.g.  Don’t treat me as a child. 　　
4 regard ～ as ...  ～を…とみなす  e.g.  I regard every difficulty as a challenge. 　　
4 not just ～ but ...  単なる～だけではなく…も  cf.  not only ～ but also ...

11 In this way の内容を表している文はどの文ですか。

イギリスのいくつかの地域では，街中に放置されたイヌの糞をピンクや蛍光グリーンのスプレーで塗り，後始末
をしない飼い主に注意を喚起する取り組みが行なわれています。

p016-023_Lesson02_160203.indd   20 2017/02/17   16:23
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Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How have people begun to treat dogs recently?  

2. Why are some dogs called therapy dogs?

a. There are now more and more restaurants and shops where people can 

bring their dogs.  [ll.2-4]

b. Bob walked faster and faster because he was scared.

c. The more we understand their nature and individual characteristics, 

the stronger our ties with dogs will become.  [ll.9-11]

d. The higher we go up, the thinner the air becomes.

◆ 〈比較級+and+比較級〉は「ますます～」の意味を表します。
 〈the+比較級～ , the+比較級…〉は「～すればするほど，ますます…」の意味を表します。

 最も自然に意味が通るように組み合わせて，文を作りましょう。

1. The world is getting smaller  ・ ・ the less I liked it.

2. The more words you know, ・ ・ and smaller with the progress in IT.

3. The more I listened to the CD, ・ ・ are visiting Japan these days.

4. More and more Chinese people ・ ・ the easier you can read English.

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

比較を使ったさまざまな表現Grammar

Practice

次の文の状況を，〈The+比較級 , the+比較級〉を使って表現してみましょう。 

例）As we grow older, our memory becomes weaker. 

  The older we grow, the weaker our memory becomes.

1. If you read more, you will learn more. 

    .

2. If you leave earlier, you will get there sooner.

    .

Let's TRY!
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5

10

recently [rí\sntli]
treat [trí\t]

apparently
[6p@r6ntli]
regard(ed)
[rig!\Rd(id)]
heal [hí\l]
ease [í\z]
elderly [éld6Rli]
lonesome 
[lóuns6m]
therapy [˙ér6pi]
gentleness 
[dΩéntlnis]
partner(s) 
[p!\Rtn6R(z)]
individual 
[ìnd6vídΩu6l]
truly [trú\li]

Recently, people have begun to treat dogs as 

companions.  There are now more and more 

restaurants and shops where people can bring their 

dogs.  Dogs are apparently regarded not just as pets 

but as family members.  There are also dogs that have 

the ability to heal people’s minds.  Such dogs ease the 

minds of elderly lonesome people and sick children as 

therapy dogs with their gentleness.  

Dogs are now our partners in society.  The more we 

understand their nature and individual characteristics, 

the stronger our ties with dogs will become.  In this 

way, dogs can truly be our best friends forever.

イヌと人間の関係はどのように変化しているのでしょうか。Part3

1 treat ～ as ...  ～を…として扱う  e.g.  Don’t treat me as a child. 　　
4 regard ～ as ...  ～を…とみなす  e.g.  I regard every difficulty as a challenge. 　　
4 not just ～ but ...  単なる～だけではなく…も  cf.  not only ～ but also ...

11 In this way の内容を表している文はどの文ですか。

イギリスのいくつかの地域では，街中に放置されたイヌの糞をピンクや蛍光グリーンのスプレーで塗り，後始末
をしない飼い主に注意を喚起する取り組みが行なわれています。
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Lesson2 Dogs as Human Companions

対話を聞いて，問いに答えましょう。
1. Why are Labrador Retrievers so popular in Japan?

2. Which dog is Sophie mainly in charge of, the dog in Picture A or Picture B?

 be in charge of ～　～を世話している

将来あなたが飼ってみたいペットについて説明してみましょう。
例） I want to have a rabbit because it is very cute and gentle.  I’m sure its cute 

appearance will make me happy and it will be regarded as a family member.  

Listen & Answer

Challenge!

Let's Communicate!

英語の文はポーズをおかずにひとつの息で発音するのが基本です。次の英文をひとつの

息で，なるべく音をつなげて発音してみましょう。

1. I want to go to America.  

2. I want to go to America this summer.  

3. I want to go to America this summer with my friend.  

4. I want to go to America this summer with my friend to study English.  

Sound Right! 英文の発音

A B
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Dogs are animals very familiar to human beings.  Although there are more 

than 400 1(           ) of dogs today, they all belong to one animal 2(           ) called 
3(            ).  Humans have created various types of dogs that f it with their 4(            ).  

Today, people have begun to treat dogs as 5(         ).  In order to keep a good 

relationship with dogs, humans should understand their nature and individual 
6(            ) well.

 1. (            ) is (            ) that eating fish helps to keep us healthy.

  魚を食べると健康によいといわれています。

 2. (            ) (            ) of the bad weather, the children went out to play. 

  悪天候にもかかわらず，その子どもたちは遊びに出かけました。

 3. The soccer game (            ) already (            ) when I got home.

  帰宅したときには，すでにサッカーの試合は始まっていました。

 4. In those days scientists didn’t (            ) the discovery (            ) important.  

  当時，科学者たちはその発見を重要だとは考えていませんでした。

 5. The sky was getting (            ) and (            ) and it began to rain.

  空がだんだん暗くなり，雨が降り始めました。

 1. 名 remains ―― 動 remain(s)

  He has a plan to visit the extensive Roman (            ) this summer.

  The town hall (            ) in its original location.

 2. 形 strong ―― 名 strength

  He tried to open the door with all his (            ).

  She is not (        ) enough to leave the hospital.

 3. 名 ability ―― 形 able

  He is one of the most (            ) actors in Japan.

  No one doubts her (            ) as an actress.

本文の内容に合うように，(        )内に1語ずつ補いましょう。Review

(        )内に1語ずつ入れて，日本語が表す内容を英文にしましょう。Use It

(        )内に適切な語を入れましょう。Enrich Your Vocabulary

p016-023_Lesson02_160203.indd   22 2017/02/17   16:23
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Lesson2 Dogs as Human Companions

対話を聞いて，問いに答えましょう。
1. Why are Labrador Retrievers so popular in Japan?

2. Which dog is Sophie mainly in charge of, the dog in Picture A or Picture B?

 be in charge of ～　～を世話している

将来あなたが飼ってみたいペットについて説明してみましょう。
例） I want to have a rabbit because it is very cute and gentle.  I’m sure its cute 

appearance will make me happy and it will be regarded as a family member.  

Listen & Answer

Challenge!

Let's Communicate!

英語の文はポーズをおかずにひとつの息で発音するのが基本です。次の英文をひとつの

息で，なるべく音をつなげて発音してみましょう。

1. I want to go to America.  

2. I want to go to America this summer.  

3. I want to go to America this summer with my friend.  

4. I want to go to America this summer with my friend to study English.  

Sound Right! 英文の発音

A B
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Dogs are animals very familiar to human beings.  Although there are more 

than 400 1(           ) of dogs today, they all belong to one animal 2(           ) called 
3(            ).  Humans have created various types of dogs that f it with their 4(            ).  

Today, people have begun to treat dogs as 5(         ).  In order to keep a good 

relationship with dogs, humans should understand their nature and individual 
6(            ) well.

 1. (            ) is (            ) that eating fish helps to keep us healthy.

  魚を食べると健康によいといわれています。

 2. (            ) (            ) of the bad weather, the children went out to play. 

  悪天候にもかかわらず，その子どもたちは遊びに出かけました。

 3. The soccer game (            ) already (            ) when I got home.

  帰宅したときには，すでにサッカーの試合は始まっていました。

 4. In those days scientists didn’t (            ) the discovery (            ) important.  

  当時，科学者たちはその発見を重要だとは考えていませんでした。

 5. The sky was getting (            ) and (            ) and it began to rain.

  空がだんだん暗くなり，雨が降り始めました。

 1. 名 remains ―― 動 remain(s)

  He has a plan to visit the extensive Roman (            ) this summer.

  The town hall (            ) in its original location.

 2. 形 strong ―― 名 strength

  He tried to open the door with all his (            ).

  She is not (        ) enough to leave the hospital.

 3. 名 ability ―― 形 able

  He is one of the most (            ) actors in Japan.

  No one doubts her (            ) as an actress.

本文の内容に合うように，(        )内に1語ずつ補いましょう。Review

(        )内に1語ずつ入れて，日本語が表す内容を英文にしましょう。Use It

(        )内に適切な語を入れましょう。Enrich Your Vocabulary
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イヌは人間社会のさまざまな分野で大切な役割を果たしています。その例を見てみましょう。

人間社会におけるイヌのさまざまな役割
Take a Break 1

Police dog Detection dog

Guide dog / Seeing-eye dog Search dog / Rescue dog

Dog actor

山岳救助犬盲導犬

イタリアの警察犬 空港で働く探知犬

官公庁などの
広報でも活躍する
日本の俳優犬

映画『アーティスト』（The Artist）に出演して映画
賞を受賞したジャック・ラッセル・テリアのアギー

イヌはテレビCMやドラマ，映画などで「俳優」としても活躍してきています。

警察犬は19世紀末にドイツで採用されたの
が始まりだとされています。

人間の数千倍
ともいわれる
嗅覚を生か
し，危険物や
密輸品を探知
します。

嗅覚を生かして遭難
者を発見し，救助し
ます。

盲導犬のほかにも，
介助犬（s e r v i c e 
dog）や，耳が不自
由な人を助ける聴導
犬（hearing dog）
が社会で必要とされ
ています。

p024〜_take a break_160204.indd   24 2017/02/17   16:18
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 ● 良夫とキャシーがペットについて話をしています。［賛成・反対の意見を言う］

 Cathy : Hi, Yoshio.  Do you have any pets?

 Yoshio : No, I don’t.  How about you?

 Cathy : I don’t, either.  But I want to have a dog or a cat someday.  Which do you 

prefer, dogs or cats?  

 Yoshio : I like dogs better than cats, because dogs are (a)more obedient than cats.  

 Cathy : I agree with you on that point.  But cats (b)are so cute.  Don’t you think 

so?  

 Yoshio : Well, not really.  In my opinion, dogs (c)are more lovable compared with 

cats.  

 Cathy : Oh, really?  I guess I still have a lot to think about.  Thanks for your 

opinion.  

 Yoshio : Sure, Cathy.  I hope you make the right decision.  

 ● 下線部をそれぞれおきかえて，上の会話を練習してみましょう。

Useful Expressions

・In my opinion, ～ . / I think ～ . / I suppose ～ .

・I agree with ～ . / I disagree with ～ .

・I understand what you mean. / I see what you mean.  

prefer 〜　～のほうを好む　　obedient　従順な　　lovable  愛すべき　　compared with〜　～と比べて

① (a)  more friendly (b)  are easy to keep (c)  are easier to raise

② (a)  more faithful (b)  make us smile (c)  make us happier

I agree with you on that point.  unction in Use ❶F

p025〜_function in use_160129.indd   25 2017/02/17   16:18
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比較表現のまとめ　 （原級・比較級・最上級）

比較表現のまとめ　 （原級・比較級・最上級を使った慣用表現）

(        )内の語句を並べかえて，意味の通る英文を作りましょう。

1. The U.S.A. is ( as / 25 times / large / as / about) Japan.

アメリカ合衆国の国土は，日本の約25倍です。

2. Who can ( in / sing / our / best / class )?

私たちのクラスで，誰がいちばん上手に歌を歌うことができますか。

3. These shoes are ( much / than / more / those / expensive ). 

これらの靴は，あれらより値段がはるかに高いです。

4. My elder brother is ( as / my younger brother / tall / as / not ).

私の兄は，弟ほど背が高くありません。

原級（～と
同じくらい）

①Ken ran as fast as Naoki.

② This story is as interesting as that one.

比較級
（～より）

③Ken was faster than most of the runners.

④ This story is more interesting than that one.

最上級
（最も～）

⑤Ken was the fastest of all the runners.

⑥ This story is the most interesting of all.

原級を
使った表現

⑦ That bridge is twice as long as this one.

⑧No other mountain in Japan is so high as Mt. Fuji.

比較級を
使った表現

⑨ The sky got darker and darker and soon it began to rain.

⑩ The more he studied, the cleverer he became.

⑪Kazu speaks English better than any other student in his class.

最上級を
使った表現

⑫Maki is the best tennis player on her team.

⑬The song seems to be one of the most popular songs in the world.

Challenge!

さまざまな比較の用法rammar Focus ❶G

p026〜_grammar focus_170316.indd   26 2017/03/18   19:15
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Why Do Cats Purr?
3Lesson

purr [p^\R]

① I agree with you on that point.
② In my opinion, dogs are more lovable 

compared with cats.
③ I guess I still have a lot of to think about.

① さまざまな比較の用法
② さまざまなingの用法
③ itを使うさまざまな構文
④ さまざまな接続詞
⑤ さまざまな時間表現

17 教出
コ Ⅱ 334

場面別 
会話表現

文法事項を
まとめて復習

コミュニケーションⅠ
では，ネコの生態に
ついて扱っています。
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指導書ライン・アップ紹介（指導書／音声編）

授業の幅を広げる

①解説編
★シラバス例，年間指導計画・評価規準例
★各レッスンのねらい，導入の発問例，Oral 
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neighborhood(s)
[néib6Rhùd(z)]
shape(s) [ƒéip(s)]

breed(s) [brí\d(z)]

spite [spáit]
appearance(s)
[6píAr6ns(iz)]
belong [bil$\©]
species [spí\ƒi\z]
canine [kéinain]
ancestor [@nsest6R]
wolf [wúlf]
human being(s)
[Hjú\m6n bí\i©(z)]

wildness [wáildnis]

remains [riméinz]

Today, we can see dogs all around, in our homes, in 

our neighborhoods and on TV.  In a pet shop, you will 

see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there 

are over 400 breeds in the world.  

In spite of their different appearances, they all 

belong to one animal species; canine.  Their common 

ancestor is the wolf.  It is said that human beings 

started living with wolves about 12,000 years ago, in 

the last Ice Age.  Since then, 

wolves gradually lost their 

wildness and changed into 

dogs.  Even in the remains 

of ancient Egypt we can see 

evidence that dogs and 

humans lived together. 

イヌは太古の時代から人間と深くかかわってきた動物です。

5 in spite of ～  ～にもかかわらず  e.g.  In spite of its ugly look, the dish was very tasty.　　
7 the wolf  （種

しゅ

の総称としての）オオカミ　　8 12,000 = twelve thousand　　9 the Ice Age  氷河期　　
11 change into ～  ～に変化する，変化して～になる  e.g.  The rain changed into snow.

6 ;（セミコロン）は文中でどのような役割をしていますか。　　12 Evenはどのような事実を強めていますか。

DNA解析の研究により，イヌは約13万5000年前にオオカミから変異したという説が有力になっています。

Part1

古代エジプトの壁画に描かれたイヌ

p016-023_Lesson02_160203.indd   16 2017/02/17   16:23

17

Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How many breeds of dogs are there in the world?

2.  Where can we see evidence that dogs and humans lived together in the 

old days?

a. It is said that human beings started living with wolves about 12,000 

years ago.  [ll.7-8]

b. It is strange that the door is locked.  I wonder where my mother is now.

c. It is rude to make sounds while you are having soup.

d. It is always hard for me to choose a nice present.

◆  itが that節の内容を指したり，to不定詞以下の内容を指したりしています。

 (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。

1. It ( a / exciting / game / is / see / soccer / to ).

サッカーの試合を見るのはわくわくします。

2. It’s ( a cold / bad / caught / she / that / too ).

彼女が風邪をひいたとは気の毒です。

3. It ( certain / is / Kenta / that / will / win f irst prize ) in the contest.

健太がそのコンテストで優勝するのは間違いないです。

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

形式主語 it（that節や to不定詞を指すもの）の復習Grammar

Practice

例にならって，あなたの考えを発表してみましょう。
It is important for us to be considerate of older people.  

It is surprising that there are so many languages in the world. 

Let's TRY!

p016-023_Lesson02_160203.indd   17 2017/02/17   16:23

  

  

   

  

 

  

  

  

   

 

  

 

 

 

 

(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40

1-41

1-42

is exciting to see a soccer game

too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.

【まとめの発問例】
1. Are dogs familiar to us humans?
2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
4. Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

1-38

1-39
（ポーズつき）

1-58
（速読み）
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belong to one animal species; canine.  Their common 
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started living with wolves about 12,000 years ago, in 

the last Ice Age.  Since then, 

wolves gradually lost their 

wildness and changed into 

dogs.  Even in the remains 

of ancient Egypt we can see 

evidence that dogs and 

humans lived together. 
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5 in spite of ～  ～にもかかわらず  e.g.  In spite of its ugly look, the dish was very tasty.　　
7 the wolf  （種

しゅ

の総称としての）オオカミ　　8 12,000 = twelve thousand　　9 the Ice Age  氷河期　　
11 change into ～  ～に変化する，変化して～になる  e.g.  The rain changed into snow.

6 ;（セミコロン）は文中でどのような役割をしていますか。　　12 Evenはどのような事実を強めていますか。
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Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How many breeds of dogs are there in the world?

2.  Where can we see evidence that dogs and humans lived together in the 

old days?

a. It is said that human beings started living with wolves about 12,000 

years ago.  [ll.7-8]

b. It is strange that the door is locked.  I wonder where my mother is now.

c. It is rude to make sounds while you are having soup.

d. It is always hard for me to choose a nice present.

◆  itが that節の内容を指したり，to不定詞以下の内容を指したりしています。

 (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。

1. It ( a / exciting / game / is / see / soccer / to ).

サッカーの試合を見るのはわくわくします。

2. It’s ( a cold / bad / caught / she / that / too ).

彼女が風邪をひいたとは気の毒です。

3. It ( certain / is / Kenta / that / will / win f irst prize ) in the contest.

健太がそのコンテストで優勝するのは間違いないです。

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

形式主語 it（that節や to不定詞を指すもの）の復習Grammar

Practice

例にならって，あなたの考えを発表してみましょう。
It is important for us to be considerate of older people.  
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(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40

1-41

1-42

is exciting to see a soccer game

too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.

【まとめの発問例】
1. Are dogs familiar to us humans?
2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
4. Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

1-38

1-39
（ポーズつき）

1-58
（速読み）
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started living with wolves about 12,000 years ago, in 

the last Ice Age.  Since then, 

wolves gradually lost their 

wildness and changed into 

dogs.  Even in the remains 

of ancient Egypt we can see 

evidence that dogs and 

humans lived together. 

イヌは太古の時代から人間と深くかかわってきた動物です。

5 in spite of ～  ～にもかかわらず  e.g.  In spite of its ugly look, the dish was very tasty.　　
7 the wolf  （種
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の総称としての）オオカミ　　8 12,000 = twelve thousand　　9 the Ice Age  氷河期　　
11 change into ～  ～に変化する，変化して～になる  e.g.  The rain changed into snow.

6 ;（セミコロン）は文中でどのような役割をしていますか。　　12 Evenはどのような事実を強めていますか。
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1. How many breeds of dogs are there in the world?

2.  Where can we see evidence that dogs and humans lived together in the 

old days?

a. It is said that human beings started living with wolves about 12,000 

years ago.  [ll.7-8]

b. It is strange that the door is locked.  I wonder where my mother is now.

c. It is rude to make sounds while you are having soup.

d. It is always hard for me to choose a nice present.

◆  itが that節の内容を指したり，to不定詞以下の内容を指したりしています。

 (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。
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(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40

1-41

1-42

is exciting to see a soccer game

too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.

【まとめの発問例】
1. Are dogs familiar to us humans?
2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
4. Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?
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Lesson2 Dogs as Human Companions

1. ( T / F ) 2. ( T / F ) 3. ( T / F )

1. How many breeds of dogs are there in the world?

2.  Where can we see evidence that dogs and humans lived together in the 

old days?

a. It is said that human beings started living with wolves about 12,000 

years ago.  [ll.7-8]

b. It is strange that the door is locked.  I wonder where my mother is now.

c. It is rude to make sounds while you are having soup.

d. It is always hard for me to choose a nice present.

◆  itが that節の内容を指したり，to不定詞以下の内容を指したりしています。

 (        )内の語句を並べかえて，意味の通る文を作りましょう。

1. It ( a / exciting / game / is / see / soccer / to ).

サッカーの試合を見るのはわくわくします。

2. It’s ( a cold / bad / caught / she / that / too ).

彼女が風邪をひいたとは気の毒です。

3. It ( certain / is / Kenta / that / will / win f irst prize ) in the contest.

健太がそのコンテストで優勝するのは間違いないです。

本文の概要を確認しましょう。Comprehension

Listen & Choose

Read & Answer

形式主語 it（that節や to不定詞を指すもの）の復習Grammar

Practice

例にならって，あなたの考えを発表してみましょう。
It is important for us to be considerate of older people.  

It is surprising that there are so many languages in the world. 

Let's TRY!
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(解答例 )
－ It is important for us to read many books.
－ It is important for us to know the truth about the problem.
－ It is surprising that there are so many kinds of dogs in the world.
－ It is surprising that no one knew the fact.

Dogs have had a close relationship with humans since ancient times.

1-37

The study of DNA analysis has strengthened the theory that wolves mutated into dogs about 135,000 years ago.

What is the purpose of the ; (semicolon) in the text?

The dog drawn on the wall painting of the ancient Egypt

What fact is the word Even emphasizing?

1. We are familiar with dogs in our daily lives. － (T)
2. Different breeds of dogs are from different animal species. － (F)
3. It is said that the first dog was born in the Ice Age. － (F)

Let’s check your understanding of the passage.

Review of the formal object it (pointing to that clause and to infinitive)

Following the example, talk about what you think.

Choose True or False for each sentence you hear.

2. We can see it in the remains of ancient Egypt.

1. There are over 400 breeds in the world.

1-40

1-41

1-42

is exciting to see a soccer game

too bad that she caught a cold

is certain that Kenta will win first prize

Put the words in the parentheses in the correct order to make sentences.

1-43

12→ one animal species と 同格の語句（canine）への言いかえを導いている。
6→古代エジプト時代という古い時代から共存していた事実を強めている。

【Part 1 要約例】
　We humans are ver y familiar with dogs in our daily lives.  
Although they have more breeds compared with cats, they belong to 
one animal species.  They say that humans began living with wolves, 
which are dogs’ common ancestors, about 12,000 years ago.  Even 
now, we can see evidence that dogs and humans lived together.

【まとめの発問例】
1. Are dogs familiar to us humans?
2. Do all dogs have the same appearance?
3. When did humans start to live with wolves?
4. Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

1-38

1-39
（ポーズつき）

1-58
（速読み）
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Dogs as Human Companions
本 課 の 概 要

【本文内容】イヌには多様な品種が見られるが，生
物としては1つの種

しゅ

に属する。長い年月人間と共
生する中で，さまざまな犬種が発達したのである。
イヌは今ではさまざまな社会的役割を果たし，人
間の伴侶とみなされている。
【言語材料】形式主語 it（that節や to不定詞を指す
もの）の復習／過去完了形の復習／分詞構文（現在
分詞）の復習
【本文語数】293語【新語】40語【配当】6～8時間
【進度案】（6時間配当の場合）①レッスン全体の導
入／②Part 1本文～活動／③Part 2本文～活動／
④Part 3本文～活動／⑤pp.22-23／⑥発展的コ
ミュニケーション活動
（8時間配当の場合）①レッスン導入～Part 1本文
／②Part 1活動／③Part 2本文／④Part 2活動／
⑤Part 3本文／⑥Part 3活動／⑦p.22／⑧p.23

Lesson 2 【教科書 pp.15-24】

本 課 の ね ら い

■ 題材のねらい
　私たち人間にとって，イヌは今や単なるペット
ではなく，家族の一員として受け入れられている。
忠犬ハチ公の例にもあるように，イヌは「最も忠実
な動物」として愛されており，人間にとって非常に
身近な存在であることに疑いの余地はない。
　ここでは，イヌの歴史を振り返り，イヌがいかに
太古の時代から人間と深く関わってきたかを理解
させる。また，代表的なイヌを例に挙げながら，さ
まざまなイヌの品種がどのように生まれてきたか
を考えさせることも必要である。同時に，イヌは今
日いろいろな場面で活躍しているが，ストレスの
多い現代社会において，イヌが人間にとって癒し
の存在になっていることも忘れてはならない。イ
ヌが家族の一員とみなされているからこそ，ペッ
トロス症候群やペット葬の話題が注目されている
と思われる。
　イヌと並んで代表的なペットであるネコとも比
較しながら，ペットと人間との関係を生徒が考え

る機会としたい。
■ 言語材料について
　形式主語構文，過去完了形，分詞構文を扱う。い
ずれもCommunication I 既習事項の復習である。
　形式主語 itは，that節を指すものと to不定詞を
指すものの両方を復習する。
　過去完了形は〈had＋過去分詞〉で表し，過去形
以前の時制であることを再度認識させたい。また，
現在完了形と同様に3つの用法があることも確認
させたい。
　分詞構文では，とくに現在分詞で始まる分詞構
文の形を復習する。「時」や「理由」や「付帯状況」
など，さまざまな意味を表すことができる分詞構
文の形と意味を再度確認させたい。
■ 言語活動について
　上記の言語材料を用いた自己表現を目指した
活動をパートごとの〈Let’s Try!〉で取り上げた。
Speaking，Listening，Writing活動につなげたい。
また，〈Let’s Communicate!〉も，コミュニケーショ
ンを深めながら形式主語を繰り返し使わせる活動
となっている。
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■ 導入の実例
 T: Do you have any pets?
 Ss: Yes! / No!
 T: How many of you have pets?  Raise your 

hands, please.  （手を挙げさせる）All right!  
Thank you!

 T: What kind of pets do you have, S1? 
 S1: I have a cat.
 S2: I have a rabbit.
 T: OK!  Thank you, S1 and S2.  How about you, 

S3?
 S3: Well, I have three dogs.
 T: Wow!  Three dogs?
 S3: Yeah!  I like dogs very much.
 T: I see.  Thank you, S3.  OK, everyone!  How 

many of you have dogs?  （手を挙げさせる）
What kind of dog do you have, S4?

 S4: I have a Chihuahua. 
 T: （写真を見せる）It looks so cute.  Thank you, 

S4.  What about you, S5?
 S5: I have a Saint Bernard.
 T: Really?  （写真を見せる）You have a big dog, 

don’t you?  Thank you, S5.  How about you, 
S6? 

 S6: I have a Border Collie.
 T: （写真を見せる）It is good at jumping.  Thank 

you so much, S6.  As you know, there are 
various kinds of dogs nowadays.  How many 
breeds are there?

 Ss: I have no idea.
 T: There are more than 400 breeds. 
 Ss: So many? / That’s unbelievable!
 T: So dogs are very good friends to us humans.  

And they have been friendly with us for a 
long time.  By the way, do you know what 
the ancestors of dogs are?

 Ss: Maybe wolves?
 T: That’s right!  （写真を見せながら）Wolves 

have been changed into dogs.  Today, we can 
see dogs everywhere, can’t we? 

 Ss: Yes!  Even in hospitals.
 T: You’re right.  I’d like you to know more 

about dogs.  Now let’s read about them.  

と び ら 解 説

■ タイトルと写真について
　Dogs as Human Companionsというタイトル
は，人間とイヌの関係がいかに密接であるかを示
唆している。ここから本課の内容を推測させてみ
たい。companionは，「仲間，友だち，話し相手」と
いう意味で，friendとの意味の違いを指導したい。
　写真は，海難救助犬の訓練の様子であり，Part 2
本文の内容につながっている。
■ とびら写真の英語での描写例
   A rescue dog is jumping into the sea from the 
helicopter.  Probably he or she is trying to help 
someone drowning or people who are in the 
sinking boat or ship.  This is how dogs play an 
important role in our society.
■ とびらを使った生徒への発問例
・ Where is the dog?
 － It is above the sea.
・ What is the dog doing?
 － It is jumping into the sea.
・ What is such kind of dog called?
 － It is called a  rescue dog.
・ What kind of dogs do you know?
 －  I know such dogs as guide dogs, police 

dogs and rescue dogs.
・ Do you have any pets?
 －Yes, I do. / No, I don’t.
・ Which do you like better, dogs or cats?  And 

tell me the reason.
 －  I like dogs better than cats because I think 

dogs are more faithful than cats.
 －  I like cats better because they are easier to 

keep than dogs.  

Oral introduction 案例

■ ねらい
　Lesson 2第1時間目に，Lesson全体の内容を概
観する。
■ 準備するもの
　オオカミの写真や絵，さまざまな品種のイヌの
写真（ブルドッグやビーグルなど），漫画のキャラ
クター（スヌーピーやホームズなど），セラピードッ
グの写真や動画
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Dogs as Human Companions
本 課 の 概 要

【本文内容】イヌには多様な品種が見られるが，生
物としては1つの種

しゅ

に属する。長い年月人間と共
生する中で，さまざまな犬種が発達したのである。
イヌは今ではさまざまな社会的役割を果たし，人
間の伴侶とみなされている。
【言語材料】形式主語 it（that節や to不定詞を指す
もの）の復習／過去完了形の復習／分詞構文（現在
分詞）の復習
【本文語数】293語【新語】40語【配当】6～8時間
【進度案】（6時間配当の場合）①レッスン全体の導
入／②Part 1本文～活動／③Part 2本文～活動／
④Part 3本文～活動／⑤pp.22-23／⑥発展的コ
ミュニケーション活動
（8時間配当の場合）①レッスン導入～Part 1本文
／②Part 1活動／③Part 2本文／④Part 2活動／
⑤Part 3本文／⑥Part 3活動／⑦p.22／⑧p.23

Lesson 2 【教科書 pp.15-24】

本 課 の ね ら い

■ 題材のねらい
　私たち人間にとって，イヌは今や単なるペット
ではなく，家族の一員として受け入れられている。
忠犬ハチ公の例にもあるように，イヌは「最も忠実
な動物」として愛されており，人間にとって非常に
身近な存在であることに疑いの余地はない。
　ここでは，イヌの歴史を振り返り，イヌがいかに
太古の時代から人間と深く関わってきたかを理解
させる。また，代表的なイヌを例に挙げながら，さ
まざまなイヌの品種がどのように生まれてきたか
を考えさせることも必要である。同時に，イヌは今
日いろいろな場面で活躍しているが，ストレスの
多い現代社会において，イヌが人間にとって癒し
の存在になっていることも忘れてはならない。イ
ヌが家族の一員とみなされているからこそ，ペッ
トロス症候群やペット葬の話題が注目されている
と思われる。
　イヌと並んで代表的なペットであるネコとも比
較しながら，ペットと人間との関係を生徒が考え

る機会としたい。
■ 言語材料について
　形式主語構文，過去完了形，分詞構文を扱う。い
ずれもCommunication I 既習事項の復習である。
　形式主語 itは，that節を指すものと to不定詞を
指すものの両方を復習する。
　過去完了形は〈had＋過去分詞〉で表し，過去形
以前の時制であることを再度認識させたい。また，
現在完了形と同様に3つの用法があることも確認
させたい。
　分詞構文では，とくに現在分詞で始まる分詞構
文の形を復習する。「時」や「理由」や「付帯状況」
など，さまざまな意味を表すことができる分詞構
文の形と意味を再度確認させたい。
■ 言語活動について
　上記の言語材料を用いた自己表現を目指した
活動をパートごとの〈Let’s Try!〉で取り上げた。
Speaking，Listening，Writing活動につなげたい。
また，〈Let’s Communicate!〉も，コミュニケーショ
ンを深めながら形式主語を繰り返し使わせる活動
となっている。
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■ 導入の実例
 T: Do you have any pets?
 Ss: Yes! / No!
 T: How many of you have pets?  Raise your 

hands, please.  （手を挙げさせる）All right!  
Thank you!

 T: What kind of pets do you have, S1? 
 S1: I have a cat.
 S2: I have a rabbit.
 T: OK!  Thank you, S1 and S2.  How about you, 

S3?
 S3: Well, I have three dogs.
 T: Wow!  Three dogs?
 S3: Yeah!  I like dogs very much.
 T: I see.  Thank you, S3.  OK, everyone!  How 

many of you have dogs?  （手を挙げさせる）
What kind of dog do you have, S4?

 S4: I have a Chihuahua. 
 T: （写真を見せる）It looks so cute.  Thank you, 

S4.  What about you, S5?
 S5: I have a Saint Bernard.
 T: Really?  （写真を見せる）You have a big dog, 

don’t you?  Thank you, S5.  How about you, 
S6? 

 S6: I have a Border Collie.
 T: （写真を見せる）It is good at jumping.  Thank 

you so much, S6.  As you know, there are 
various kinds of dogs nowadays.  How many 
breeds are there?

 Ss: I have no idea.
 T: There are more than 400 breeds. 
 Ss: So many? / That’s unbelievable!
 T: So dogs are very good friends to us humans.  

And they have been friendly with us for a 
long time.  By the way, do you know what 
the ancestors of dogs are?

 Ss: Maybe wolves?
 T: That’s right!  （写真を見せながら）Wolves 

have been changed into dogs.  Today, we can 
see dogs everywhere, can’t we? 

 Ss: Yes!  Even in hospitals.
 T: You’re right.  I’d like you to know more 

about dogs.  Now let’s read about them.  

と び ら 解 説

■ タイトルと写真について
　Dogs as Human Companionsというタイトル
は，人間とイヌの関係がいかに密接であるかを示
唆している。ここから本課の内容を推測させてみ
たい。companionは，「仲間，友だち，話し相手」と
いう意味で，friendとの意味の違いを指導したい。
　写真は，海難救助犬の訓練の様子であり，Part 2
本文の内容につながっている。
■ とびら写真の英語での描写例
   A rescue dog is jumping into the sea from the 
helicopter.  Probably he or she is trying to help 
someone drowning or people who are in the 
sinking boat or ship.  This is how dogs play an 
important role in our society.
■ とびらを使った生徒への発問例
・ Where is the dog?
 － It is above the sea.
・ What is the dog doing?
 － It is jumping into the sea.
・ What is such kind of dog called?
 － It is called a  rescue dog.
・ What kind of dogs do you know?
 －  I know such dogs as guide dogs, police 

dogs and rescue dogs.
・ Do you have any pets?
 －Yes, I do. / No, I don’t.
・ Which do you like better, dogs or cats?  And 

tell me the reason.
 －  I like dogs better than cats because I think 

dogs are more faithful than cats.
 －  I like cats better because they are easier to 

keep than dogs.  

Oral introduction 案例

■ ねらい
　Lesson 2第1時間目に，Lesson全体の内容を概
観する。
■ 準備するもの
　オオカミの写真や絵，さまざまな品種のイヌの
写真（ブルドッグやビーグルなど），漫画のキャラ
クター（スヌーピーやホームズなど），セラピードッ
グの写真や動画
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■ リード文　イヌは太古の時代から人間と深く
関わってきた動物です。

　具体的な年代については，It is said that human 
beings started living with wolves about 12,000 
years ago. (ll.7-9) と説明されている。約12,000
年も前の氷河期から人間とともに暮らしてきたこ
とがわかる。
■ 新出語彙とその発音
2.  neighborhood　「近所」という意味。ghは黙
字で，発音しないよう留意させたい。

6.  species　「種」という意味で，常に複数形で用
いられる。2つの -e- は/i\/ と長く発音するよ
うに注意させる。

10. wolf　複数形がwolvesとなることに注意を
喚起する。/w/ の音は，口を尖らせて出すように
するとよい。

■ 脚注・読みのヒント
6.   one animal species と 同格の語句（canine）へ
の言いかえを導く役割をしている。

11. Even in the remains of ancient Egypt　「古
代エジプトの遺跡からさえも」。古代エジプト時
代という古い時代から共存していた事実を強め
ている。

Part 1　学 習 の ね ら い

・ イヌが太古の時代から人間と深く関わってきた
ことを理解する。

・ 形式主語 itの用法を理解し，使えるようにする。
・ 形式主語 itを用いて，自分の考えを表現する。

本 文 訳 例

　今日，家庭やとなり近所，テレビなど至る所で，
イヌを見ることができます。ペットショップでは，
さまざまな大きさ，形，色のイヌを目にすることが
できるでしょう。現在，世界で400を超える犬種が
あります。
　イヌの容貌はそれぞれ異なっていますが，すべ
てのイヌは1つの動物種であるイヌ科に属してい
ます。彼らの共通の祖先は，オオカミです。人類は
約12,000年前の氷河期にオオカミと生活し始めた
と言われています。それ以来，オオカミは徐々に野
性を失い，イヌに変化しました。古代エジプトの遺
跡からも，イヌと人間が共生していた証拠がうか
がえます。

Part 1　Oral introduction 例

   Do you have a dog?  （生徒挙手）Some people 
have dogs and others don’t.  And how many 
breeds are there?  （イヌを飼っている生徒を指名
して応答を求める）And about how many years 
ago did dogs start living with humans?  Please 
make a guess!（生徒を指名して応答を求める）
   It is said that there are more than 400 breeds of 
dogs in the world and that we started living with 
dogs about 12,000 years ago.
   Now let’s learn about the history of dogs 
together. 

本 文 解 説

2-3.	 In	a	pet	shop,	you	will	see	dogs	in	many	
sizes,	shapes	and	colors.	
　世界最小とされる犬種のチワワ（Chihuahua）は，
体高20cm前後だが，世界最大とされるグレート
デーン（Great Dane）の体高は70cmを超える。同
じCanis lupusという種の中で，実に3倍以上の体
高差である。体重という視点でみても，数百gの犬
種がいる一方で，100kgにせまる犬種もいる。猫種
にはここまでの差はない。そもそも同じ種であり
ながら，体高で3倍，体重で数百倍という差がある

（教科書 p.16）
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　lost	wildness　人に飼いならされて野生でなく
なった，人なれして荒々しさを失ったという意味
であるが，簡潔に「野性を失った」と訳してよい。
　change	into	〜「～に変化する，変化して～になる」。
e.g. The rain changed into snow.「雨は雪に変わ
っていった」

11-14.	 Even	in	the	remains	of	ancient	Egypt	
we	can	see	evidence	that	dogs	and	humans	
lived	together.
　remains＝parts which are left (LDCE)「遺
跡」。常に複数形。
　氷河期初期のイヌの骨がときおり遺跡から発掘
されている。マスチフ（mastiff）やグレイハウンド
（greyhound）のような独特のイヌの品種を作り出
したのは，古代エジプトや西アジアの人々だった。
ローマ時代になると，今日知られているさまざま
な形や大きさのイヌのほとんどがすでに存在して
いた。このことは出土した骨はもとより，とくにこ
うした動物を驚くほど詳細に描写した彫像，絵画
などの美術作品によってもわかる。古代の世界で
は，イヌは狩猟犬，牧畜犬，番犬，スポーツ犬，さ
らには今日と同じく人間の友として飼われた。
　that　同格の意味を表す接続詞で，後ろから前
の名詞にかけて「～という…」のように訳す。
Leeson 5 Part 1のGrammar で深く扱うので，こ
こでは軽い扱いにとどめてよい。
e.g. The news that he suddenly died made us 

very sad.「彼が突然死んだという知らせを聞い
て，私たちは非常に悲しんだ」

Part 1　要 約 例

   We humans are very familiar with dogs in 
our daily lives.  Although they have more 
breeds compared with cats, they belong to one 
animal species.  They say that humans began 
living with wolves, which are dogs’ common 
ancestors, about 12,000 years ago.   Even now, 
we can see evidence that dogs and humans lived 
together.
■ まとめの発問例
1.  Are dogs familiar to us humans?
2.  Do all dogs have the same appearance?
3.  When did humans start to live with wolves?
4.  Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

生物は，ほかに類を見ない。
3-4.	 Now,	 there	are	over	400	breeds	 in	 the	
world.	
　over	〜＝more than ～「～より上」。「～」の数
量を含まないので，「以上」にはあたらないが，日
常的な表現の訳としては差し支えない場合も多
い（『新英和大辞典』）。「～以上」を表す場合は，～
and over, ～ or moreなど。
e.g. children of five years and over [up]「5歳以
上の子ども」
　イヌとネコの大きな違いのひとつが，その多様
性である。イヌは，その血統を管理している国際畜
犬連盟（FCI）に公認されている犬種だけでも，約
340種に及ぶとされ，非公認種を入れれば700を
超える犬種が存在するという。それに対し，ネコに
関する同様の組織である猫登録協会（CFA）が公
認している猫種は50種に満たない。
5-6.	 In	 spite	of	 their	different	appearances,	
they	 all	 belong	 to	 one	 animal	 species;	
canine.	
　in	spite	of	〜＝despite ～「～にもかかわらず」。
e.g. In spite of its ugly look, the dish was very 

tasty.「見た目はひどかったにもかかわらず，そ
の料理はとても美味しかった」
　belong	 to	〜「～に所属している」。進行形にで
きない動詞であることを再認識させたい。
e.g. I belong to the music club.「私は音楽部員だ」
6.		 Their	common	ancestor	is	the	wolf.	
　ancestor: a person, especially one living a 
long time ago, from whom another is descended 
(LDCE)「祖先」。反意語は，descendant「子孫」。
7-9.	 It	 is	 said	 that	 human	beings	 started	
living	with	wolves	about	12,000	years	ago,	
in	the	Ice	Age.
　形式主語を用いた構文。Grammar解説参照。
　the	wolf「（種の総称としての）オオカミ」。オオ
カミはあらゆるイエイヌの祖先であり，人間が人
に慣れたオオカミと身近に暮らし始めたのは，今
から12,000以上前の最後の氷河期である。
　12,000＝ twelve thousandと読む。大きな数を
読むときは，3桁ごとのカンマで区切って考えるの
がコツとなる。
9-11.	 Since	 then,	wolves	gradually	 lost	 their	
wildness	and	changed	into	dogs.
　then「その時」。ここでは the Ice Age（氷河期）
を指している。
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■ リード文　イヌは太古の時代から人間と深く
関わってきた動物です。

　具体的な年代については，It is said that human 
beings started living with wolves about 12,000 
years ago. (ll.7-9) と説明されている。約12,000
年も前の氷河期から人間とともに暮らしてきたこ
とがわかる。
■ 新出語彙とその発音
2.  neighborhood　「近所」という意味。ghは黙
字で，発音しないよう留意させたい。

6.  species　「種」という意味で，常に複数形で用
いられる。2つの -e- は/i\/ と長く発音するよ
うに注意させる。

10. wolf　複数形がwolvesとなることに注意を
喚起する。/w/ の音は，口を尖らせて出すように
するとよい。

■ 脚注・読みのヒント
6.   one animal species と 同格の語句（canine）へ
の言いかえを導く役割をしている。

11. Even in the remains of ancient Egypt　「古
代エジプトの遺跡からさえも」。古代エジプト時
代という古い時代から共存していた事実を強め
ている。

Part 1　学 習 の ね ら い

・ イヌが太古の時代から人間と深く関わってきた
ことを理解する。

・ 形式主語 itの用法を理解し，使えるようにする。
・ 形式主語 itを用いて，自分の考えを表現する。

本 文 訳 例

　今日，家庭やとなり近所，テレビなど至る所で，
イヌを見ることができます。ペットショップでは，
さまざまな大きさ，形，色のイヌを目にすることが
できるでしょう。現在，世界で400を超える犬種が
あります。
　イヌの容貌はそれぞれ異なっていますが，すべ
てのイヌは1つの動物種であるイヌ科に属してい
ます。彼らの共通の祖先は，オオカミです。人類は
約12,000年前の氷河期にオオカミと生活し始めた
と言われています。それ以来，オオカミは徐々に野
性を失い，イヌに変化しました。古代エジプトの遺
跡からも，イヌと人間が共生していた証拠がうか
がえます。

Part 1　Oral introduction 例

   Do you have a dog?  （生徒挙手）Some people 
have dogs and others don’t.  And how many 
breeds are there?  （イヌを飼っている生徒を指名
して応答を求める）And about how many years 
ago did dogs start living with humans?  Please 
make a guess!（生徒を指名して応答を求める）
   It is said that there are more than 400 breeds of 
dogs in the world and that we started living with 
dogs about 12,000 years ago.
   Now let’s learn about the history of dogs 
together. 

本 文 解 説

2-3.	 In	a	pet	shop,	you	will	see	dogs	in	many	
sizes,	shapes	and	colors.	
　世界最小とされる犬種のチワワ（Chihuahua）は，
体高20cm前後だが，世界最大とされるグレート
デーン（Great Dane）の体高は70cmを超える。同
じCanis lupusという種の中で，実に3倍以上の体
高差である。体重という視点でみても，数百gの犬
種がいる一方で，100kgにせまる犬種もいる。猫種
にはここまでの差はない。そもそも同じ種であり
ながら，体高で3倍，体重で数百倍という差がある

（教科書 p.16）
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なった，人なれして荒々しさを失ったという意味
であるが，簡潔に「野性を失った」と訳してよい。
　change	into	〜「～に変化する，変化して～になる」。
e.g. The rain changed into snow.「雨は雪に変わ
っていった」

11-14.	 Even	in	the	remains	of	ancient	Egypt	
we	can	see	evidence	that	dogs	and	humans	
lived	together.
　remains＝parts which are left (LDCE)「遺
跡」。常に複数形。
　氷河期初期のイヌの骨がときおり遺跡から発掘
されている。マスチフ（mastiff）やグレイハウンド
（greyhound）のような独特のイヌの品種を作り出
したのは，古代エジプトや西アジアの人々だった。
ローマ時代になると，今日知られているさまざま
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うした動物を驚くほど詳細に描写した彫像，絵画
などの美術作品によってもわかる。古代の世界で
は，イヌは狩猟犬，牧畜犬，番犬，スポーツ犬，さ
らには今日と同じく人間の友として飼われた。
　that　同格の意味を表す接続詞で，後ろから前
の名詞にかけて「～という…」のように訳す。
Leeson 5 Part 1のGrammar で深く扱うので，こ
こでは軽い扱いにとどめてよい。
e.g. The news that he suddenly died made us 

very sad.「彼が突然死んだという知らせを聞い
て，私たちは非常に悲しんだ」

Part 1　要 約 例

   We humans are very familiar with dogs in 
our daily lives.  Although they have more 
breeds compared with cats, they belong to one 
animal species.  They say that humans began 
living with wolves, which are dogs’ common 
ancestors, about 12,000 years ago.   Even now, 
we can see evidence that dogs and humans lived 
together.
■ まとめの発問例
1.  Are dogs familiar to us humans?
2.  Do all dogs have the same appearance?
3.  When did humans start to live with wolves?
4.  Where can we find the evidence that dogs 

and humans lived together?

生物は，ほかに類を見ない。
3-4.	 Now,	 there	are	over	400	breeds	 in	 the	
world.	
　over	〜＝more than ～「～より上」。「～」の数
量を含まないので，「以上」にはあたらないが，日
常的な表現の訳としては差し支えない場合も多
い（『新英和大辞典』）。「～以上」を表す場合は，～
and over, ～ or moreなど。
e.g. children of five years and over [up]「5歳以
上の子ども」
　イヌとネコの大きな違いのひとつが，その多様
性である。イヌは，その血統を管理している国際畜
犬連盟（FCI）に公認されている犬種だけでも，約
340種に及ぶとされ，非公認種を入れれば700を
超える犬種が存在するという。それに対し，ネコに
関する同様の組織である猫登録協会（CFA）が公
認している猫種は50種に満たない。
5-6.	 In	 spite	of	 their	different	appearances,	
they	 all	 belong	 to	 one	 animal	 species;	
canine.	
　in	spite	of	〜＝despite ～「～にもかかわらず」。
e.g. In spite of its ugly look, the dish was very 

tasty.「見た目はひどかったにもかかわらず，そ
の料理はとても美味しかった」
　belong	 to	〜「～に所属している」。進行形にで
きない動詞であることを再認識させたい。
e.g. I belong to the music club.「私は音楽部員だ」
6.		 Their	common	ancestor	is	the	wolf.	
　ancestor: a person, especially one living a 
long time ago, from whom another is descended 
(LDCE)「祖先」。反意語は，descendant「子孫」。
7-9.	 It	 is	 said	 that	 human	beings	 started	
living	with	wolves	about	12,000	years	ago,	
in	the	Ice	Age.
　形式主語を用いた構文。Grammar解説参照。
　the	wolf「（種の総称としての）オオカミ」。オオ
カミはあらゆるイエイヌの祖先であり，人間が人
に慣れたオオカミと身近に暮らし始めたのは，今
から12,000以上前の最後の氷河期である。
　12,000＝ twelve thousandと読む。大きな数を
読むときは，3桁ごとのカンマで区切って考えるの
がコツとなる。
9-11.	 Since	 then,	wolves	gradually	 lost	 their	
wildness	and	changed	into	dogs.
　then「その時」。ここでは the Ice Age（氷河期）
を指している。
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Lesson 2    Dogs as Human Companions    Part 1    小テスト 

    組     番  氏 名            

A．次の英語を日本語にしなさい。 
(1)   neighborhood (                ) 
(2)   breed［名詞］ (                ) 
(3)   appearance   (                ) 
(4)   canine  (                ) 
(5)   wolf  (                ) 
(6)   gradually  (                ) 
(7)   evidence  (                ) 
 
B．次の日本語を英語にしなさい。 
(1)   形       (                ) 
(2)   属する  (                ) 
(3)   種・種類［sで始まる語］(                ) 
(4)   共通の［cで始まる語］(                ) 
(5)   祖先  (                ) 
(6)   野生  (                ) 
(7)   遺跡  (                ) 
 
C．(     )内に適切な語を1語ずつ入れて，日本語が表す内容を英文にしなさい。 
(1)  There are many pigeons (            )(            ) the park. 
     その公園の至る所にたくさんの鳩がいます。 
(2)  (            )(            )(            ) the rain, they went out. 
     雨にもかかわらず，彼らは出かけました。 
(3)  (            )(            )(            ) that his sister is smart. 
     彼の姉は賢いと言われています。 
(4)  It (             )(            )(            ) stay at home all day. 
     一日中家にいるのはつまらない。 
(5)  Human beings (            )(            ) fire to live. 
     人類は生活するために火を使い始めました。 
(6)  Caterpillars (            )(            ) butterflies.  
     ケムシはチョウに変化します。 
 
 
 
  
 

指導書（ワークシート・評価問題編／小テスト）紙面紹介

新出語句と文法事項の定着
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Lesson 2 Dogs as Human Companions リスニング問題 
   組    番  氏 名              

1. それぞれの問いについて対話を聞き，答えとして最も適切なものを，①～④から選んで答えなさい。【CD7-8,9】 
 
(A) What does the man think about the woman’s dog?   
① He thinks she should train it to be a guide dog.   
② He thinks her dog isn’t smart.   
③ He thinks you don’t really need to train some dogs.   
④ He thinks she should have trained it from an early age.                              （    ） 
 
(B) According to the woman, what can therapy dogs do?   
① They can help sick people get better.   
② They can help sick people give comfort to each other.   
③ They can help sick people feel better.   
④ They can help doctors who are treating sick people.                                  （    ） 
 
 

2. これから流れる英語を聞いて，それぞれの問いの答えとして最も適当なものを，①～④から選んで答えなさい。 

【CD7-10】 

(A) Which picture shows an early human and dog activity?                              （    ）  
① 

 

② 

 

③ 

 

④ 

 
 
(B) How old are most breeds of dog?   
① A hundred years old.   
② Many hundreds of years old.   
③ A few hundred years old.  
④ About 800 years old.                                                              （    ） 
 
(C) How many dogs are there in the world? 
① About 400 million.   
② About 4 million.   
③ About 40 million.   
④ About 400 billion.                                                                （    ） 
 

指導書（ワークシート・評価問題編／リスニング問題）紙面紹介

本文のトピックスに関連した問題を Lesson ごとに収録

指
導
書
紹
介
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Lesson 2    Dogs as Human Companions   総 合 問 題 A 
 
[Part 1] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  Today, we can see dogs all around, in our homes, neighborhoods and ①(    ) TV.  In a pet shop, you 
will see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there are over 400 breeds in the world. 
  ②In (    ) of their different appearances, they all ③(    ) one animal species; canine.  Their 
common ancestor is the wolf.  It is said that human beings ④started live with wolves about 12,000 
years ago, in the Ice Age.  Since then, wolves gradually lost their wildness and ⑤changed (    ) dogs.  
Even in the remains of ancient Egypt we can see evidence that dogs and humans lived together. 
 
1. 下線部①に入れるのに最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. by   イ. for    ウ. of    エ. on 
 
2. 下線部②が「～にもかかわらず」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. spite      イ. time     ウ. favor   エ. place 
 
3. 下線部③が「～に属する」の意味になるように最も適切な語句を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. become to  イ. belong to   ウ. belong by  エ. become by 
 
4. 下線部④が「暮らし始めた」の意味になるように次の動詞を最も適切な形(1語)にしなさい。 
   live ---> (            ) 
 
5. 下線部⑤が「～に変化した」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. to       イ. for        ウ. into      エ. through 
 
[Part 2] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Over time, people have developed various breeds to ②(    ) with humans’ lifestyles.  The bulldog, 
for example, ③(    ) in bull-baiting before it became a popular pet in the early 19th century.  The 
beagle, well-known as the model of Snoopy, was originally created as a hunting dog.  That’s how 
different breeds got their unique appearances and characteristics. 
  In our modern society, dogs are actively involved in humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue 
dogs, ④and so (    ).  ⑤They have come to co-exist with people according to their specific characters. 
 
1. 下線部①の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )  ア. そのうちに   イ. 時がたつにつれて   ウ. ずっとのちに   エ. すぐに 
 
2. 下線部②が「～に適合する」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )  ア. match           イ. fit          ウ. come          エ. go 
 
3. 下線部③に入れるのに最も適切な語句を次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )  ア. has been used   イ. have been used   ウ. were used   エ. had been used 
 

4. 下線部④が「～など」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で選びなさい。 
  (    )    ア. off  イ. of  ウ. on   エ. from 
 
5. 下線部⑤が指すものを次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )    ア. people   イ. dogs   ウ. pets    エ. society 
 
[Part 3] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Recently, people have begun to treat dogs as companions.  There are now ②more (    ) more 
restaurants and shops where people can bring their dogs.  Dogs are ③apparently regarded not just as 
pets but as family members.  There are also dogs that have the ability to heal people’s minds.  ④Such 
dogs ease the minds of elderly people and sick children as “therapy dogs” with their gentleness. 
  Dogs are now our partners in society.  ⑤From now on, we should try to strengthen our ties with dogs, 
⑥understand their nature and individual characteristics.  If we do this, dogs can truly be our “best 
friends” forever. 
 
1. 下線部①の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 昔は   イ. 現在では    ウ. 最近では   エ. 将来は 
 
2. 下線部②が「ますますたくさんの～」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. or      イ. but       ウ. that        エ. and 
 
3. 下線部③の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. 明らかに      イ. あいまいに        ウ. 人々に         エ. 単に 
 
4. 下線部④が指す犬とはどんな犬か，最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 人々の身体を治すことができる犬    イ. 人々と遊ぶことができる犬 
           ウ. 人々と散歩することができる犬     エ. 人々の心を癒すことができる犬 
 
5. 下線部⑤の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 今後(は)       イ. すぐに   ウ. 今までは    エ. いつでも 
 
6. 下線部⑥の動詞を文脈に最も合う形(1語)にしなさい。 
   understand ---> (                 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2    Dogs as Human Companions   総 合 問 題 B 
 
[Part 1] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 

 Today, we can see dogs all around, in our homes, neighborhoods and ①(    ) TV.  In a pet shop, you 
will see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there are over 400 breeds in the world.    
②(    )(    )(    ) their different appearances, they all ③(    )(    ) one animal species; canine. 

Their common ancestor is the wolf.  It is said that human beings ④(    )(    ) with wolves about 
12,000 years ago, in the Ice Age.  Since then, wolves gradually lost their wildness and ⑤(    )(    ) 
dogs.  ⑥Even in the remains of ancient Egypt we can see evidence that dogs and humans lived 
together. 
 
1. 下線部①に適切な前置詞を1つ入れなさい。 
   (            ) 
 
2. 下線部②が「～にもかかわらず」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
3. 下線部③が「～に属する」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
4. 下線部④が「暮らし始めた」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
5. 下線部⑤が「～に変化した」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
6. 下線部⑥を日本語になおしなさい。 
   (                                                                                          ) 
 
[Part 2] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①(    )(    ), people have developed various breeds to ②(    )(    ) humans’ lifestyles.  The 
bulldog, for example, ③be used in bull-baiting before it became a popular pet in the early 19th century.  
The beagle, well-known as the model of Snoopy, was originally created as a hunting dog.  ④That’s how 
different breeds got their unique appearances and characteristics. 
  In our modern society, dogs are actively involved in humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue 
dogs, ⑤and (    )(    ).  ⑥They have come to co-exist with people according to their specific 
characters. 
 
1. 下線部①が「時がたつにつれて」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
  (             )(            ) 
 
 

指導書（ワークシート・評価問題編／総合問題A・B）紙面紹介
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4. 下線部④が「～など」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で選びなさい。 
  (    )    ア. off  イ. of  ウ. on   エ. from 
 
5. 下線部⑤が指すものを次から選び，記号で答えなさい。 
  (    )    ア. people   イ. dogs   ウ. pets    エ. society 
 
[Part 3] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Recently, people have begun to treat dogs as companions.  There are now ②more (    ) more 
restaurants and shops where people can bring their dogs.  Dogs are ③apparently regarded not just as 
pets but as family members.  There are also dogs that have the ability to heal people’s minds.  ④Such 
dogs ease the minds of elderly people and sick children as “therapy dogs” with their gentleness. 
  Dogs are now our partners in society.  ⑤From now on, we should try to strengthen our ties with dogs, 
⑥understand their nature and individual characteristics.  If we do this, dogs can truly be our “best 
friends” forever. 
 
1. 下線部①の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 昔は   イ. 現在では    ウ. 最近では   エ. 将来は 
 
2. 下線部②が「ますますたくさんの～」の意味になるように最も適切な語を次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. or      イ. but       ウ. that        エ. and 
 
3. 下線部③の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )   ア. 明らかに      イ. あいまいに        ウ. 人々に         エ. 単に 
 
4. 下線部④が指す犬とはどんな犬か，最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 人々の身体を治すことができる犬    イ. 人々と遊ぶことができる犬 
           ウ. 人々と散歩することができる犬     エ. 人々の心を癒すことができる犬 
 
5. 下線部⑤の意味として最も適切なものを次から選び，記号で答えなさい。 
   (    )  ア. 今後(は)       イ. すぐに   ウ. 今までは    エ. いつでも 
 
6. 下線部⑥の動詞を文脈に最も合う形(1語)にしなさい。 
   understand ---> (                 ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesson 2    Dogs as Human Companions   総 合 問 題 B 
 
[Part 1] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 

 Today, we can see dogs all around, in our homes, neighborhoods and ①(    ) TV.  In a pet shop, you 
will see dogs in many sizes, shapes and colors.  Now, there are over 400 breeds in the world.    
②(    )(    )(    ) their different appearances, they all ③(    )(    ) one animal species; canine. 

Their common ancestor is the wolf.  It is said that human beings ④(    )(    ) with wolves about 
12,000 years ago, in the Ice Age.  Since then, wolves gradually lost their wildness and ⑤(    )(    ) 
dogs.  ⑥Even in the remains of ancient Egypt we can see evidence that dogs and humans lived 
together. 
 
1. 下線部①に適切な前置詞を1つ入れなさい。 
   (            ) 
 
2. 下線部②が「～にもかかわらず」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
3. 下線部③が「～に属する」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
4. 下線部④が「暮らし始めた」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
5. 下線部⑤が「～に変化した」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
6. 下線部⑥を日本語になおしなさい。 
   (                                                                                          ) 
 
[Part 2] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①(    )(    ), people have developed various breeds to ②(    )(    ) humans’ lifestyles.  The 
bulldog, for example, ③be used in bull-baiting before it became a popular pet in the early 19th century.  
The beagle, well-known as the model of Snoopy, was originally created as a hunting dog.  ④That’s how 
different breeds got their unique appearances and characteristics. 
  In our modern society, dogs are actively involved in humans’ lives as guide dogs, police dogs, rescue 
dogs, ⑤and (    )(    ).  ⑥They have come to co-exist with people according to their specific 
characters. 
 
1. 下線部①が「時がたつにつれて」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
  (             )(            ) 
 
 

2. 下線部②が「～に適合する」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
3. 下線部③のbe usedを文法的に正しい形（3語）にしなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
4. 下線部④，⑥を日本語になおしなさい。ただし，⑥はTheyが表すものを明らかにすること。 
   ④ (                                                                                      ) 
   ⑥ (                                                                                      ) 
 
5. 下線部⑤が「～など」の意味を表すように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            ) 
 
 
[Part 3] 
○次の英文を読んで，あとの問いに答えなさい。 
  ①Recently, people have begun to treat dogs as companions.  There are now ②(    )(    )(    ) 
restaurants and shops where people can bring their dogs.  Dogs are apparently regarded ③(family 
members/just/ not/ but/ as/ as/ pets).  There are also dogs that have the ability to heal people’s minds.  
④Such dogs ease the minds of elderly people and sick children as “therapy dogs” with their gentleness. 
  Dogs are now our partners in society.  ⑤From now on, we should try to strengthen our ties with dogs, 
understanding their nature and individual characteristics.  If we do this, dogs can truly be our “best 
friends” forever. 
 
1. 下線部①，⑤を日本語になおしなさい。 
   ① (                                                                               ) 
   ⑤ (                                                                               ) 
 
2. 下線部②が「ますますたくさんの～」の意味になるように1語ずつ入れなさい。 
   (            )(            )(            ) 
 
3. 下線部③が「単なるペットとしてだけではなく家族の一員として」という意味になるように，（  ）内

の語を並べかえなさい。 
  Dogs are apparently regarded（                               ） 
 
4. 下線部④のSuch dogsはどのような犬を指しますか。日本語で説明しなさい。 
    (                                                                                  ) 
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Lesson 2    Dogs as Human Companions    復習問題 
 

   組    番  氏 名              

 
 １  次の問い（A～B）に答えなさい。 
 
A 下線部の発音がほかの3つと異なるものを，それぞれ下の① ～ ④から1つずつ選んで答えなさい。 
(1) ① fit         ② spite     ③ actively    ④ ability       1      
(2) ① species  ② delicious ③ action    ④ slice         2      
(3) ① wolf  ② hurry   ③ look    ④ pull       3      
(4) ① reminder  ② pain    ③ remain ④ sale          4      
(5) ① strengthen  ② wrong    ③ something     ④ singer        5      
(6) ① gentleness  ② major   ③ regard    ④ bridge       6      
 
B 第一アクセント（第一強勢）の位置がほかの3つと異なるものを，それぞれ下の① ～ ④から1つずつ選
んで答えなさい。 

(7) ① companion  ② appearance ③ society  ④ actively      7      
(8) ① example    ② different  ③ ancestor ④ evidence      8      
(9) ① develop  ② specific  ③ character ④ according       9      
(10) ① lifestyle    ② baseball  ③ member ④ regard       10     
(11) ① characteristic ② individual   ③ congratulation ④ communication     11     
(12) ① apparently    ② especially ③ recently ④ originally      12     
 
 ２  次の 13  ～  18 に入れるのに最も適当なものを，それぞれ下の① ～ ④から1つずつ選んで答

えなさい。 
(1)  13  of the heavy snow, she arrived at the station on time. 
① Spite  ② In spite ③ On spite ④ For spite           13     

(2) This sofa doesn’t  14  in the room because it’s too big. 
① meet      ② suit    ③ like    ④ fit           14     

(3) He  15  me as a special guest at the party. 
① treated  ② remained ③ behaved      ④ developed          15     

(4)  16  and more people have quit smoking lately.   
① Larger    ② Fewer  ③ More     ④ Further          16     

(5) I always  17  him as my best friend.   
① look       ② call  ③ regret  ④ regard      17     

(6) She is not just an actress  18  also a singer.   
① and         ② but     ③ only    ④ or           18     

 
 ３  それぞれ下の語を並べかえて文を完成させ， 19  ～  30 に入れるものの番号を答えなさい。 
(1) It      19           20      a big house. 
① lives  ② that          ③ he 
④ in   ⑤ is  ⑥ said      19     20     

 
 

(2) It      21           22      thing. 

指導書（ワークシート・評価問題編／復習問題）紙面紹介
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① exciting         ② to  ③ is 
④ try   ⑤ new       ⑥ a       21     22     

(3) It      23           24      in front of many people.  
① is   ② easy       ③ me 
④ to   ⑤ speak        ⑥ for       23     24     

(4) The lesson       25           26      to the classroom. 
① had  ② started  ③ already 
④ when  ⑤ came  ⑥ I         25     26     

(5) I       27           28      a new place. 
① until      ② I  ③ found 
④ here  ⑤ lived     ⑥ had             27     28     

(6) He      29           30      Japanese pop music. 
① likes  ② car     ③ his 
④ driving  ⑤ listening ⑥ to           29     30     

 
 ４  教科書p.16の英文を読んで，下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の① ～ ④から選ん

で答えなさい。 
Which of the following is true?   
① Dogs have the same appearance. 
② Dogs have different ancestors.   
③ It is said that human beings started living with wolves in the Ice Age.   
④ Dogs’ common ancestor remains in Egypt.                                 31     
  
 ５  教科書p.18の英文を読んで，下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の① ～ ④から選ん

で答えなさい。 
Which of the following is NOT true? 
① The bulldog became a popular pet in the early 19th century. 
② The beagle is the model of Snoopy. 
③ The bulldog was created as a hunting dog. 
④ Dogs have specific characters.                                             32     
 
 ６  教科書p.21の英文を読んで， 33 に入れるのに最も適当なものを，下の① ～ ④から選んで答えな

さい。 
If  33 , dogs can truly be our “best friends” forever. 
① we try to strengthen our ties with dogs, understanding their nature and individual     

characteristics  
② dogs have the ability to heal people’s minds 
③ there are more and more restaurants and shops where people can bring their dogs 
④ we treat dogs as therapy dogs                                             33     
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Lesson 2: Dogs as Human Companions  Supplementary Reading 
 

The Dog of Flanders 
フランダースの犬 

 
(1) There are many heartwarming stories about dogs’ relationships with their 
masters. Most people are familiar with the stories of Hachi, Snoopy and Lassie. 
But have you heard of the anime titled “The Dog of Flanders”? It tells the story of a 
special friendship between a poor, young boy and a dog. 
 
(2) The anime was originally broadcast in Japan between January and December 
in 1975. Since then, the story has become popular among Japanese. The anime 
was based on a story by a British author named Marie Louise de la Ramée, 
although she used the name Ouida when she wrote. Many of her stories and novels 
featured dogs, sometimes even talking ones.  
 
(3) In 1872, she wrote the story “The Dog of Flanders.” The main character was a 
boy named Nello. He was an orphan and lived with his grandfather near Antwerp, 
Belgium. One day, they found a dog in very bad condition so they took it home to 
care for it. After making a full recovery, Nello named it Patrasche. 
 
(4) From then on, Nello and Patrasche were always together. Because Nello’s 
grandfather was poor, Nello had to work hard every day. So every morning 
Patrasche helped him pull a heavy cart into town. Later, Nello’s grandfather died 
in a fire and he became homeless. In the last part of the story, the boy and his dog 
go to a church in Antwerp on Christmas Eve.  
 
(5) It’s interesting that some versions, especially non-Japanese ones, have 
different endings. In the original story, like the Japanese version, the boy and his 
dog both die in the church. But in other versions, they are saved and Nello lives to 
become a famous artist. Though the story was fictional, there is a plaque near the 
church in Antwerp where people can remember this heartwarming story about the 
boy and his dog.   (310 words) 

[注] heartwarming 心温まる  Hachi 忠犬ハチ公  Lassie 名犬ラッシー  be 
broadcast 放送される  Marie Louise de la Ramée マリー・ルイーズ・ド・ラ・
ラメー  Ouida ウィーダ  feature 主役にする  talking ones 話す犬  

Nello ネロ  orphan 孤児  Antwerp, Belgium ベルギーの都市アントワープ  

care for～ ～を介抱する  Patrasche パトラッシュ  from then on その時以来  

fire 火事  version 版  especially 特に  ending 結末  original story 原
作  live to ～ 成長して～する  fictional 架空の  plaque 銘板 
 
 
Comprehension 
下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の①～④から選んで答えなさい。 
 
1.  According to paragraph (1), what do the stories of Hachi, Lassie and Snoopy 

have in common?    1   
① They all feature dogs as main characters.  
② The dogs and their owners are always together.  
③ The dog owners have many problems with their dogs.  
④ They are famous stories about poor boys and their dogs.       （   ） 
 
2.  According to paragraph (2), the author of the original story “The Dog of 

Flanders”    2   
① used the name Ouida in her writing career.  
② used two names when writing books and stories.  
③ didn’t often use dogs in her writing.  
④ produced the anime version of the story in Japan.          （   ） 
 
3.  According to paragraph (3), the dog    3   
① already had a name when it was found.  
② was not well when it was found. 
③ was bought by the grandfather as a present.  
④ was named Nello after it recovered.                 （   ） 
 
4.  According to paragraph (4) which of the following is TRUE?    4   
① The boy was helped by his dog with his work.  

指導書（ワークシート・評価テスト編／Supplementary Reading）紙面紹介
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Lesson 2: Dogs as Human Companions  Supplementary Reading 
 

The Dog of Flanders 
フランダースの犬 

 
(1) There are many heartwarming stories about dogs’ relationships with their 
masters. Most people are familiar with the stories of Hachi, Snoopy and Lassie. 
But have you heard of the anime titled “The Dog of Flanders”? It tells the story of a 
special friendship between a poor, young boy and a dog. 
 
(2) The anime was originally broadcast in Japan between January and December 
in 1975. Since then, the story has become popular among Japanese. The anime 
was based on a story by a British author named Marie Louise de la Ramée, 
although she used the name Ouida when she wrote. Many of her stories and novels 
featured dogs, sometimes even talking ones.  
 
(3) In 1872, she wrote the story “The Dog of Flanders.” The main character was a 
boy named Nello. He was an orphan and lived with his grandfather near Antwerp, 
Belgium. One day, they found a dog in very bad condition so they took it home to 
care for it. After making a full recovery, Nello named it Patrasche. 
 
(4) From then on, Nello and Patrasche were always together. Because Nello’s 
grandfather was poor, Nello had to work hard every day. So every morning 
Patrasche helped him pull a heavy cart into town. Later, Nello’s grandfather died 
in a fire and he became homeless. In the last part of the story, the boy and his dog 
go to a church in Antwerp on Christmas Eve.  
 
(5) It’s interesting that some versions, especially non-Japanese ones, have 
different endings. In the original story, like the Japanese version, the boy and his 
dog both die in the church. But in other versions, they are saved and Nello lives to 
become a famous artist. Though the story was fictional, there is a plaque near the 
church in Antwerp where people can remember this heartwarming story about the 
boy and his dog.   (310 words) 

[注] heartwarming 心温まる  Hachi 忠犬ハチ公  Lassie 名犬ラッシー  be 
broadcast 放送される  Marie Louise de la Ramée マリー・ルイーズ・ド・ラ・
ラメー  Ouida ウィーダ  feature 主役にする  talking ones 話す犬  

Nello ネロ  orphan 孤児  Antwerp, Belgium ベルギーの都市アントワープ  

care for～ ～を介抱する  Patrasche パトラッシュ  from then on その時以来  

fire 火事  version 版  especially 特に  ending 結末  original story 原
作  live to ～ 成長して～する  fictional 架空の  plaque 銘板 
 
 
Comprehension 
下の問いに対する答えとして最も適当なものを，下の①～④から選んで答えなさい。 
 
1.  According to paragraph (1), what do the stories of Hachi, Lassie and Snoopy 

have in common?    1   
① They all feature dogs as main characters.  
② The dogs and their owners are always together.  
③ The dog owners have many problems with their dogs.  
④ They are famous stories about poor boys and their dogs.       （   ） 
 
2.  According to paragraph (2), the author of the original story “The Dog of 

Flanders”    2   
① used the name Ouida in her writing career.  
② used two names when writing books and stories.  
③ didn’t often use dogs in her writing.  
④ produced the anime version of the story in Japan.          （   ） 
 
3.  According to paragraph (3), the dog    3   
① already had a name when it was found.  
② was not well when it was found. 
③ was bought by the grandfather as a present.  
④ was named Nello after it recovered.                 （   ） 
 
4.  According to paragraph (4) which of the following is TRUE?    4   
① The boy was helped by his dog with his work.  
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8

　題材背景資料 人間の伴侶としてのイヌ
Lesson 2 ••• Dogs as Human Companions

2. アニマルセラピーとその効果

　イヌだけでなく，ネコ，ウサギ，モルモットなど，
人間とともに暮らしてきた動物であればアニマル
セラピーに参加できますが，いくつか適した資質
があります。
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・ イヌの場合，「おすわり」「待て」などの基本的な
しつけができていて飼い主が確実にコントロー
ルできる

・ 健康管理が行き届いている（定期健診，予防）
・ 生後8か月以上
(1) アニマルセラピー活動の種類
■ 施設訪問型…動物を連れたボランティアなどが
老人ホーム，精神科病棟，重度心身障害者施設，
ホスピス，エイズ患者施設などを訪問。
■ 施設飼育型…老人ホーム，小児病棟，刑務所，
精神病棟などで動物を飼育することで，情操教
育や精神療法，リハビリの動機づけを行います。
■ 在宅訪問型…外出したり自宅で動物を飼ったり
できない人の自宅へ，ボランティアやソーシャ

1. 人間の文化がつくり出す犬種
(1) ブルドッグの起源とブル・ベイティング
　ブルドッグは，マスティフ系の犬種がブル・ベ
イティングのために改良されてできたイヌです。
ブル・ベイティングとは，13世紀にイギリス貴族
が始めたのを契機に，19世紀に至るまで庶民の娯
楽として人気があった見世物で，雄牛を杭につな
いで数頭のイヌを放ち，鼻に噛み付くなどして牛
を倒したイヌの持ち主には，高額の賞金が支払わ
れました。犬名は，このブル・ベイティングに使わ
れたことに由来します。また同様の見世物として，
ベア・ベイティング（熊とイヌを戦わせる）なども
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　ブルドッグはこうした見世物に特化して改良さ
れてきた犬種なため，均整の取れた体型などより
も，攻撃性を優先して繁殖が続けられました。その
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強），短足と低い体高（牛の角による反撃をかわし
やすい），たるんだ皮膚（牛の角で攻撃されたとき，
ダメージを最小限に抑える），短い首（牛がイヌを
振り落とそうと暴れたとき，噛み付いているイヌ
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した。
　アメリカ南北戦争（1861～ 1865年）の頃，主に
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 　ビーグルの犬名は，フランス語で「小さい」を意
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3. 歴史上の人物の愛犬・歴史に名を残したイヌ

・ アメリカ合衆国初代大統領ジョージ・ワシント
ンの愛犬はバルカン（フレンチハウンド）ですが，
ホワイトハウスに住んだ最初のイヌは，二代目
大統領のジョン・アダムズの愛犬，ジュノー（ア
メリカン・コッカー・スパニエル）だそうです。

・ フランスのルイ16世の王妃，マリー・アントワ
ネットはパピヨンをかわいがっていました。

・ イギリスの女王，エリザベス2世は愛犬家として
知られ，とくにウェルシュ・コーギーがお気に入
りです。

・ 地球上で初めて宇宙旅行をしたイヌは，ソビエ
ト連邦が1957年に打ち上げた「スプートニク2
号」に乗せられたライカ犬，メス犬のクドリャフ
カでした。

ルワーカーが動物を連れて行きます。
■ 在宅飼育型…自宅でペットを飼うこと自体をセ
ラピーとしてとらえます。
■ 屋外活動型…乗馬療法やイルカ療法など，患者
自らが動物と触れ合うために外に出ることをい
います。

(2) アニマルセラピーの効果
■ 生理的効果…「ドーパミン」という脳内伝達物
質の分泌が増え，「楽しい」と感じたり，副交感
神経が活性化し，末梢神経の拡張，血圧の低下，
心拍数の抑制などが促されたりし，いわゆる「リ
ラックス」した状態を作り出します。
■ 心理的効果…動物に接しているときに「楽しい」
「癒される」と感じれば，それが記憶として残り，
抑うつ症状の改善になるばかりか，ひいては体
全体の免疫力の向上にもつながります。また，患

者が回復に向けた努力をしようという動機づけ
にもなります。
■ 社会的効果…動物とのふれあいを通して，人と
人との交流を促す効果。老人介護施設で人と話
す機会のなかった入居者が，セラピーで出会っ
た動物のことを話題に他の入居者と話をするよ
うになるなど。 

4. イヌ（dog）の出てくる英語

　「イヌは人間の最良の友（A dog is man’s best 
friend.）」といわれる一方で，英語のdogには，a 
dirty dog（ひどい野郎），a lazy dog（なまけもの），
a sly dog（ずるいやつ）などといった悪い意味の使
い方もあります。
■ イヌの出てくることわざいろいろ
・ A living dog is better than a dead lion.　イヌで
も，生きていれば，死んだ獅子よりましだ。 

・ Barking dogs seldom bite.　吠えるイヌは噛み
つかない，騒ぎ立てる者は大したことはない

・ Better be the head of a dog than the tail of a 
lion.　ライオンの尻尾となるよりもイヌの頭と
なれ（鶏口牛後）

・ die a dog’s death / die like a dog　みじめな死
にかたをする

・ Don’t think to hunt two hares with one dog.　
二兎を追うもの一兎をも得ず

・ Every dog has his (its) day.　だれにでも得意な
時代はある

・ I have to see a man about a dog.　ちょっと用
事がある

・ Let sleeping dogs lie.　さわらぬ神にたたりなし
・ The tail is wagging the dogs.　本末転倒
・ work like a dog　あくせく働く
・ You cannot teach an old dog new tricks.　芸は
若いうちに学べ，年をとると新しいことが身に
つかない
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2. イヌと人間とのかかわり

　イヌが人間とともに暮らすようになったのは，1
万年以上前のことだと言われる。これは旧石器時
代や縄文時代にあたる。もともと外敵に反応して
人間に変化や危険を察知して知らせる（吠える）と
いう能力から，人間がそばに置くようになったと
も考えられる。
　ではオオカミが祖先と言われるイヌが，なぜ人
間と共存できるようになったのか（「オオカミが祖
先」という説は確定的なものではないが，ここでは
この説をもとにして考える）。
　オオカミといえば，いつも冷酷，残虐非道，ヒツ
ジの皮を被ったオオカミなどと，あまりよい例え
はないが，本来オオカミはほかの動物同様に群れ
を成し，リーダーを決め，順位に従って共生する動
物である。その中で順位に従わなかったり反乱を
起こしたりすると，群れから追放されたり制裁を
受けたりする。これはほかのほとんどの動物にも
見られる社会的な掟である。
　オオカミが人間と関わるようになったきっかけ
として，「傷を負ったオオカミが人間の集落で保護
された」ことが考えられる。最初は心を開かずに，
傷の手当てを受けながらも唸り声を上げていたも
のの，動けない手負いの体はどうにもできず，人間
のなすがままに身を委ねていたが，やがて傷が治
るころ，人間が野生に返そうとした時には，両者の
絆はそこで終わらないものになっていて，オオカ
ミは人間の与える餌を受け入れ，人間をリーダー
として認識した，というもの。
　あるいは「人間が狩猟をする中でオオカミが残
り物によって餌付けされたのでは」という考えもあ
る。狩猟に同行，便乗し，残り物を分け与えると言
う過程は，まさに餌付けであり，その過程で野生か
ら飼い犬へと変遷していったとする説である。
　人間と暮らし，自然交配によって繁殖が繰り返
される中で，新種とオオカミとの交配によって現
在のイヌが生まれた可能性もある。この過程は進
化の仕組みのひとつとみなされている。
　一方，人工的・社会的な条件下に形成された品
種という形態的変化とは別に，心理的・精神的な
側面に注目する説もある。解釈はさまざまあるが，
このような共存関係が，捕食者と被食者との相互

1. 祖先はオオカミ？―イヌの起源に関する 3 つの説

　イヌの祖先については昔からいろいろな説が飛
び交っていた。ミトコンドリアDNAの解析（2002
年）によりイヌ（＝イエイヌ）が誕生したのは1万
年以上も前のことと考えられている。
　イヌ科動物は大元をたどると「トマークタス」と
いう祖先にたどり着く。このトマークタスがさらに
何本も枝別れをして，オオカミ，ジャッカル，コヨ
ーテなど，さまざまなイヌ科動物へと進化してい
った。
　この進化の過程で，どのイヌ科動物からどのよ
うにイエイヌは誕生したのか。以前よりイエイヌ
の祖先については3つの有力な説があった。
① 「オオカミが祖先」説…オオカミの中でも人に慣
れやすい個体や子オオカミを人が馴致し，家畜
化していき，イエイヌが誕生したという考え。

② 「ジャッカルが祖先」説…イヌの性格や行動がジ
ャッカルに似ていることから，動物行動学者の
ローレンツが主張していたが，現在では否定さ
れている。

③ 「原始的なイヌが祖先」説…オオカミやジャッカ
ル以外の原始的なイヌ科動物が祖先という説。
すでに絶滅した原始的なイヌからイエイヌに進
化したという説であるが，この原始的なイヌと
いうものの化石が発見されていないため，確証
はない。

　以上から，最も有力なのは①の説で，「イヌはオ
オカミから進化した」と言われてきているわけだ
が，最近ではDNAの研究により，オオカミを直接
家畜化したのではなく，「イエイヌはオオカミの亜
種と考えられる，またはオオカミの亜種から進化
したという説」が有力だ。正確には「ヒトがサルか
ら進化した」と言わないのと同様，イヌも「オオカ
ミから進化した」と単純に言うことはできないよう
だ。
　イヌの祖先についてはいまだに研究が続いてお
り，数年で従来有力であった説が覆されたりもす
る。オオカミ以外の亜種が判明する可能性もある
が，現在のイヌとオオカミのDNAはイヌとジャッ
カルのDNAよりも近いものであるため，少なくと
も「イヌとオオカミは非常に近い動物である」のは
確実であろう。
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ローレンツが主張していたが，現在では否定さ
れている。

③ 「原始的なイヌが祖先」説…オオカミやジャッカ
ル以外の原始的なイヌ科動物が祖先という説。
すでに絶滅した原始的なイヌからイエイヌに進
化したという説であるが，この原始的なイヌと
いうものの化石が発見されていないため，確証
はない。

　以上から，最も有力なのは①の説で，「イヌはオ
オカミから進化した」と言われてきているわけだ
が，最近ではDNAの研究により，オオカミを直接
家畜化したのではなく，「イエイヌはオオカミの亜
種と考えられる，またはオオカミの亜種から進化
したという説」が有力だ。正確には「ヒトがサルか
ら進化した」と言わないのと同様，イヌも「オオカ
ミから進化した」と単純に言うことはできないよう
だ。
　イヌの祖先についてはいまだに研究が続いてお
り，数年で従来有力であった説が覆されたりもす
る。オオカミ以外の亜種が判明する可能性もある
が，現在のイヌとオオカミのDNAはイヌとジャッ
カルのDNAよりも近いものであるため，少なくと
も「イヌとオオカミは非常に近い動物である」のは
確実であろう。
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・ トイ…愛玩犬。かわいがることを目的に改良さ
れた小型犬。人の感情を読み取るのが上手だが，
性格はさまざま。必ずしも小さいから飼いやす
い，という訳ではない。

 主な犬種は，チワワ，パピヨン，ポメラニアン，
マルチーズ，トイ・プードル，ヨークシャー・テ
リア，シー・ズーなど。

・ ノン・スポーティング…系統や容姿がどのグル
ープにも属さない個性的な犬種。ルーツをたど
るとハーディングやトイに行き着く事もあり，性
格もさまざま。

 犬種としては，ダルメシアン，ブルドッグ，スタ
ンダード・プードル，柴犬など。

(2) 仕事による分類
・ 嗅覚を生かした仕事をするイヌ…麻薬探知犬，
警察犬，災害救助犬，DVD探知犬（違法コピー
されたDVDを匂いで探知する），ガン（癌）探知
犬など。日本警察犬協会が警察犬に適している
と指定している犬種は，ジャーマン・シェパード，
ゴールデン・レトリバー，ラブラドール・レトリ
バー，ドーベルマン，コリー，エアデール・テリ
ア，ボクサーの7種。

・ 頭脳を生かした仕事をするイヌ… 盲導犬（目の
不自由な人の生活を支援する），聴導犬（聴覚障
碍者の生活を支援する），介助犬（手足が不自由
な人の生活を支援する）など。

・ 習性を生かした仕事をするイヌ…牧羊犬（家畜
の監視と保護。自分のテリトリーや仲間を守る
習性から），猟犬（獲物の場所を教える，駆り出
す，仕留める，回収するなどの習性から），競争
犬（動くものを追いかける習性から），闘犬（テリ
トリーに侵入した外敵を攻撃する習性から），セ
ラピードッグ（病院や老人介護施設などを訪問
し，入院している人の心に安らぎを与える）など。

参考ウェブサイト：
「イヌの起源」
http://wankoukiuki.blog106.fc2.com/blog-entry-463.html
「イヌと人間の歴史」
http://www.hakuroh.com/dog_01his.htm
「イヌの仕事」
http://www.koinuno-heya.com/shigoto/index.html

参考資料：『イヌ科の動物事典』ジュリエット・クラットン＝ブロ
ック著，祖谷勝紀日本語版監修，あすなろ書房

関係のように野生種間のものではなく，また，ふつ
うの家畜のような，人間による一方的な利用だけ
ではないところに，イヌとヒトとの関係の特殊性
がある。
　イヌが自動車の往来を見ながら高速道路すら渡
る様子や，盲導犬の働きなどからみれば，イヌが都
市に代表される人工環境に積極的に適応している
ことがわかる。長い間にわたって人間と共生し，人
間が作り出す環境の中で生活するうちに，人間の
気持ちを読みとるとか，人間の行動に適応した行
動をするといったことができる動物になったので
あろう。

3. イヌの種類

(1) 性格と品種
　イヌは主として次の7つに分類できる。
・ スポーティング…鳥猟犬。鳥のハンティングに
使われた犬種で，賢く従順。温厚な性格で攻撃
性も低い。大型犬が多い。

 主な犬種は，レトリーバー，スパニエル，ポイン
ター，セターなど。

・ テリア…獣猟犬。小動物のハントに使われてい
た犬種で，好奇心旺盛。活発で勇敢だが闘争心
も強く，頑固者が多い。

 主な犬種は，ワイヤー・フォックス・テリア，ジ
ャック・ラッセル・テリア，ミニチュア・シュナ
ウザーなど。

・ ハウンド…獣猟犬でテリア以外のグループ。嗅
覚や視覚が優れ，運動神経も抜群。少し吠えやす
いが，冷静な一面もある。運動が大好き。

 主な犬種は，ビーグル，ミニチュア・ダックスフ
ンド，アフガン・ハウンド，ボルゾイなど。

・ ハーディング…牧畜犬。人のパートナーとなっ
て家畜の管理をしていた犬種なのでスタミナが
あり，とても頭がよい。文武両道なので競技会
に出ることも多い。命令を忠実に守る，従順な性
格。

 主な犬種は，ウェルシュ・コーギー，ボーダー・
コリー，シェットランド・シープドッグなど。

・ ワーキング…作業犬。人の仕事を手伝う犬種。救
助犬，護衛犬，警察犬などその役割は多岐にわ
たる。改良が進んでいるが，もともと攻撃性が強
く，大型。

 主な犬種は，シベリアン・ハスキー，ボクサー，
ドーベルマン，秋田犬など。
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デジタル教科書DVD-ROM

生徒の集中力を

指導書セット内に，
デジタル教科書
を完備！

★新語フラッシュカード機能

★新語一覧表示機能

★新出語・脚注ハイライト機能

プロジェクターや電子黒板などに接続した，
パソコン上で使用できる指導者用デジタル教
科書です。生徒の視線を上げて集中力を保ち
ながら，活動を効率的に進めることができま
す。新たに，本文の拡大機能を搭載!!

手動／自動の切り替え，
ポーズの設定が可能
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高める，デジタル教科書

★本文提示・音声再生機能

★フレーズリーディング機能

カラオケ機能を搭載

フレーズごとの
和訳を掲載

拡大機能を搭載
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CD-ROM ／ Quick Test Editor

小テスト自動作成ソフトを搭載

出題範囲を
選択します。

設問形式・
出題数を
選択します。

作成した
問題内容を
確認します。

設問形式は
10 種類

Lesson 3  
Part 1～Part 3 を選択

変更したい問題

変更案が示されます。

作成した
問題を変更
することも
できます。

画面に示されたことを
選択していくだけで，
こんなに簡単に作成する
ことができます。

完成！
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① ②

③

 

④

CD-ROM ／言語材料データベース

スパイラルな学習に役立つ，
データベース

本データは，NEW ONE WORLD Communication I Revised Editionの
本文中に現れる言語材料について，その出現箇所や具体的な用例を一覧
することができる簡易データベースです。エクセルの機能を利用して，
必要なデータを抽出して閲覧することが可能です。

凡例
①「言語材料」の欄は，教科書のGrammar コーナーで取り上げられている言語材料の項目名を示しています。

Lesson 1 - Part 3（不定詞）以降の項目を対象にしています。
　※ 第1文型～第3文型と，現在時制・過去時制については，それ以降のほとんどすべての文が用例となってし

まうため，分析対象から外しています。
②「出現箇所」の欄は，「言語材料」欄の項目が，どのLesson・Part のどの文に出ているかを示しています。

言語材料に該当する箇所を「用例」内のボールド体で示しています。

データの抽出方法
　上図の③の▼をクリックすると，データ抽出のメニューが表示されます。
　④のチェックボックスで，任意のPart を指定して「OK」をクリックすると，そのPart のデータだけを抽出

して表示することができます。
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8 9

	 Words	&	Phrases予

本文で使われている次の単語について，下の表に書き入れなさい。

単語 品詞 意味 関連語句

1 companion

2 shape

3 breed

4 spite in spite of ~

5 appearance 動  appear

6 belong belong to ~

7 species

8 canine

9 ancestor 形  ancient

10 wolf 複  wolves

11 human being

12 wildness 形  wild

13 remains 動  remain

	 Comprehension	1　内容理解予

1.	 イヌが属する種の名前は何ですか。本文中から抜き出しなさい。

2.	 イヌの先祖だと考えられているものは何ですか。日本語で書きなさい。

3.	 ❼の文頭に Since	then とありますが，then が指す時代を日本語で答えなさい。

	 Comprehension	2　内容理解復

Answer	the	Questions 　次の各問いに英語で答えなさい。
1. How many breeds of dogs are there in the world?

2. What can we see in the remains of ancient Egypt?

True	or	False	Questions 　本文の内容と一致すればT，一致しなければ Fを入れなさい。
1. There are many breeds of dogs and they all look the same. (     )
2. Wolves have lived with human beings for a long time, and they have never 

changed. (     )
3. Dogs have lived with human beings since ancient times. (     )

Retelling 　次の英文の（　　）内に入る語を，下から選んで入れなさい。
There are more than 400 (      ) of dogs in the world.  Though they have various 

(      ), they are a member of one animal (      ) and their common ancestor is the wolf.  
Wolves are (      ) to have lived with human beings (      ) the last Ice Age. 

① appearances　　② breeds　　③ said　　④ since　　⑤ species

	 	 Summary	/	Reproduction発展

下にあげたキーワードを使って，本文を英語でわかりやすくまとめなさい。
belong to　　ancestor　　the last Ice Age　　changed into　　evidence

	 	 意味のまとまりに注意して次の英文を読み，付録CDで音声を確認しましょう。予 復

❶ Today, / we can see dogs all around, / in our homes, in our neighborhoods and 

on TV. // ❷ In a pet shop, / you will see dogs in many sizes, / shapes and colors. //  

❸ Now, there are over 400 breeds in the world. // 

❹ In spite of their different appearances, / they all belong to one animal species; / 

canine. // ❺ Their common ancestor is the wolf. // ❻ It is said / that human beings 

started living with wolves / about 12,000 years ago, / in the last Ice Age. // ❼ Since 

then, / wolves gradually lost their wildness / and changed into dogs. // ❽ Even in the 

remains of ancient Egypt / we can see evidence / that dogs and humans lived 

together. // 

Part 1 教科書 pp.16-17

Dogs as Human Companions Lesson 2Lesson 2
トラック
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準拠教材品紙面紹介①　予習・復習ノート
「予習・復習ノート」は，
書く力を身につける

「予習」「復習」アイ
コンで学習の進め方
を提案

音声 CD は，スラッシュごとにポーズ付きの読みを収録

教科書本文の全文を掲載
● スラッシュ付きで，フレーズリーディングの練習ができる
● 日本語訳や文法事項を書き込んで，自分専用のノートとして使える

新出単語について，
品詞や意味のほか，
気になる関連語句な
ども書き込める
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Dogs as Human Companions
Part 1

Lesson 22
Words 　発音・アクセント，語彙に関する問題

1 下線部の発音が他と異なるものを 1 つ選び，○で囲みましょう。
⑴ ア．neighborhood イ．canine ウ．remains エ．spite
⑵ ア．animal イ．ancestor ウ．gradually エ．ancient
⑶ ア．breed イ．species ウ．Egypt エ．evidence

2 次の語を（　　）で指示された形に書きかえましょう。
⑴ appearance（動詞） ⑵ ancestor（形容詞）

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

⑶ wolf（複数形） ⑷ remains（動詞）

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　

3 次の日本語の意味を表す語句を本文中からそのまま抜き出しましょう。
⑴ 最終氷期（4 語） ⑵ 古代エジプトの遺跡（5 語）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

Points for Reading 　内容に関する問題
1 教科書を読んで，次の各問いに答えましょう。答えはなるべく英語で書きましょう。
⑴ 世界には，いくつのイヌの種類がありますか。

⑵ イヌが属する種の名前は何ですか。

⑶ ⑵の祖先は何ですか。

⑷ 人間がオオカミと暮らし始めたのはいつだと言われていますか。

2 教科書を読んで，次の各問いに英語で答えましょう。
⑴ Where can we see dogs?  Give examples on you textbook.

⑵ How did wolves change into dogs?

Useful Phrases & Grammar 　重要表現，文法に関する問題
1 次の日本語に合うように，（　　）にあてはまる適当な語を書きましょう。
⑴ 子どもたちは，客を歓迎するために歌を歌い始めました。

The children started ( ) a song to welcome the guests.
⑵ この地域には 100 種類を超える昆虫がいます。

There are ( ) 100 kinds of insects in this area.

2 次の文の意味が通るように，（　　）にあてはまる適切な語を下の語群から選８－９び
ましょう。

⑴ In spite ( ) rain, they went out for a walk.
⑵ Lions and tigers belong ( ) the same species.
⑶ Water changes ( ) ice at 0°C.

 after, into, for, of, to

3 次の英文で，it が指している部分に下線をひきましょう。
⑴ I won a *lottery!  I can’t believe it! *lottery 宝くじ

⑵ It was very interesting to watch remains of ancient Egypt in the museum.
⑶ It’s just amazing that people in ancient Egypt drew such beautiful pictures.

4 次の日本語に合うように，（　　）内の語句を並べかえ，全文を書きましょう。
⑴ ケンは有名な歌手と結婚していると言われています。

It ( a famous singer / is / Ken / married /said / that / to ).

⑵ 最善を尽くすことが重要です。
It ( do / important / is / our best / to ).

⑶ 私には彼の申し出を断ることは難しいでしょう。
It ( be / for / hard / his offer / me / refuse / to / will ).

入試問題にチャレンジ
次の文の（　　）に入る最も適切なものを①～④から 1 つ選び，記号で答えなさい。
It is very kind (         ) to invite me to dinner.
① for him　　② of him　　③ with him　　④ to him
 答え：　　　■
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