


Welcome to
ONE WORLD!
　2021年度から，いよいよ新学習指導要領が中学校でも完全実施されます。

変化を続ける世界の中で，自らの生き方を選び，社会につながるために，

外国語によるコミュニケーション能力がきわめて重要になるでしょう。

　『ONE WORLD English Course』は，小学校英語で養われた素地を活

かしながら，中学校の新学習指導要領が求める資質・能力を高め，生涯に

わたって主体的に学び続ける学習者の育成をめざす教科書です。

　Welcome to ONE WORLD!

　さらにグローバル化が進む未来の世界――ONE WORLD――に向かっ

て，本教科書が楽しく充実した英語学習に役立つことを願ってやみません。
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ONE WORLDの

3つの特長
　『ONE WORLD』の学習は，小学校で育んだコミュニケーションの基礎を確認

することから始まります。小学校での学びを生かした構成により，生徒は安心し

て中学校の英語学習に取り組めるでしょう。

　また，実践的な言語活動を重視してきた『ONE WORLD』らしく，実際に「生き

て使える英語力」を身につけるためのしかけが充実しています。

　さらに，英語を通じてグローバルな問題意識を含むさまざまな題材にふれるこ

とで，持続可能な世界をめざしていくための幅広い視野を育むことができます。

ポイント 1 スムーズな小・中接続

ポイント 2 「生きて使える英語力」が身につく

ポイント 3 持続可能な世界へ向けて
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スムーズな小・中接続
　中学校では，入学してくる生徒たちの小学校での多様な学びの実態を再確

認して,中学校とのギャップを感じさせないように配慮したり，小学校で養

われた素地を活かしながら中学校の学びに確実につながるよう工夫したりす

るなど，新たな課題への対応が求められています。

　『ONE WORLD』は次の3つの特長を通して，生徒が安心して中学校の英

語学習に取り組むことができる，スムーズな小・中接続を実現します。

1 小学校英語を活かす，広げる
2 身近な活動を通して中学校英語に親しむ
3 5年間の「できた！」を高校につなげる

ポイント 1

4 5



8 eight

1.　　　 　英語を聞いて，   の中の文字を選ぼう。

2.　　　 　英語を聞いて，読まれた単語を〇で囲もう。

 A（　　　） B（　　　）

3.　　　 　 ビンゴ・ゲームをしよう。まず，Ａ，Ｂどちらかを選び，（　　）に〇を入れよう。
次に，英語を聞いて，選んだ表の中の単語に〇をつけていこう。

①

①

②

②

③

③

c  u
a

  p

fish

big ten win fun

red leg hit cat

map kid not ten

get sun put dog

sun map put red

hit get kid dog

fun big leg not

ten cat win ten

dish three tree pet vet

h  a
o

  tp  e
i

  n

Springboard 音声から文字へ3
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　　 　英語を聞いて，どの場面か当ててみよう。　　 　英語を聞いて，どの場面か当ててみよう。

Springboard

2

1

5

4

3

6
7

さまざまな会話2

006-007_eigokyokasho1-M_KTG_02.indd   6 2020/03/06   9:21
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小学校で使ってきた英語が
聞こえてくるかな？8

10

12

13

9

11

14

006-007_eigokyokasho1-M_KTG_02.indd   7 2020/03/06   9:21

1

2

3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

19

20

21

23 24

25

When is your 
birthday?

Talk about 
your 
treasure.

What time 
do you 
get up?

Lose your 
next turn.

What sports 
do you like?

Say 3 
countries 
in English.

Talk about 
an event 
in Japan.

Talk about 
today’s 
lunch menu.

What do you 
want to do 
at school?

Who is 
your hero?

Where do you 
want to go?

Say 1 to 10.

Move forward 
   spaces.
Move forward 
   spaces

Move 
backward 
2 spaces.

What can 
you do?

What do you 
want to do 
at home?

What’s your 
best memory?

Tongue 
Twisters

What do you 
want to be?

Sing 
ABC song.

Self 
introduction
《自己紹

しょう
介
かい
》

Clap your 
hands for 
   seconds.   seconds

Go back 
to START.

Move 
backward 
   spaces.
backward 
   spaces

グループになり，教科
書を中央に置きます。

サイコロをふる順番を
決めます。

サイコロをふり，出た
目に書かれたお題をこ
なします。

次の人にサイコロを渡
わた

します。

1

2

3

4

遊 び 方

● 小学校で学んだ
表現を使って
すごろくゲームを
楽しみましょう。

Go toGo to
.

Springboard
Sugoroku

4

9nine
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Springboard

Aya
（小野あやか）

Kenta
（谷 健太郎）

　　　この教科書の登場人物が，これからいっしょに英語を学ぶあなたにあいさつをします。
　　　どんなことを言っているのか聞いてみましょう。 
　　　この教科書の登場人物が，これからいっしょに英語を学ぶあなたにあいさつをします。

Nice to Meet You!1

004-005_eigokyokasho1_SIM_F2.indd   4 2019/04/17   10:16
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Mei
（リー・メイ）

Bob
（ボブ・ウェスト）

Mr. Kato
（加藤先生）

004-005_eigokyokasho1_SIM_F2.indd   5 2019/04/17   10:16

小学校英語を活かす，広げる

　1年生の学習は，“Springboard”から始まります。イラストを使ったリスニングやゲームに取り組む
ことで，小学校で慣れ親しんだ表現を楽しく，効果的に復習することができます。

楽しく小学校英語の復習ができる“Springboard”

1 ポイント 1

ポイント 1
スムーズな小・中接続スムーズな小・中接続

〈会話の例〉
A：How can I get to the station?
B：Go straight for three blocks, 
      and turn left.

小学校英語『ONE WORLD Smiles』の主人公アヤが，新
しい友達と出会います。ここではコミュニケーションの基
本である自己紹介と，好きなものの言い方を確認します。

英語の質問に答えながら進む
すごろく。小学校で学んださ
まざまな表現を，楽しく復習
することができます。

小学校で親しんでき
たビンゴ・ゲームだ
から，音声に集中で
きます。

Tips 英語の書き方のルール

❶

❺

❷ ❸ ❹

実際に書くときの例です。

A a

Are you from America?

No, I'm not.

H h

O o

V v

B b

I i

P p

W w

C c

J j

Q q

X x

D d

K k

R r

Y y

E e

L l

S s

Z z

F f

M m

T t

G g

N n

U u

 a　 ア   i　   イ  u　 ウ  e　 エ  o　 オ
ka　カ ki　キ ku　ク ke　ケ ko　コ kya　キャ kyu　キュ kyo　キョ
sa　サ shi   シ su　ス se　セ so　ソ sha　シャ shu　シュ sho　ショ
ta　タ chi　チ tsu　ツ te　テ to　ト cha　チャ chu　チュ cho　チョ
na　ナ ni　ニ nu　ヌ ne　ネ no　ノ nya　ニャ nyu　ニュ nyo　ニョ
ha　ハ hi　ヒ fu　フ he　ヘ ho　ホ hya　ヒャ hyu　ヒュ hyo　ヒョ
ma　 マ mi　ミ mu　ム 　me   メ 　mo   モ mya　ミャ myu　ミュ myo　ミョ
ya　ヤ yu　ユ yo　ヨ
ra　ラ ri　リ ru　ル re　レ ro　ロ rya　リャ ryu　リュ ryo　リョ
wa　ワ

　 n　 ン

ga　ガ 　  gi   ギ gu　グ ge　ゲ go　ゴ gya　ギャ gyu　ギュ gyo　ギョ
za　ザ ji　ジ zu　ズ ze　ゼ zo　ゾ  ja　 ジャ  ju　 ジュ  jo　 ジョ
da　ダ ji　ヂ zu　ヅ de　デ do　ド
ba　バ 　  bi   ビ bu　ブ be　ベ bo　ボ bya　ビャ byu　ビュ byo　ビョ
pa　パ 　  pi   ピ pu　プ pe　ペ po　ポ pya　ピャ pyu　ピュ pyo　ピョ

＊「っ」は次にくるローマ字の文字を重ねます。ただし，次に chがくる場合は tchとします。　
例 北海道 → Hokkaido, 日中 → nitchu

＊「ん」は nで表しますが，b, m, pの前ではmを使います。　
例 漢字 → kanji， 新聞 → shimbun, 文明 → bummei， 先輩 → sempai

① Stand up, please.　② Sit down, please.　③ Please raise your hand.　
④ Open your textbooks to page five.　⑤ Close your textbooks.　⑥ Repeat after me.　
⑦ Listen to the CD.　⑧ Look at the blackboard.　⑨ Come up to the front.　
⑩ Go back to your seat.　⑪ Get into pairs.　⑫Make a group of four. 

❶ 英文の最初の単語は必ず大文字で始める。　　❷ 単語と単語の間はスペースをあける。
❸ 人や国の名前は，英文の途

と
中
ちゅう
でも最初の文字を大文字で書く。

❹ 英文の終わりにはピリオド「 . 」，クエスチョン・マーク「?」などの記号をつける。
❺ 「私は」を表す「I」は，英文の途中でも大文字で書く。

1
2

4

7

10

12 

8

5

6

11

9

Classroom

English 先生が使う表現

アルファベット

ローマ字表（ヘボン式）

3

10 ten

kannon-010_eigokyokasho1_SIM_F1.indd   カスタム 横 2019/04/17   12:49

中学校から本格化する「書くこと」に向けて，
英語の書き方もしっかり確認します。

小学校英語で扱う場面を1枚のイラストに凝縮！

ビンゴ・ゲームで音声を聞き分け

小学校で学んだ表現をすごろくで活性化！

小学校英語の学びを広げ，
中学校の学びを積み上げる
　Springboardだけでなく年間を通
して，小学校で経験してきた活動場
面や話題が現れるよう配慮していま
す。また，それらが第2・3学年でも
少しずつ発展しながら随所に現れる
ことで，スパイラルに学習を積み上
げていくことができます（→別添資料
「教科書の構成と内容」）。
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12 twelve

Hello, New Friends1
Lesson

アヤとボブがどんな話をしているか，聞いてみよう。Listen

巻末のカードを使って，あなたのネームカードをつくろう。Write

NAME

I like music.

英語であなたのネームカードをつくって，友達と交
こう
換
かん
しよう。Activity 1

Ono Ayaka

NAME

I like science.

Robert West
NAME

012-019_eigokyokasho1-M_SRI_01.indd   12 2020/03/06   9:23

13thirteen

英語で自己紹
しょう
介
かい
をしながら友達をつくろう。Goal

アヤとボブのやりとりを参考にして，自己紹介とカード交換をしよう。Speak

Lesson  1-1

5

10

名前は相手のことを考えて
はっきりゆっくり言おう。

相手の名前を呼びかけよ
う。聞き取ったことを確認
し，相手をほめよう。

あいさつをしながらカード
を交換しよう。

Hello.

I'm Ono Ayaka.  Please call me Aya.
I like music.  I play the piano.

Oh, you like science.  Great!
Nice to meet you, Bob.

Nice to meet you, too, Aya.

Oh, Aya, you play the piano.
That's nice!  
I'm Robert West.  Please call me Bob.
My favorite subject is science.

Hello.

call ～を…と呼ぶ

012-019_eigokyokasho1-M_SRI_01.indd   13 2020/03/06   9:23

22 twenty-two

Talking with Friends2
Lesson

2つの会話を聞いて，よいところとよくないところを比べてみよう。Listen

英語でたくさんの質問と応答をしよう。Activity 1

よくないところ

よいところ

　なぜあまり話がはずんでいないのかな。2人の話し方のよくないところはどこか考えてみよう。

　なぜ話がはずんでいるのかな。2人の話し方のよいところはどこか考えてみよう。

A  サラとマコトの会話

B  トムとミユの会話

022-031_eigokyokasho1-M_SRI_01.indd   22 2020/03/06   9:22

23twenty-three

友達とチャット（おしゃべり）ができるようになろう。Goal

Lesson  2-1

ペアで質問と応答の練習をしよう。Practice

質　問 応　答　例

1 Do you like sports? Yes, I do.  I'm on the basketball team.

2 Do you play video games? No, I dont.  I dont have any video games.

3 What's your favorite subject? I like English.  It's interesting.

4 Do you get up early? Yes, I do.  I usually get up at 630.

5 Are you good at cooking? Yes, I am.  I sometimes cook for my family.

6 Do you read a book every day? No, I dont.  But I like reading.

7 Can you ski? No, I cant.  But I watch winter sports on TV.

8 Do you listen to music every day? Yes, I do.  I use my smartphone.

9 Do you like TV dramas? Yes, I do.  I watched a new drama yesterday.

10 Are you good at swimming? Yes, I am.  I can swim 25 meters.

Do you like sports?
Yes, I do.  I sometimes play 
soccer with my friends.

e
▼
arly 早く every day 毎日 sma

▼
rtphone スマートフォン

T
▼

V
▼

 dra
▼
ma(s) テレビ・ドラマ ye

▼
sterday 昨日 me

▼
ter(s) メートル

答える側は教科書を見ないで答え
よう。
応答例以外にもいろいろな答え方
をしてみよう。

会話がはずむよ
うに，質問に対
して 2文以上で
答えよう。

Tips

友達とチャット（おしゃべり）ができるようになろう。

022-031_eigokyokasho1-M_SRI_01.indd   23 2020/03/06   9:22

身近な活動を通して中学校英語 に親しむ

　1年生の序盤のLesson（Lesson 1～ 3）は，小学校と同様に生徒の身近な生活に即したコミュニケーショ
ン活動を重視した構成になっています。自己紹介や友達とのチャット，お気に入りの人物の紹介などの活
動をおこない，新しいクラスメイトと交流しながら，中学校英語への親しみを深めていくことができます。

Activityを通した中学校英語への接続

2 ポイント 1 スムーズな小・中接続

34 thirty-four

My Favorite Person3
Lesson

●主語が Heのとき，動詞の形がどのようにかわっているかな。
●主語が Heのとき，動詞の末

まつ
尾
び
はどのように発音されているかな。注意して聞いてみよう。

● Bの場面でボブは， Aでペドロが言っていないことも話しています。どんな内容を補っているかな。

サッカー部に入ったボブは，新しい友達ペドロ（Pedro）と出会いました。
2つの場面を比べて，英語の表現の違

ちが
いについて考えてみよう。

Listen & Read

5

10

友達や先生を紹
しょう

介
かい

する文を言ってみよう。Activity 1

B  ボブが家でペドロのことを話したとき

A  ペドロが自分自身のことを話したとき

I'm Pedro.  I come from Brazil.

I like soccer very much.

I watch soccer videos in my free time.

I dont like practicing early in the morning.

come from ～  ～の出身である　　like ～ very much  ～が大好きだ　　pra
▼
cticing ＜ pra

▼
ctice

doesn’t ← does not

pe
▼
rson  人

I have a new friend.  His name is Pedro.

He comes from Brazil.  

He plays soccer with me on the soccer team.  

He watches soccer videos in his free time.  

He doesnt like practicing early in the morning.  

He cant get up early.

034-045_eigokyokasho_NTK_F3.indd   34 2019/04/17   10:28

14 fourteen

アヤの自己紹介のスピーチを聞いて，わかったことを友達と伝え合おう。Listen

自己紹
しょう
介
かい
のスピーチをしよう。Activity 2

わかったこと

012-019_eigokyokasho_SIM_F2.indd   14 2019/04/17   10:19

　 つくって交換！
　 巻末カード
巻末のカードを切り取って，
オリジナルのネームカードを
つくることができます。
学級づくりにもおすすめの活
動です。

よりよいコミュニケー
ションのためのポイン
トも示しています。

自己紹介の例を聞くだけ
でなく，相手に伝わりや
すい話し方，聞き手への
配慮について考えます。

Lesson 2では，ペアで活動
できる応答の参考例を紹介。
友達との会話がはずみます。

ポイント 1

スムーズな小・中接続

小学校英語と同じ見開き単位の活動で構成

友達との会話が

広がる！

Lesson 3では，友達
や好きな人物を紹介す
る活動に取り組みます。

19nineteen

Lesson  1-4

ALTの先生に，自己紹介の手紙を書いてみよう。

Write

▶  書き終わったら，　　  文の最初は大文字になっているか。 文の最後にピリオドやクエスチョン・マークをつけているか。 １つの話題を２文以上のまとまりにしているか。

見直しをしよう。

Dear
, ←先生の名前

あなたの名前→

Activity 2 で発表したことをもとに書いてみよう。

012-019_eigokyokasho_SIM_F2.indd   19

2019/04/17   10:19

小学校で取り組んだ活動の発展形に挑戦

44 forty-four

だれを紹
しょう

介
かい

するか決めて話す内容を考え，メモを書いてみよう。

p.46～47の資料も参考にしてみよう。

Write

Activity 3 続き

1  紹介する人
Takanashi Sara

例

2  その人物の職業 a professional ski jumper

例

4  最後に述べることば I hope she will win the next competition.
I want to be a great jumper like her.

例

3  紹介したいこと （1） a great jumper　（2） can speak English well

例

（1）

（2）

profe
▼
ssional プロの　　I hope ～ will.... ～が…するといいなと思う。　　win 勝つ　　competi

▼

tion 競技会

034-045_eigokyokasho_NTK_F3.indd   44

2019/04/17   10:29

スピーチした内容をも
とに，書く活動につな
げることもできます。
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5年間の「できた！」を高校に つなげる

　Can-Do自己チェックリストは，「英語で何ができるか」という観点から5つの領域ごとに設定された
学習到達目標の達成度を確認できる一覧表です。

　『ONE WORLD』のCan-Do自己チェックリストでは，小・中を一体にとらえた5年間の英語学習の
ためのリストの，後半3年分を掲載しています。小学校からスムーズにつながった目標によって，5年
分の「できた！」を実感することができます。

各学年の目標達成度をふり返るCan- Do自己チェックリスト

3 ポイント 1 スムーズな小・中接続

小学校５年生 小学校６年生

聞
く
こ
と

①ゆっくりはっきり話してもらえば，身
近な語句や表現を聞き取ることができ
る。

②ゆっくりはっきり話してもらえば，簡
単な活動の指示などを聞き取ることが
できる。

①ゆっくりはっきり話してもらえば，身
近なことについて具体的な情報を聞き
取ることができる。

②ゆっくりはっきり話してもらえば，身
近なことについて短い話のあらましを
理解することができる。

読
む
こ
と

①アルファベットの大文字と小文字を読
むことができる。

②音声で慣れ親しんだ身近な語句を見
て，その意味を理解することができる。

①音声で慣れ親しんだ身近な語句や表現
を読んで理解することができる。

②ごく短い文章を読んで，音声で慣れ親
しんだ語句や表現から大まかな内容を
理解することができる。

話
す
こ
と

【
や
り
取
り
】

①好きなものやできることなどを伝えた
りたずねたりすることができる。

②身近なものごとや人物について，伝え
たりたずねたりすることができる。

③相手の話に対して，相づちを打つなど
反応することができる。

①過去にしたこと，これからしたいこと
などについて，感想などをまじえて伝
えたり，たずねたりすることができる。

②相手の話に対して，驚きや共感などを
伝えることができる。

話
す
こ
と

【
発
表
】

①好きなものやできることなど，自分の
ことについて，ごく短い発表をするこ
とができる。

②準備をすれば，身近なものごとや人物
について，ごく短い発表をすることが
できる。

①過去にしたこと，これからしたいこと
などについて，感想などをまじえて発
表することができる。

②準備をすれば，身近なものごとや人物
について，短いスピーチを行うことが
できる。

書
く
こ
と

①アルファベットの大文字と小文字を書
くことができる。

②音声で慣れ親しんだ身近な語句や表現
をなぞり書きしたり，書き写したりす
ることができる。

①音声で慣れ親しんだ語句や表現を書き
写すことができる。

②例文を参考にして，自分のことについ
て語順を意識しながら簡単な文を書く
ことができる。

⑤

１年学習到達目標 関連箇
か

所
し ょ

自己評価

聞
く
こ
と

①  はっきり話してもらえば，天気や持ちものの連
れん

絡
らく

など自分が必要なことを聞いて，理解すること
ができる。

L. 8-2など

②  はっきり話してもらえば，話し手が伝えたいことや求めていることを理解することができる。 L. 1-2 / Tips 2 / Tips 4など

読
む
こ
と

①日記やブログなどの短い文章を読んで，文章の大まかな内容を理解することができる。 L. 4-1, 3 など

②物語などを読んで，先の展開を考えるなど楽しみながら，話のあらましを理解することができる。 Reading Lesson / Further Readingなど

話
す
こ
と

【
や
り
取
り
】

①相手が話した内容について，関連する質問をすることができる。 L. 1-3 / L. 2-1など

②相手の質問に対して，必要に応じて情報を加えて応答することができる。 L. 5-2 / L. 6-2, 3 / L. 7-1, 2, 3 / L. 8-1など

③身近な話題であれば，相づちを打ちながら，会話を続けることができる。 L. 2-2, 3 , 4 / Activities Plusなど

話
す
こ
と

【
発
表
】

①準備をすれば，人物や調べたことなどについて，短いスピーチを行うことができる。 L. 1-3 / L. 3-6 / Projectなど

②自己紹
しょう

介
かい

や友達の紹介などを即
そっ

興
きょう

で行うことができる。 L. 3-1 / L. 5-3など

③聞いたり読んだりして把
は

握
あく

した内容について，他の人に口頭で伝えることができる。 L. 3-2, 5 / L. 8-3 / L. 9-2, 3など

書
く
こ
と

①自分のことについて，日記，手紙，スピーチ原稿などの短い文章でまとめることができる。 L. 1-4 / L. 2-5 / L.4 -1, 3 / Tips 1 / L. 8-2など

②聞いたり読んだりして把握した内容を，短い文章でまとめることができる。 L. 9-1 など

Can-Do　自己チェックリスト

２年学習到達目標
聞
く
こ
と

①はっきりと話してもらえば，短いスピーチや説明のあらましや大事な部分を理解することができる。

②活動のやり方などの説明や指示を聞いて，適切に応じることができる。
読
む
こ
と

①手紙などの文章を読んで，書き手の意向（伝えたいこと）を理解することができる。

②ポスターなどを読んで，自分に必要な情報を読み取ることができる。
話
す
こ
と

【
や
り
取
り
】

①知らない語句があっても別の表現を使ったりしながら会話を続けることができる。

②教科書の題材について知っていることや読んだ内容の感想などを伝えることができる。

話
す
こ
と

【
発
表
】

①身近なものや人物について，その特
とく

徴
ちょう

などを即興で相手に説明することができる。

②メモをもとに，大事なことを落とさずに相手に伝えることができる。

③読んだことの内容について，絵や図などを参考にしながら，相手に伝えることができる。

書
く
こ
と

①考えを整理して，まとまりのあるスピーチ原稿を書くことができる。

②自分の経験や感想を読み手にわかりやすく書くことができる。

③教科書の文章に，自分で考えた英文を加えて書き，話を発展させることができる。
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⑥

１年学習到達目標 関連箇
か

所
し ょ

自己評価

聞
く
こ
と

①  はっきり話してもらえば，天気や持ちものの連
れん

絡
らく

など自分が必要なことを聞いて，理解すること
ができる。

L. 8-2など

②  はっきり話してもらえば，話し手が伝えたいことや求めていることを理解することができる。 L. 1-2 / Tips 2 / Tips 4など

読
む
こ
と

①日記やブログなどの短い文章を読んで，文章の大まかな内容を理解することができる。 L. 4-1, 3 など

②物語などを読んで，先の展開を考えるなど楽しみながら，話のあらましを理解することができる。 Reading Lesson / Further Readingなど

話
す
こ
と

【
や
り
取
り
】

①相手が話した内容について，関連する質問をすることができる。 L. 1-3 / L. 2-1など

②相手の質問に対して，必要に応じて情報を加えて応答することができる。 L. 5-2 / L. 6-2, 3 / L. 7-1, 2, 3 / L. 8-1など

③身近な話題であれば，相づちを打ちながら，会話を続けることができる。 L. 2-2, 3 , 4 / Activities Plusなど

話
す
こ
と

【
発
表
】

①準備をすれば，人物や調べたことなどについて，短いスピーチを行うことができる。 L. 1-3 / L. 3-6 / Projectなど

②自己紹
しょう

介
かい

や友達の紹介などを即
そっ

興
きょう

で行うことができる。 L. 3-1 / L. 5-3など

③聞いたり読んだりして把
は

握
あく

した内容について，他の人に口頭で伝えることができる。 L. 3-2, 5 / L. 8-3 / L. 9-2, 3など

書
く
こ
と

①自分のことについて，日記，手紙，スピーチ原稿などの短い文章でまとめることができる。 L. 1-4 / L. 2-5 / L.4 -1, 3 / Tips 1 / L. 8-2など

②聞いたり読んだりして把握した内容を，短い文章でまとめることができる。 L. 9-1 など

学習到達目標をどれくらい達成できたか，自分で確認しよう。
自己評価欄

らん
のマークを○で囲もう。

３年学習到達目標
聞
く
こ
と

①社会的な話題であっても，はっきりと説明されれば，要点を理解することができる。

②自分の考えと比較しながら，話し手の考えを理解することができる。
読
む
こ
と

①社会的な話題の文章を読んで，書き手がもっとも伝えたい大事な部分を理解することができる。

②物語や説明を読んで，ものごとの順序や大切な部分を理解しながら，内容を理解することができる。
話
す
こ
と

【
や
り
取
り
】

①わからなかったことなどを聞き返したりしながら会話を続けることができる。

②社会的な話題であっても，準備をすれば考えたことや感じたことなどを述べ合うことができる。

話
す
こ
と

【
発
表
】

①準備をすれば，聞き手を説得するスピーチやプレゼンテーションを行うことができる。

②さまざまな話題について，即興で自分の考えを述べることができる。

③教科書の内容について，自分で調べたことを加えるなどして，事実や感想を述べることができる。

書
く
こ
と

①理由や例をあげて，相手に説明する短い文章を書くことができる。

②構成を考えて，読み手にわかりやすいまとまりのある文章を書くことができる。

③聞いたり読んだりしたことについて，自分の考えを書くことができる。

付 録
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ポイント 1

スムーズな小・中接続

小学校英語教科書
『ONE WORLD Smiles』が
設定している到達目標

各学年の生徒にとって無理の
ない到達目標を，領域別に設
定しています。

どの学年でも，当該学年の目標だけでなく，3
年間の目標を掲載しています。長期的な見通し
の中で目標達成度を確かめることができます。

チェックリストはいつでも見や
すい後見返しに掲載。常に目標
を意識しながら学習できます。

項目ごとの関連箇所が明示されてい
るので，どの箇所を見て自己評価を
するとよいかがすぐにわかります。

達成感をもって，高校英語へGO!!

スムーズに
接続

10 11



「生きて使える英語力」が身につく
　グローバル化がめざましく進展している現代。

　英語教育においても，異なるバックグラウンドをもつ人々と積極的にコ

ミュニケーションをとり，主体的に自らの思いや考えを発信し，対話するこ

とができる力――「生きて使える英語力」――を身につけることが求められ

ています。

　『ONE WORLD』は，次の1 ～ 3の「確かな力」「即興で話す力」「学ぶ力」を
育てるしくみを通じて，基礎・基本の力に支えられた「生きて使える」実用的

な英語力を養います。

1 「確かな力」を育むレッスン構成
2 「即興で話す力」が身につく“Activities Plus”
3 「学ぶ力」を引き出す多彩なコンテンツ

ポイント 2

12 13



文のリズム　What is the harness for?10 ten

Part 1

Bob: My father gave me this book.  It’s about service dogs.

Aya: What kind of dog is this?

Bob: It’s a guide dog.  It wears a harness.

Aya: What is the harness for?

Bob: A blind person can send messages to the guide dog 

through it, for example, “go” and “stop.”

Aya: Can the guide dog also send its owner messages?

Bob: Yes, messages like “there is a corner” and “there is 

an obstacle.”

アヤとボブが，盲導犬について話しています。
盲
もう
導
どう
犬
けん
について説明しよう。Goal

Read Aloud

 service  [s1:‰vis]

 service dog
介
かい

助
じょ

犬
けん

 guide  [gáid]

 guide dog  
盲導犬

 harness  [hÁ:‰nis]
ハーネス , 胴

どう
輪
わ

 What ～ for?
～は何のためですか。

 blind  [bláind]

 send  [sénd]

 message（s）
[mésidZ(iz)]

 through  [Trú:]

 owner  [óun@‰]

 corner  [kÓ:‰n@‰]

 obstacle  [Ábst@kl]

Question

W h a t d o e s a g u i d e 

dog wear?

Words & Phrases

5

010-015_eigokyokasho2_NTK_F3.indd   10 2019/04/17   11:15

11eleven

Lesson  1-1

本文をヒントにして，質問
したり，情報をつけ加えた
りしてみよう。

「〈人〉に〈もの〉をあげる」などを表現する

✔  「主語 + 動詞 + 〈人〉 + 〈もの〉」の語順になります。

✔  このような語順になる動詞には，give, send, 
tell, showなどがあります。

Notes

My father gave me this book.

Key Sentence

Think & Try!

次の会話を演じてみよう。最後に自由にやりとりを加えよう。

Bob: My father gave me this book.  It’s about service dogs.

Aya: What kind of dog is this?

Bob: It’s a guide dog.

What’s this? ―  It’s a harness.

What does a guide dog do? ―  It helps blind people.

例

Tool Kit

例 gave / this watch 1  showed / 
his new tablet PC

2  tells / 
new information

3 sent / an email

My father gave me this watch.

tablet PC　タブレットPC information　情報

会話を聞いて，内容に合う絵をそれぞれ選び，記号を〇で囲もう。Listen

A

B

（1）
A

B

（2）
A

B

（3）

010-015_eigokyokasho2_NTK_F3.indd   11 2019/04/17   11:15

「確かな力」を育むレッスン構成

　さまざまな角度から，本文の内容や新出の文法・文構造にアプローチします。
　しっかりと基礎が身につき，応用・発信に無理なく取り組むことができる素地を養います。

基礎・基本から応用へ，確実に学びを積み上げる

1 ポイント 2 「生きて使える英語力」が身につく

新出語句を提示。重要
なものは太字で，意味
がわかるだけでよいも
のには日本語訳を添え
て示し，学びやすく工
夫しました。

Words & Phrases

印をつけて，音読回数
を記録できます（日本語
の「正」の字にあたる英
語の tally marks）。

質問を通して，本文の
理解を確認できます。

Question

Partごとに明確な目標
を設定。
授業の指針にすること
ができます。

Read Aloud

Goal

基本文を提示。意味と構造がわかり
やすいシンプルな例文を精選してい
ます。

Key Sentence

基本文の意味・形・用法
を簡潔に説明しています。

Notes

基本文と同じ形の文がど
のような場面で使える
か，楽しいイラストで直
感的に理解しながら練習
し，定着を図ります。

Tool Kit

基本文と同じ形の文を，
耳で聞いて理解できるか
確認します。

Listen

学習してきた本文の一部
をそのまま利用しなが
ら，生徒自身の考えを少
し加えて，話したり書い
たりする表現活動を行い
ます。

Think & Try!

ポイント 2

「生きて使える英語力」が身につく

Lesson

Part 1 Part 2 Part 3
Review

Grammar
Task

（計6～ 8時間配当） （計1時間
配当） （1時間配当）

Part 1,2は主に対話文，Part 3は主に叙述文です。Part 3で
は「読むこと」にも重点を置き，本文の量を増やしています。3
つのPartの学習後，「Review」「Task」「Grammar」の3つのコー
ナー（→p.16）で理解を深めます。Activities Plus（→p.18）
の活動を並行して行うと，効果的に英語力が向上します。

Tips / Useful 
Expressions

（各1時間配当）

英語のコツを紹介する
Tips（→ p.21） や，
スキットを通して表現
を身につけるUseful 
E x p r e s s i o n s
（→p.17）で知識・技
能の幅を広げます。

Project

（2時間配当）

これまでに学習したこ
とを総合的・統合的に
活用して，グループな
どで課題を達成してい
く活動に挑戦します
（→p.17）。

Reading

（3～ 6時間配当）

通常のレッスンより長
く，まとまった内容や
展開がある英文を読み
ます（→p.27）。

Activities Plus 〜学習の基本的な流れ〜
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58 fifty-eight

 Aya and Mei 1（　　　　　）to the summer festival.  Aya 2（　　　　　）fried 

noodles, but Mei 3（　　　　　）eat any.  They 4（　　　　　）to Japanese music.  

They saw the 5（　　　　　　　）at the riverbank.  They 6（　　　　　）beautiful.

 Bob went to Yellowstone with his family.  They 7（　　　　　）a tent and 
8（　　　　　）in it.

本文の内容に合うように，（　　）内に適切な語を書こう。Review

Task
KentaとMs. Kingが夏休みについて話しています。Kentaが夏休みに行ったところ，そこでし
たこと，しなかったことについて 3文でまとめて書こう。

聞き取ったことをメモしよう

（行ったところ）

（そこでしたこと）

（しなかったこと）

メモの取り方
何もかも書き取ろうと
しないで，必要な情報
だけメモしよう。
日本語や略語を使って
もOK。あとできれい
に書き直そう。

Kenta  .

He  .

He  .

058-059_eigokyokasho1_SAH_F2.indd   58 2019/04/17   10:33

59fifty-nine

Lesson  4

A: ●❶ I watched a soccer game on TV yesterday.  ●❷ Did you watch it?
B: Yes, I did.  ●❸ It was a good game.  ●❹ But my favorite player Kazuya didn’t play.

動詞の過去形を理解して，使うことができる。
夏休みにしたことについて，英語で理解したり，伝えたりすることができる。
夏休みにしたことについて，まとまった文を書くことができる。

をふり返ろうLesson 4

1.  過去のことを言うとき…… ❶，❸

I watch a soccer game on TV every Saturday.
  
I  watched  a soccer game on TV yesterday.

It  is a good game.
 
It  was  a good game.

▲

動詞を過去形にします。

　（1）edをつける cook → cooked

　（2）dだけをつける like → liked

　（3）yを iにして edをつける
　 study → studied

　（4）違う形にする（不規則動詞）
　 go → went

　is, amの過去形は was，
　areの過去形は were です。

2.  過去のことをたずねるとき（疑問文）…… ❷

 You watched it. 
   
 Did  you  watch  it?

 Aya  was busy.
   
 Was  Aya busy?

▲
 Didを文頭に置き，動詞は原形を使

います。

▲

wasやwereは主語の前に出します。

3.  過去のことで「しなかった」ことを言うとき（否定文）…… ❹

Kazuya played soccer.
 
Kazuya  didn’t play  soccer. 

▲  

didn’tを動詞の前に置き，動詞は原
形を使います。

★❶～❹それぞれの文のしくみについて，友達に説明してみよう。

Grammar 過去のことを表す文
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　各レッスンの最後には，「Review」「Task」「Grammar」の3つのコーナーがついています。
　それぞれ異なる観点をもつこれらのコーナーに取り組むことで，本文の内容や言語材料を重層的に，
じっくりと理解できるようになります。

　「Useful Expressions」や「Project」のコー
ナーでは，さらに実践的なコミュニケーショ
ン活動を通じて，英語で表現・発信する力を
身につけることができます。

理解を深める重層構造 活動で表現力を育むしくみ

86 eighty-six

行ってみたい名所を紹
しょう
介
かい
しよう！Goal

Project 2

あなたが行ってみたい名所について，情報を日本語でメモしよう。1

Arataが書いた次の紹介文を参考にして，あなたが行ってみたい名所について紹介してみよう。

行ってみたい名所

その他の情報

どこにあるか

何ができるか

特色

有名なもの

　I want to climb Mt. Fuji someday.  It is located 
between Shizuoka and Yamanashi.  It is the highest 
mountain in Japan.  It is 3,776 meters high.  It 
became a World Heritage Site on June 22, 2013.  
There are many sightseeing spots around
Mt. Fuji, so it is very crowded throughout
a year, especially in summer.  We can
enjoy hot springs at the base of Mt. Fuji.
Mt. Fuji is a symbol of Japanese beauty.

5
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87eighty-seven

climb ～を登る　　someday いつか　　It is located ～. ～に位置する。　　crowded 混雑した
at the base of ～ ～のふもとで　　beauty 美しさ
It is famous for ～. ～で有名です。　　There is [are] ～. ～があります。
We can enjoy ～. ～を楽しむことができます。
I’m looking forward to ～. ～を楽しみにしています。
Let me introduce about ～. ～について紹介します。

And More Words

● 行ってみたい名所

 

　

 

　

 

● 2で考えた順番で説明しよう

 

　

 

　

 

1   のメモに，どの順番で名所を説明するか番号を記入しよう。2

1   のメモをもとにして，あなたが行ってみたい名所を紹介する英文を書こう。3

086-087_eigokyokasho2_NTK_F2.indd   87 2019/04/17   11:35

レッスン全体の本文内容・言語材料・重要
な語彙などを確認することができます。
本文内容を要約する課題のための素材とし
て活用することも可能です。

Review
レッスン内の主な言語材料をまとめて確認することができます。
言語材料が実際に使われる文脈がわかるモデル文を参考に理
解を深め，友達と会話するなどの活動へと展開することもで
きます。

Grammar

本文とは異なる場面の英語を聞いて，その
内容について話したり書いたりする統合的
な活動です。

Task

29twenty-nine

And More Words

go down the stairs　階段を降りる　　turn left ［right］　左［右］に曲がる　　
go straight　まっすぐ進む　　between A and B　Aと Bの間に　　
next to ～　～のとなりに　　near ～　～の近くに　　around ～　～のあたりに　　
in front of ～　～の前に　　on your left ［right］　あなたの左側［右側］に　　
art room　美術室

下線部を置きかえて，次の場所への行き方を言ってみよう。Speak

excuse  [ikskjú:z]

Excuse me.

where’s  [hwé@‰z]
← where is

floor  [flÓ:‰]

go up ～  

stair（s）  [sté@‰(z)]

Words & Phrases

アヤが学校で，新しくやって来た ALT の先生に話しかけられました。
目的の場所への行き方を伝えて，校舎を案内しよう。Goal

Useful Expressions
Directions 校舎案内の表現

It’s on the second floor.

Go up the stairs and turn right.

That’s right.

It’s the second room.

Turn right on the second floor?

You’re welcome.
I see.  Thank you.

アヤと ALT の先生のいる場所

the third fl oor

English room science room art room library computer room

the second fl oor

room 3-3 room 3-2 room 3-1 nurse’s office teachers’ room principal’s office

room 1-3 room 1-2 room 1-1 room 2-3 room 2-2 room 2-1

the first floor

Excuse me.

Where’s the teachers’ room?

（1）library　　(2) English room
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これまでに学んできた知識や表現を活か
し，5領域を総合的に活用して課題解決に
取り組む活動です。グループなどで協働し
ながら，生徒自身の主体的な思考・判断を
加えた表現活動を行います。

Project

「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的
に学習に取り組む態度」の3つの観点をも
とに，各レッスンで達成できたことを確認
します。

をふり返ろうLesson

日常的な場面を設定し，その場面でよく使わ
れる表現を紹介しています。「生きて使える英
語」に直結する表現を学ぶことができます。

Useful Expressions

ポイント 2 「生きて使える英語力」が身につく
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「即興で話す力」が身につく“  Activities Plus”

　ペアでの活発な対話活動を促す「Activities Plus」は，新学習指導要領で新たに加わった5つめの領域
「話すこと［やり取り］」の力を引き出す強力なアイテムです。
　付属の赤色マスキングシートや，QRコードからアクセスできる音声を使って，はじめは紙面の例を
参考に活動します。活動を重ね，お互いの表現から学び合うことで，既習の表現をどんどん活性化させ，
自由に活用できるようになっていきます。

「生きて使える英語力」への架け橋

2
ポイント 2

「生きて使える英語力」が身につく

Activities Plusの5つの特長
❶「帯活動」に最適
　Q&A活動を「帯活動」として日々の授業に継続
的に取り入れれば，英語でコミュニケーションを
とる力が自然に向上していきます。また，既習事
項の効率的な復習にもなります。

❷学習段階に応じた5つのステージ
　学習段階に対応する形で，各学年5つのステー
ジで構成しています。既習の言語材料を何度も活
性化させながら，3年間たっぷりと活用できます。

❸会話が広がる話題や語句を紹介
　記載されたQ＆Aはあくまでも例。会話を広
げるための話題や便利な語句も紹介しているの
で，やり取りの幅がどんどん広がります。

❹「生きて使える英語力」が身につく
　Q＆A活動は，いわば会話の実践練習。あいづ
ちを打ったり，相手の理解を確認したりする「生
きたコミュニケーション」を通じて，実用的な英
語力を身につけることができます。

❺ マスキングシートとQRコードで自主学習も可能
　付属の赤色マスキングシートや，QRコードか
らアクセスできる音声を利用して，赤い文字を隠
したり音声を聞いたりしながら自主学習をするこ
とも可能です。

ここが使える!

ポイント 2 「生きて使える英語力」が身につく
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「学ぶ力」を引き出す多彩なコンテンツ

　各学年の巻末に付属しているカードを使って，ゲーム感覚で楽しく発話を引き出すスピーキング活動
を行うことができます。
　カードにはミシン加工が施されており，簡単に切り離して使うことができます。

英語が話したくなる活動用カード

　「聞く」「読む」「話す」「書く」のそれぞれの技能を高める
ためのコツ（Tips）を紹介しています。コツを知ることで，
英語学習が楽しく，より効果的なものになります。

4技能5領域の“コツ”がわかる「Tips」

　「勉強する気はあるけれど，どうやって勉強したらいい
の？」――「How to Study」はそんな声に答えるコーナー
です。勉強のしかたを学ぶことで，授業以外の学習も充
実します。

“勉強のしかた”がわかる「How to Study」

　付属のマスキングシートを使って，重要語句やQ＆A活
動の自主学習をすることができます。代名詞や不規則動詞
など，まとめて覚えたい語句の学習にも効果的です。

自主学習の強い味方 マスキングシート

1年　自己紹介用ネームカード

2年　説明ゲーム用カード

3年　即興スピーチ用カード

3

ディベートにも応用可能。
高校でのより発展的な英語
学習にもつながります！

▲2年活動用カード

▲3年活動用カード

マスキングシートで勉強できること
・Activities Plus
・語形変化のまとめ（代名詞，名詞の複数形，
  動詞の3人称・単数・現在形，不規則動詞変化表ほか）
・Word List（一部）

54 fifty-four

マッピング図を描
えが
いて，まとまった文章を書いてみよう。Goal

My TownやMy Schoolなどの題でまとまった文章を書いてみよう。

for WritingTips 3

● すぐに文章を書き始めないで，マッピング図を描いて，書くことを整理しよう。
● マッピング図から何について書くのかを決めよう。その際，英語で表せそうな部分を選ぶとよい。

つり

魚

花火

夏祭り

食べもの

みなみ町

300年

古い寺

小さい静か

親切な人が多い

みなみ湖おもしろい場所

5

Let's Try!

Tips 書くことを整理するコツ

My Town

I live in Minami-machi.  It is not a big town, but there are 

some interesting places.

One of the interesting places is Lake Minami.  It has a lot 

of fish, so I sometimes go fishing there with my family.  There 

is a big festival at Lake Minami every summer.  We can see 

beautiful fireworks and eat delicious food.  It is really fun.

We have a very old temple i
～の中央に
n the center of Minami-machi.  It 

is about 300 years old.
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68 sixty-eight

How to Studydy
先
せん

輩
ぱい

が教える英語力の高め方
英語力を高めるために，
授業以外でどのようなことをしたのか
先輩に聞いてみたよ！

たくさんの学習方法があるね。
いろいろと試したり工

く
夫
ふう
したりして，よい学習方法を見つけることが大切だよ。

教科書の本文を聞いて書くというディクテーションを行いました。発音やつづりもわかるので，
一石二鳥の方法です。

映画を英語で見ました。字幕なしで見るのは難しいので，初めは日本語の字幕，次に英語の字幕
と段階的に見ていきました。毎日 20分くらい取り組みました。

毎日長文を 1つずつ読み，速く読めるようになりました。長文の中にわからない単語があって
もすぐには辞書を引かないで，意味を推測しながら読む練習をしましょう。

ときどき友達と英語で会話をしたのが楽しかったです。覚えた単語や表現をなるべく使うように
心がけるとよいです。また，文のしくみがわからないときには，友達と教え合いをしました。教
えるときも教えられるときもありましたが，とても勉強になりました。

私は聞くことが苦手だったので，教科書を見ないで音声を聞き，すぐにくり返す練習をしまし
た。シャドーイングという練習方法だそうです。
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マッピング図を描
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いて，まとまった文章を書いてみよう。Goal

My TownやMy Schoolなどの題でまとまった文章を書いてみよう。

for WritingTips 3

● すぐに文章を書き始めないで，マッピング図を描いて，書くことを整理しよう。
● マッピング図から何について書くのかを決めよう。その際，英語で表せそうな部分を選ぶとよい。
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My Town

I live in Minami-machi.  It is not a big town, but there are 

some interesting places.

One of the interesting places is Lake Minami.  It has a lot 
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is a big festival at Lake Minami every summer.  We can see 

beautiful fireworks and eat delicious food.  It is really fun.

We have a very old temple i
～の中央に
n the center of Minami-machi.  It 

is about 300 years old.

054_eigokyokasho2_NTK_F3.indd   54 2019/04/17   11:26

ポイント 2

「生きて使える英語力」が身につく

各技能の本質に関わるアドバイスを提示。
英語学習に役立つのはもちろん，他教科
とも共通する思考・判断・表現の力の育
成にもつながります。

復習のしかたや，日常生活の中で取り
組める工夫を各学年で紹介しています。
シャドーイングやディクテーションな
ど，英語力を高めるさまざまな方法に
ふれることができます。

ポイント 2 「生きて使える英語力」が身につく
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持続可能な世界へ向けて

1 世界と日本を知る  〜私たちの軌跡と現在〜

2 日常生活から社会への視野を開く
3 未来をつくる知性と感性を育む
4 SDGsの達成をめざして

　世界には，私たちの知らないことがあふれています。

　多様な人々がいて，多様な文化があり，また多様な課題があります。

　国際社会のさまざまな課題を解決するための目標，SDGsの達成に向けた

取り組みは，これからますます重要になっていくでしょう。

　次代を担う中学生に，世界の多様なあり方と課題を見つめ，「自分のこと」

として向き合ってほしい――それが『ONE WORLD』に込められた思いです。

　世界と日本を知り，豊かな感性で，グローバルな課題に身近な場所から取り

組む。そのために役立つ題材をふんだんに盛り込みました。

ポイント 3
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世界と日本を知る 〜私たちの軌跡と現在〜

世界への視野を広げ，日本の文化・伝統を見つめなおす題材

1 ポイント 3 持続可能な世界へ向けて

1年  Lesson 5　School Life in Two Countries

ビデオ通話で，オーストラリアの中学生と交流します。日本の学校
生活とどのような違いがあるのでしょうか。

3年  Review Lesson　Washoku, or Japanese Cuisine

ユネスコ無形文化遺産に登録されている「和食」の世界的人
気の秘密はどこにあるのでしょうか。

1年  Lesson 8　Holiday in Hokkaido
3年  Lesson 2　The Eagles in Hokkaido

2年  Lesson 8

Rakugo in English

英語落語に取り組む桂
かつら

かい枝
し

さんがアヤ
たちの学校に来校。落語『動物園』を演じ
てもらいます。

北海道の美しい自然や動物を紹介します。3年
生では，環境問題との関連についても考えます。

2年  Review Lesson　Ms. King’s Trip with Her Friend

キング先生が友人と，しまなみ海道でのサイクリングや俳句で有名
な松山市の散策を楽しみます。

1年  Lesson 4　Our Summer Stories

日本とアメリカ，それぞれの夏休みの思い出が描かれます。メイと
アヤは日本の夏を，ボブはアメリカの雄大な自然を満喫します。

2年  Lesson 6　Castles and Canyons

アメリカからボブのいとこが来日しました。互いの国の名所を紹介
しあいます。

2年  Project 2

沖縄，長崎，タイのアユタヤ遺跡，ボリビアのウユニ塩湖など，日本
と世界で行ってみたい場所を自由に選んで紹介する活動を行います。

3年  Lesson 1　Aya Visits Canada

アヤが『赤毛のアン』の島にホームステイし，さまざまな風物にふれ
ていきます。

2年  Lesson 5　How to Celebrate Halloween

ハロウィーンの起源を調べ，ブラジルや日本の伝統行事との類似点
や相違点を探ります。

カリキュラム・マネジメントでつながる理解
　『ONE WORLD』には，「主体的・対話的で深い学び」をもたらすカリキュラム・マネジメントに活用できる題
材が豊富に取り入れられています。ここでは，他教科や学校行事・活動と連携して学習できるレッスンの一部
を紹介します。別添資料の「教科書の構成と内容」では，より多くの連携例を紹介しています。ご参照ください。

学年 該当レッスン レッスンタイトル 関連する教科 内容・テーマ設定の例

1 Lesson 8 Holiday in Hokkaido 社会（地理） 日本の地理（北海道）

1 Lesson 9 Helping the Planet 社会（地理・公民） 環境問題（温暖化・ゴミ処理問題）

2 Reading 1 Six Amazing Things about Penguins 理科（第２分野） 動物の生態

2 Lesson 6 Castles and Canyons 社会（地理／歴史） アメリカの地理／☆日本の歴史，史跡

3 Review Lesson Washoku, or Japanese Cuisine 社会（公民） ☆伝統文化，異文化交流

3 Lesson 3 News and Ads 社会（公民） ☆情報化社会，メディア，異文化交流

3 Reading 1 Audrey Hepburn 社会（歴史／公民） ☆第二次世界大戦／平和，国際支援，国際機関

3 Lesson 6 Why do We Have to Work? 国語／社会（公民） ディスカッション／☆働くこと，ジェンダー平等，他者の意見の尊重

3 Further Reading 3 Free the Children 社会（公民） ☆児童労働，人権，国際社会の抱える問題，国際支援

＜他教科との連携の例＞　☆は，学習時期が比較的近く，特に連携しやすい内容です。

行事・活動 学年 該当レッスン レッスンタイトル 活用の例

自己紹介 1 Lesson 1 Hello, New Friends ネームカードの作成・クラスメイトとの交換

夏休み 1 Lesson 4 Our Summer Stories 夏休みの思い出の記録・発表

冬休み 1 Lesson 8 Holiday in Hokkaido 冬休みの予定の記録・発表

職場体験 2 Lesson 4 Workplace Experience 職場体験の記録・発表

遠足・修学旅行 2 Lesson 6 Castles and Canyons 訪問先の紹介

学級活動 3 Lesson 7 Debating Doggy Bags ディベートの方法・注意事項

＜学校行事・活動との連携の例＞　学校行事や活動とも連携が図りやすいよう，レッスンの配置を工夫しています。

ポイント 3

持続可能な世界へ向けて

66 sixty-six

Part 1

Kenta: Here we are.  That’s the Great Buddha.

Emily: It’s really huge!  How tall is it?

Kenta: Let me see.  The guide book says it’s 13.35 meters 

tall.  It’s taller than our school!  Our school is a 

three-story building.

Emily: Is this the tallest Great Buddha in Japan?

Kenta: I don’t know exactly, but some others are much 

taller than this one.

Emily: I see.  I love Kamakura.  It’s one of the oldest towns 

in Japan, so there are many interesting temples and 

shrines.

ボブのいとこのエミリー（Emily）が，日本を訪れています。ボブ，アヤ，ケンタ，メイが，鎌
かま

倉
くら

を案内しています。

高さや古さなどを比べて，違いを伝えよう。Goal

Read Aloud

 Here we are.
さあ，着いた。

 Great Buddha
[gréit bú:d@]
大仏

 13.35＝
thirteen point  
three five

 than  [D@n]

 story

 building  [bíldi/]

Question

Why does Emily love 

Kamakura?

Words & Phrases

5

10
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発音　[r]  read, recommend, restaurant　  [l]  look, love, let’s76 seventy-six

Part 1 どれを選ぶかたずねたり，その理由をたずねたりしよう。Goal

休日に，ケンタたちは中
ちゅう

華
か

街
がい

に来ています。

 gate

 co
▼
lorful

 sign

 Chi
▼
natown  中華街

 which

 recomme
▼
nd

 its

 spri
▼
ng roll（s）  春巻

Kenta: Look!  That gate is really colorful!

 Bob: What does that sign say?

Kenta: It says “Chinatown.”  I’m very hungry!  

 Which restaurant do you recommend, Mei?

 Mei: Let’s eat at this restaurant.  

 Bob: Why do you recommend that restaurant?

 Mei: Because its spring rolls are delicious.

Kenta: What are spring rolls?

 Mei: Harumaki in Japanese.

Kenta: Oh, I love them!  Let’s go there!

Question

メイがレストランを勧
すす

め
た理由は何ですか。

Words & Phrases

Read Aloud

5

10
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日常生活や身近な話題から，社会や将来を考える題材 好奇心を伸ばし，思考や共感の力を高める題材

日常生活から社会への視野を開く2 未来をつくる知性と感性を育む3

1年  Lesson 6　Lunch in Chinatown

アヤたちが中華街で，日本の中にある海外の文化を楽しみます。

1年  Lesson 3　My Favorite Person

活動を通じて，さまざまな分野で活躍する人物につい
て発見を広げることができます。

3年  Lesson 4　Sports Legends

オリンピック選手について話し合うとともに，スポーツ
選手を支える人にも焦点を当てます。

1年  Lesson 7

Symbols and Signs

クイズでさまざまな標識の意味
を考えます。また，絵で意味を
伝達するピクトグラム（絵文字）
についても学びます。

2年  Lesson 4　Workplace Experience

職場体験を通して知ったことや感じたことを，話したり書いたりして共有します。

3年  Lesson 7　Debating Doggy Bags

残った食事を持ち帰るドギーバッグの利用について，賛成
派と反対派に分かれてディベートを行います。

2年  Lesson 9　Gestures and Sign Language

国や地域によるジェスチャーや手話の違いについて学
び，コミュニケーションについての視野を広げます。

2年  Reading 3　The Gift of Tezuka Osamu

日本を代表する漫画家・手塚治虫。その生涯と作品に通
底するメッセージを追います。

2年  Reading 1　Six Amazing Things about Penguins

ペンギンのあまり知られていない驚くべき事実に迫ります。

2年  Lesson 7

The Gift of Giving

チャリティイベント「サ
ンタラン」にふれ，「与え
ること」の意味を考えま
す。

3年  Lesson 3　News and Ads

インターネットで海外のニュースやコマーシャル動画に
ふれ，現代のメディアの中で使用される英語を学びます。

85eighty-five

Lesson  7-2

Words & Phrases

 negative  [nég@tiv]

 side  [sáid]

 define（d）  [difáin(d)]

 discard（ed）  
[diskÁ:‰d(id)]

 eaten  [í:tn] ＜  eat
の過去分詞形

 unused  [√njú:zd]

 process  [prÁses]

 preparing  [pripé@ri/]
＜  prepare  [pripé@‰]

 store

反対派からの質問

Question

What is food loss, and 

what is food waste?

Questions from the negative side.

What is the difference between food 

loss and food waste?

Food loss is defined as “discarded 

food that can be eaten.”  Food waste 

means “unused food discarded in the 

process of preparing food.”  It also 

includes stored food that has spoiled.

Thank you.  That’s all.

Useful Expressions

司会をするとき
・Let’s discuss ～.  ～について討論しましょう。
・It’s your turn.  あなたの番です。
・Would you please explain the reason?　理由を説明していただけますか。
話し終えるとき
・That’s all.  以上です。
・Thank you.  ありがとうございました。

5
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1年  Further Reading　The Letter

小学校国語の教科書に取り上げられている，アーノルド・ローベル
の『お手紙』を英語で鑑賞します。

46 forty-six

Lesson 3
Who Is Your Favorite Person?

Hanyu Yuzuru
Birthday: December 7, 1994
From: Miyagi
He is a great figure skater.  
He has two Olympic gold medals (2014 and 2018).  
He can perform many kinds of beautiful jumps. 

Ishikawa 
Kasumi
Birthday: February 23, 1993
From: Yamaguchi
She is a professional 
table tennis player.  
She played for the Japanese table 
tennis team in two Olympic games.
She can shoot a really sharp smash. 

参考資料Activity 3

046-047_eigokyokasho1_NTK_F3.indd   46 2019/04/17   10:30

47forty-seven

Hanyu Yuzuru
Birthday: December 7, 1994
From: Miyagi
He is a great figure skater.  
He has two Olympic gold medals (2014 and 2018).  
He can perform many kinds of beautiful jumps. 

Osaka 
Naomi
Birthday: October 16, 1997
From: Osaka
She is a great tennis player.  
She can serve a very powerful fastball.
She speaks English and Japanese.

Fujii Sota
Birthday: July 19, 2002
From: Aichi
He is a professional shogi player.  
He can defeat the best shogi players in Japan.
He has a record of 29 straight wins.

046-047_eigokyokasho1_NTK_F3.indd   47 2019/04/17   10:30

感性を刺激する読み物教材
　ほかにも，心を動かす数多くの読み物（Reading）
が学習を彩ります。

・Fox and Tiger（1年）
・An Old Woman and a Dog（1年）
・The Golden Dipper（1年）
・Stone Soup（2年）
・Somebody Loves You,
   Mr. Hatch（2年）
・Painting the Fence（3年）
・John Mung（3年）

ポイント 3

持続可能な世界へ向けて
ポイント 3

持続可能な世界へ向けて
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SDGsの達成をめざして4 ポイント 3 持続可能な世界へ向けて

2年  Lesson 2　Our Energy Sources

風力発電や太陽光発電などの
再生可能エネルギーについて
のスピーチを通じて，その利
点と課題について考えます。

116 one hundred sixteen

Part 3

イントネーション　It shows the amounts of trash in Singapore（ ）, Japan（ ）, and the U.S.（ ）

メイがゴミ処理の問題について発表しています。

ものがあるかどうか，たずねたり答えたりしよう。Goal

Is there a piano in your house?  
—Yes, there is. / No, there isn't.
Are there many comic books in your house?
̶Yes, there are. / No, there aren’t.

Key Sentences

「～はありますか」と質問する

✔  質問する場合は Is  ［Are］there...? のようにし
ます。

✔  受 け 答 え は Yes, there is  ［are］.／No, there 
isn’t  ［aren’t］. のようにします。

Notes

 Look at this table.  It shows the amounts of trash in 

Singapore, Japan, and the U.S.  Then, look at these graphs.  

Japan burns 80 percent of its trash and recycles 20 percent.  

On the other hand, Singapore burns 38 percent of its trash and 

recycles 60 percent.  Singapore is a small country, and there 

isn’t much room for landfills, just like Japan.  Recycling is very 

important.  

table

 amo
▼

unt（s）
 trash

 graph（s）
 burn（s）
 perce

▼
nt

 on the other hand

room

 la
▼
ndfill（s）

Words & Phrases

Read Aloud

Dan と Kumi の会話を聞いて，Kumi の学校に次のものがいくつあるか数字を書こう。Listen

Where Does It Go? Amount of Trash

Singapore  7.5

Japan 43.2

U.S. 254
（年間総量，単位 100 万トン）

1 音楽室［　　　　　］つ　　 2 コンピューター［　　　　　］台

Singapore

38%

2%

60%

Japan

80%

1%
20%

53%34%

13%

U.S.

■ Burned
■ Buried
■ Recycled

出典）Singapore, U.S.: Wall Street 
Journal 電子版 2015 年 9 月 13 日付　
Japan:『日本国勢図会』2018／19
年度版

5

112-117_eigokyokasho_NTK_F3.indd   116 2019/04/17   10:46

3年  Reading 2　My Prayer for Peace

『原爆に遭った少女の話』，『この世界の片隅に』などの作品を取
り上げながら，戦争の脅威や平和について考えます。

3年  Further Reading 2　Counting on Katherine Johnson

差別と困難を乗り越えてNASAで活躍したアフリカ系アメリ
カ人女性，キャサリン・ジョンソンの生涯は，人々の心を勇気
づけてくれます。

3年  Further Reading 3　Free The Children

貧困や強制労働に苦しむ子どもを救うため，12歳で行動を起こしたク
レイグ・キールバーガーの活動を紹介します。

2年  Lesson 1　Service Dogs

盲導犬や聴導犬について調べ，その役割への理解を深めます。

2年  Lesson 3　Design in Our Life

汚れた水を清潔な水に変える製品などを紹介し，人々に
役立つデザインの工夫に着目します。

SDGsとは？
　SDGs は，Sustainable Development 
Goals（持続可能な開発目標）の略称であり，
国際社会が抱える環境や貧困，人権や平和な
どのさまざまな課題を解決するために，国連
サミットで採択された国際目標です。2030年
までの目標達成に向けて，右の17のゴールと，
169のターゲットが設定されています。

教育出版とSDGs
　教育出版は，長年にわたり「地球となかよし」というスローガンを掲げてきました。これは，

「人や自然を大切にしながら，共に生きていこう」とする理念を込めたスローガンです。教育
出版はこの理念にもとづいて SDGsの達成に努め，さらにSDGsに寄与する「持続可能な開
発のための教育（ESD）」の推進にも積極的に取り組んでいます。また，印刷する紙には再生
紙を，印刷するインキには植物油インキを使用するなど，環境への配慮を徹底しています。

語句のリズム　in the world, on the earth, in the morning112 one hundred twelve

Part 1 メイとケンタが，環
かん

境
きょう

問題についてレポートを書くという宿題について話しています。
印象や感覚などを伝えよう。Goal

Question

What env i ronmenta l 

p r o b l e m d i d K e n t a 

choose?

look

 fi
▼
nish（ed）

 late

 environme
▼
ntal

 pro
▼

blem

 choose

 glo
▼
bal wa

▼
rming

 se
▼
rious

 cli
▼
mate

 e
▼
verywhere

 earth

 me
▼
lt（ing）

 a
▼
lso

 se
▼
a level　海水面

 i
▼
sland（s）

 disappe
▼
ar

 fu
▼

ture

 Mei: You look sleepy, Kenta.

Kenta: Yes.  I finished my English homework late 

last night.

 Mei: What environmental problem did you choose?

Kenta: Global warming.  It’s a very serious problem 

today.

 Mei: You’re right!  The climate is changing 

everywhere in the world.

Kenta: The ice on the earth is melting.  Also, the 

sea level is going up and some islands may 

disappear in the near future.

 Mei: That sounds really scary!

Words & Phrases

Read Aloud

5

10
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1年  Lesson 9　Helping the Planet

地球温暖化やゴミ処理問題などの環境問題について調べ，解
決へ向けた取り組みを模索します。

地球や人々の今とこれからを見つめる題材

ポイント 3

持続可能な世界へ向けて
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　「まなびリンク」は，教科書に掲載されたQRコードやURLからアクセスする，無料のウェブコンテン
ツです。教科書本文やActivities Plus（→p.18）の音声を聞くことができます。場所を選ばず何回で
も繰り返して聞くことができるので，家庭学習に活用でき，リスニング力の向上に役立ちます。

　『ONE WORLD』は，すべての生徒にとって見やすく，読みやすく，学習しやすい教科書をめざして，
学習者の立場からさまざまな工夫を取り入れています。

105one hundred five

Gestures and Sign Language9
Lesson

Speak about gestures and sign language!

Do you know about gestures in different cultures?

105_eigokyokasho2-M_KTG_01.indd   105 2020/03/06   11:14

QRコードやURLを使っ
て，「まなびリンク」サイ
トにジャンプ！

3学年合計で150本以上
の音声データにアクセス
することができます。

「まなびリンク」で『もっと学びたい！』にこたえる すべての生徒のための配慮

ユニバーサルデザインへの配慮
　色覚の個人差を問わず，色の識別がしやすいよう，カラーユニバーサルデザイン（CUD）に基づく
配色を用いています。CUDの専門機関による審査を受け，認証マークを取得しています。
　日本語の活字には，見やすく，読みまちがえにくいユニバーサルデザイン・フォントを使用して
います。

読みやすさのためのさまざまな工夫
・余裕のある行間や余白を確保するとともに，

ローマン体とブロック体の書体を機能的に使
い分けています。

・英文は，生徒が読み取りやすいように，折り
返しの長さを工夫してあります。

・Further Readingでは折り返しの長さを広げ，
長い文章でも意味が取りやすくなるよう配慮
しています。

切り取りやすい!
ミシン加工入り
巻末カード
　各学年の巻末カー
ドにはすべてミシン
加工が入っています。
手で簡単に切り取っ
て，すぐに授業で使
うことができます。

学びのユニバーサルデザイン12

▲ 1年 p.118

▲ 1年 p.16

▲ 1年Word List

学びやすい紙面

全体を通してデザインを統一し，必要な情報を素早く取り出せるような
レイアウトに配慮しました。

▼   色覚特性に配慮した
カラーユニバーサルデザインに基づく配色

色覚の個人差を問わず，識別しやすい配色を用いるとと
もに，色調以外でも区別できるように配慮し，だれに
とっても学習しやすい紙面を工夫しました。

▼読みやすくする工夫

▼わかりやすくする工夫
●   日本語の活字は読みやすいユニバーサルデザイン・
フォントを用いました。

●   また，長い文章は読みやすい改行に配慮しました。
●   英文は，生徒が読み取りやすいように，折り返しの長
さを工夫してあります。

●   Readingでは折り返しの長さを徐々に広げ，長い文
章でも意味が取れるようになるように配慮しています。

大切な基本文は目立つ
色とデザイン処理をして
います。

図版にハッチングの
処理をしています。

ラインを用いて，本文と，基本文
やActivityを区別できるレイア
ウトをしています。

色の帯を用いて，欄外に
音声の注意事項をまとめ
ています。

色についての情報が公平に
伝わる色使いをしています。

文字が小さくなるページも，
ユニバーサルデザイン・
フォントでより読みやすく
なっています。ユニバーサルデザイン・

フォント

ば
ふつうのフォント

ば

28 29

▲ 1年 pp. 86-87

▲ 1年 pp. 56-57

⑥

２年学習到達目標 関連箇
か

所
し ょ

自己評価

聞
く
こ
と

①  はっきりと話してもらえば，短いスピーチや説明のあらましや大事な部分を理解することが
できる。 Tips 1など

②活動のやり方などの説明や指示を聞いて，適切に応じることができる。 Tips 1 など

読
む
こ
と

①手紙などの文章を読んで，書き手の意向（伝えたいこと）を理解することができる。 Tips 2 / Reading / L. 8-3 / Further Readingなど

②ポスターなどを読んで，自分に必要な情報を読み取ることができる。 視覚資料など

話
す
こ
と

【
や
り
取
り
】

①知らない語句があっても別の表現を使ったりしながら会話を続けることができる。 Tips 6 / Activities Plusなど

②教科書の題材について知っていることや読んだ内容の感想などを伝えることができる。 各レッスンのとびら / L. 1-1, 2, 3 / L. 3-2, 3/ L. 5-3 / L. 6-1/ L. 7-2, 3 / 
L. 9-1など

話
す
こ
と

【
発
表
】

①身近なものや人物について，その特
とく

徴
ちょう

などを即興で相手に説明することができる。 L. 3-1など

②メモをもとに，大事なことを落とさずに相手に伝えることができる。 Projectなど

③読んだことの内容について，絵や図などを参考にしながら，相手に伝えることができる。 Tips 4 / L. 8-2など

書
く
こ
と

①考えを整理して，まとまりのあるスピーチ原稿を書くことができる。 Tips 3 / Tips 5など

②自分の経験や感想を読み手にわかりやすく書くことができる。 L. 6-3など

③教科書の文章に，自分で考えた英文を加えて書き，話を発展させることができる。 L. 2-1, 3 / L. 4-2 / L. 5-1, 2 / L. 8-1 / L. 9-2, 3など

学習到達目標をどれくらい達成できたか，自分で確認しよう。
自己評価欄

らん
のマークを○で囲もう。

３年学習到達目標
聞
く
こ
と

①社会的な話題であっても，はっきりと説明されれば，要点を理解することができる。

②自分の考えと比較しながら，話し手の考えを理解することができる。
読
む
こ
と

①社会的な話題の文章を読んで，書き手がもっとも伝えたい大事な部分を理解することができる。

②物語や説明を読んで，ものごとの順序や大切な部分を理解しながら，内容を理解することができる。
話
す
こ
と

【
や
り
取
り
】

①わからなかったことなどを聞き返したりしながら会話を続けることができる。

②社会的な話題であっても，準備をすれば考えたことや感じたことなどを述べ合うことができる。

話
す
こ
と

【
発
表
】

①準備をすれば，聞き手を説得するスピーチやプレゼンテーションを行うことができる。

②さまざまな話題について，即興で自分の考えを述べることができる。

③教科書の内容について，自分で調べたことを加えるなどして，事実や感想を述べることができる。

書
く
こ
と

①理由や例をあげて，相手に説明する短い文章を書くことができる。

②構成を考えて，読み手にわかりやすいまとまりのある文章を書くことができる。

③聞いたり読んだりしたことについて，自分の考えを書くことができる。

付 録
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C O N T E N T S Review Lesson Ms. King’s Trip with Her Friend ･･･････････････････ 4

How to Celebrate Halloween ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 55

［外国の文化：ハロウィーン］

不定詞（howなど＋ to do, It ～ to do）
I know how to make ～. / I didn’t know what to do next.  

It is interesting to learn about ～.  

Lesson

5

Tips ❹ for Speaking 身近なものや人を説明する････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 64

Workplace Experience ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 45

［職業，社会：職場体験］

動名詞，SVOO=that節
I enjoyed working at a bookstore. / Playing tennis is a lot of fun. 

Kenta’s mother told me that ～.  

Lesson

4

Tips ❸ for Writing マッピング図を描
えが
いてまとまった文章を書く････････････････････････････････････････････････････････ 54

Service Dogs ･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 9

［福
ふく

祉
し

，動物：介
かい

助
じょ

犬
けん

］

SVOO, that節
My father gave me this book.  

I think that ～. / I’m sorry that ～.  

Lesson

1

Tips ❶ for Listening 情報の聞き取り方････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 18

Our Energy Sources ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 19

［自然科学，環境：エネルギー問題］

過去進行形，when節，if節
When I came home, my father was watching TV.  

I like soccer because ～. / If it is fine next Sunday, I will ～.  

Lesson

2

Tips ❷ for Reading 書き手の意向をとらえる････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 28

Useful Expressions 校舎案内････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 29

Design in Our Life ･･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 31

［社会，科学技術：デザインの役割］

不定詞
I want to have ～. / Some African people use pots to carry water.  

I don’t have time to watch TV today.  

Lesson

3

Reading ❶ Six Amazing Things about Penguins ･･････････････････････････････････････････････････････････････ 42

Project ❶ あなたの夢を語ろう････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 40
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108 one hundred eight

世界には貧困や強制労働などの過
か
酷
こく
な環

かん
境
きょう
に生きる子どもたちがたくさんいます。その事実を知り，カナダの 12歳

さい
の少年ク

レイグが行動を起こしました。

Free The Children

 For Japanese children, school is part of everyday life.  However, for 

nearly 170 million children under 18 years old around the world, school is 

only a dream.  For them, everyday life means work—in many cases, dirty 

and dangerous work for very little money.  This problem is called child 

labor.  Figures 1 and 2 show us the areas with the most serious situations.  

Many child laborers live and work in Africa and Asia.  Some people might 

think it’s not their problem, but other people all over the world are 

working to stop child labor now.

free　解放する，自由にする　　Free The Children　フリー・ザ・チルドレン　　nearly  [ní@r li]　ほとんど，だいたい　
dangerous  [déindZ@r@s]　危険な　　little　わずかな，ほとんどない　　child labor　児童労働　　figure（s）　図　　
laborer（s）  [léib@r@r(z)]　労働者　　Africa  [¡frik@]　アフリカ　　Asia  [éiZ@]　アジア　　

Words & Phrases

Where do many child laborers live and work?

Further Reading 3

5

出典：  International Labour Office (ILO), International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC), Marking progress against child labour - Global estimates and trends 2000-2012  (2013)
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Figure 1 
 児童労働に従事している子ども（5歳

さい
から17歳）の地域ごとの人数，2012

年時点推計

Figure 2 
 児童労働に従事している子ども（5歳から17歳）の地域ごとの割合，2012
年時点推計
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1one

3年生へ

　Projectでは，そこまでに学習してき
たことを総合的に活用して，友達と協
力しあいながら課題を達成します。

Key Sentences そのPartで学ぶ重要表現です。

Words & Phrases   太字の語句は意味を理解して，書ける
ようになりましょう。

Question  Partの内容確認のための問題です。

Read Aloud   本文の音読練習をした回数を記録する
欄です。

Tool Kit   Partの重要表現を応用するための語句
を示しています。

And More Words   活動を広げるための語句を示していま
す。

　　
 聞く活動  読む活動

　　
 話す活動（やりとり）  話す活動（発表）

　　
 書く活動

使われている記号について

例 ① ③ ④② ⑤

4 Activities Plus 5

Lesson 7

Lesson 9Lesson 8

　Projectでは，そこまでに学習してき
たことを総合的に活用して，友達と協

Project

2

Project

3

いっしょに楽しく
学んでいこう！

Reading ❷

Tips ❻ for Reading
Reading ❸
Further Reading

英語の学習を通じて，どのような
ことができるようになるのかを一
覧表にしています。

Can-Do　自己チェックリスト

Tips ❺ for Speaking
Useful Expressions
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見やすい配色を用いるだけでなく，
図版にパターンの模様を入れるな
ど，色調以外でも区
別できるよう配慮し
ています。
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▲▲「まなびリンク」のサイト画面

30 31



　『ONE WORLD』は教師用指導書も充実。教科書本文の詳細な文法解説，毎時の指導案，具体的な評
価方法やリスニングのスクリプトなど，多方面からのアプローチで授業をサポートします。指導書には，

「Teacher’s Book（朱書編）」・解説編などのほか，CD-ROMや音声CDのついた『Teacher’s Manual 
セット』と，豊富なリスニング素材を収録する『Teacher’s Manual 音声編』の2種類があります。

▶︎Teacher’s Book（朱書編）※分売品の発行も予定しています。
　教科書同型の紙面に，授業に必要な情報を色刷りで掲載しています。生徒が持っている教科書と同様
の紙面を見ながら，リスニングのスクリプトや指導上の注意点などを即座に確認できます。

▶︎Team Teaching編
　教師とALTによるティームティーチングの指導案を英語で掲載。ALTと指導の計画を共有することで，
より充実した授業を展開することができます。言語活動で活用できるワークシートも収録しています。

▶︎評価・テスト編
　年間指導計画案・評価計画案にもとづく，具体的な評価基準や評価の方法などを示しています。評価
活動用のワークシートや，定期考査に活用できるリーディング・リスニングの設問も掲載しています。

▶︎データCD-ROM / リスニングCD
　CD-ROMには，教科書本文とその和訳，リスニングのスクリプト，各種ワークシート，『指導編』の年
間指導計画案・評価計画案などのデータが収録されています。リスニングCDには，教科書のリスニン
グ問題の音声が収録されています。

▶︎ワークシート編
　教科書のTool Kit，Task，Projectなど，さまざまな活動をより効果的に行うためのワークシートで
す。コピーして，課題提出用シートや生徒の理解の確認用シートなどとして活用できます。

　教科書本文（リーディング教材を含む），新出語句，キーセンテンス，リスニング問
題の音声など，授業の際に必要な音源を網羅したCD編です。

※指導者用デジタル教科書（教材）をご購入いただくと，より効果的にご指導いただくことができます。
※これらの商品は企画中のため，内容・仕様等は変更することがあります。また，掲載している紙面は制作中のものです。

▶︎解説編
　語法の詳細な解説，本文の訳例，設問の解答例，扱われている題材の背景など，教科書内容に関わる
幅広い情報を詳しく掲載しています。

▶︎指導編
　年間指導計画案・評価計画案や，板書例・口頭導入例などを含む毎回の授業の指導内容案など，授業
の進行・展開に直接役立つ情報を収録しています。

教師用指導書で授業をサポート

Teacher’s Manual セット（6分冊＋CD-ROM+CD）

Teacher’s Manual 音声編（CD）

92 93

Lesson 8-1

Key Sentences

I didn’t know when your birthday is.
（わたしはあなたの誕生日がいつかわかりませんでし
た。）
I know who wrote this letter.

（わたしはだれがこの手紙を書いたかわかります。）

掲載イラスト・写真について

　レッスン扉の右の写真は，ブルネイで英語落語を演
じる桂かい枝さんの様子。イスラム教国のため，女性
がトゥドゥン（ムスリム女性が頭髪を隠すために着用
する頭巾）が見えている。
　左は，アメリカでの公演の際の客席の様子。満席の
客席には，日系人らしき人に混じって，多様な人種の
人々も見え，客席は笑いに包まれている。
　p. 96の写真は，落語「時うどん」を演じている桂か
い枝さんのアップ。左手で器をもち，右手に持った扇
子を箸に見立てて演じている。

Tool Kit　

●ねらい：疑問詞＋ to do を含む文を使って，「～を
わたしは知らない」と説明する substitution drill。
●解答
❶ I don’t know how to play golf.
❷ I don’t know where to go now.
❸ I don’t know what time to begin the party.

Listen　

●ねらい：リスニングの活動である。疑問詞＋ to do 
を含む対話を聞いて，正しい情報を選択する。
●解答
❶決めていなかった　　❷知っている
❸ L u c y

スクリプト（p. 31）  3-32～33 / 12

 Lucy:  Risa’s birthday is coming soon.  Let’s have 
a party for her!

 Koji:  That’s a good idea.  I want to get her a 
present, but I don’t know what to buy.

 Lucy:  Well ..., how about a T-shirt?
 Koji:  Good idea!  But I don’t know any good 

   shops.  Do you know where to buy a cool 
T-shirt?

  Lucy:  There’s a great shop next to the supermarket.  
We can go tomorrow.

 Koji:  Thanks.  So when is the party?  Risa is 
really busy!

 Lucy:  Well ..., she has her piano lesson on 
Saturday, so how about Sunday afternoon?

 Koji:  OK.  Let’s ask her!

●スクリプト和訳
ルーシー：  リサの誕生日がもうすぐ来るね。彼女のた

めにパーティーをしましょう。
　コウジ：  それはいい考えだ。ぼくは彼女にプレゼン

トを手に入れたいのだけど，何を買うべき
かわからない。

ルーシー：  ええっと，Tシャツはどう？
　コウジ：  いい考えだね。でもぼくはいいお店を知ら

ないんだ。どこでかっこいいTシャツを買
うべきか知ってる？

ルーシー：  スーパーマーケットのとなりにすばらし
いお店があるの。明日行けるよ。

　コウジ：  ありがとう。それで，パーティーはいつ？
リサは本当に忙しいんだ。

ルーシー：  ええ…，彼女は土曜日にピアノのレッスン
があるから，日曜日の午後はどう？

　コウジ：  いいね，彼女に聞いてみよう。

Think & Try!

●ねらい：疑問詞＋ to do を含む文を使って，やり方
を知っている人について書く。
●解答例
❶   My father knows how to play the guitar.  He 

sometimes plays for me.
❷   Emiko knows how to make a cake.  Her cakes 

are delicious! [Her cakes taste so good!]

本文訳例

アヤ： 桂かい枝さんが私たちの学校に来るのよ。
ボブ：  本当？　彼は英語で落語を演じるんだよね？

いつ来るかわかる？
アヤ：  来週の月曜日よ。彼は落語を演じるためにたく

さんの国に行っているのを知ってた？
ボブ：  どれだけたくさんの国を訪れたんだろう。それ

より，彼がどの落語を聞かせてくれるのか知り
たいな。

アヤ： 知っている落語の話があるの？
ボブ： 寿限無，時そば，まんじゅうこわい…。
アヤ：  わたしにはどんな話なのかもわからないわ。あ

なたがそんなに落語にはまっているなんて知
らなかったわ！

指導用教材の利用　

指導書 指導編：pp. 121～125
指導書 TT授業案編：pp. 28～29, 69
指導書 評価・テスト編：pp. 55～67
指導書 音声編CD：3-21～36

Part 1の目標（ねらい）　　  

「いつ・だれが」などの情報を「知っている・知らない」
などと表現することができる。

本文新出語句

laugh [lǽf] 動  笑う
react [riǽkt] 動  反応する
gesture(s) [dʒéstʃər(z)] 名  身ぶり，ジェスチャー
either [íːðər] 副  〔否定文のあとで〕～もまた…ない
hall [hɔ ː l] 名  ホール，広間
behind [biháind, bə-] 前  ～の後ろの［に］
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Part 1

Aya: Katsura Kaishi is coming to our school.

Bob: Really?  He performs rakugo in English, right?  Do 

you know when he’s coming?

Aya: Next Monday.  Did you know that he went to many 

countries to perform rakugo?

Bob: I wonder how many countries he visited.  More than 

that, I want to know which rakugo he is going to tell 

us.

Aya: You know some rakugo stories?

Bob: Jugemu, Tokisoba, Manju Kowai....

Aya: I don’t even know what kinds of stories they are.  I 

didn’t know how much you are into rakugo!

落語家の桂
かつら
かい枝

し
さんについて，アヤとボブが話をしています。

知っていることや知らないことについて伝えよう。
Lesson  8-1

Goal

落語好きなボブの気持ちを
想像しながら，本文をヒン
トにして書いてみよう。

Read Aloud

I don’t know when your birthday is.
I know who wrote this letter.

Key Sentences

Tool Kit

例
 
when our school 
trip is

1 where Tom lives 2  what sports Kana 
likes

3  who painted this 
picture

I know when our school trip is.

Think & Try!

ボブになりきって，桂かい枝さんについてアヤと話した日の日記を書いてみよう。次の
文に自由に 2～3文加えよう。

Question

When will Katsura Kaishi 

come to the school?

Katsura Kaishi is coming to our school next Monday.例

Aya told me some big news!

 perform（s）  
[p@‰fÓ:‰m(z)]

 wonder  [w-nd@‰]

Words & Phrases

会話を聞いて，内容に合う絵をそれぞれ選び，記号を○で囲もう。Listen

疑問文が別の文の中に含
ふく
まれた形を使う

✔  疑問文の語順は，元の「主語 + 動詞」の形に戻
します。

✔  疑問詞が主語の場合は，「主語 + 動詞」の語順
は同じになります。

Notes

A A A

B B B

（1） （2） （3）

5

10
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本書 p. 120 関連

知識・技能　R
School Life in Two Countries （評価活動用シート④）

Class (          )  No. (          )  Name (                                  )

電話で話しているケイトと由美の対話文を読んで，あとの問いに答えなさい。

 Kate: Hello.
 Yumi: Hello, this is Yumi.
 Kate: Hi, Yumi.
 Yumi: Our family has a party next Saturday.  Can you come?
 Kate: What time does it start?
 Yumi: At two.
 Kate: At two?  I can go.  Thank you.
 Yumi: Great.  Oh, it sounds noisy there!   Are you at home?
 Kate:  Yes, my brother and sister are playing computer games, and my father is playing 

the guitar.
 Yumi: Oh, can your father play the guitar?
 Kate: Yes, and my mother can play, too.  They sometimes play *together.
 Yumi: That’s great!  I *hear a voice.  Is your mother singing?  
 Kate: No, she is listening to music.  I’m sorry.  They’re really noisy.
　　　注：together 一緒に  hear 聞こえる

問１： 由美がケイトに電話した理由を日本語で書きなさい。

問２： ケイトの家族はそれぞれ何をしているところか，記号で答えなさい。ただし，同じ記
号を2回使うことができる。

  (1) 父親　　　　　
  (2) 母親　　
  (3) 弟　　
  (4) 妹

ア．ギターを弾
ひ

いている イ．歌を歌っている     

ウ．ゲームをしている エ．音楽を聴いている

Lesson 5 

問１

問２ (1) (2) (3) (4)

ワンワールド評価テスト編_活動用シート.indd   125 2020/03/05   14:31

教科書の紙面を縮小して
掲載しています。

各活動のねらいや解答を
確認できます。

具体的な評価の方法や項
目・基準を掲載していま
す。

文章読解，英作文，適語
選択，並べかえ，リスニ
ングなど，ワークシート
の問題形式は多彩です。

リスニングのスクリプト
だけでなく，その和訳も
掲載しています。

使用されている写真やイ
ラストに関する情報も紹
介しています。
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 perform（s）  
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Words & Phrases

5

10
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▶︎内容をとらえる基本ページ
　教科書本文は別画面で大写しにできます。音声の速さ
を調整したり，一部分だけを隠して本文を表示したりす
ることができるので，クラスの実態に合わせた授業づく
りを実現できます。また，意味の切れ目ごとに訳を表示
する「スラッシュ訳」は，内容理解に役立ちます。

　デジタル教科書を使用すると，授業や学習の幅が大きく広がります。豊富なコンテンツで教科書の指
導をサポートする「指導者用デジタル教科書（教材）」と，生徒が自由に書き込んで試行錯誤したり，考
えを共有したりするのに役立つ「学習者用デジタル教科書」をご紹介します。

▶︎使いやすい3つの基本機能
　教科書紙面には，「拡大」「ページ送り戻り」「ペン／消しゴム」の3つの基本機能がいつでも表示されて
います。好きなところにすぐに書いたり消したりすることができます。

▶︎充実の学習者支援機能
　さまざまな生徒を想定した，豊富な学習者支援機能を搭載しています。

　教科書内容に即した単語やフレーズなど
を，授業で扱いやすいカードにしました。

　大判カラー印刷のカードです。単元の導入で，教科書
の挿絵を追いながらストーリーを確かめたいときや，教
科書の写真を拡大して見たいときなどに活用できます。

こんなことができます！
●自動音声読み上げ　　●総ルビ（ふりがな）　　●分かち書き　　

●リフロー（たて書き／よこ書き変更，書体変更，文字サイズ変更，色変更，行間変更）

▶︎充実の動画素材
　英語落語や，英語の発音動画な
ど，ぜひ動画で見たい素材を多く
収録しています。単元の導入時や，
本文の読み取りの確認に使用でき
るのはもちろん，世界のさまざまなものにふれ，
見方や考え方を広げたり深めたりすることにも役
立ちます。

学習場面をつなぐ！ 広げる！ デジタル教科書・教材

さまざまな授業展開をサポートする周辺教材（備品）

指導者用デジタル教科書（教材）

フラッシュカード ピクチャーカード

学習者用デジタル教科書

▶︎4技能を培うしかけ
　教科書の活動に合わせた，さまざまなしかけを用意しています。

読 む 本文の理解を助ける「スライドショー」や，語句の確認・定着に便利な「フラッシュカード」など
の機能を搭載。

聞 く 本文だけでなく，リスニング問題でも音声の再生速度が調整できるので，きめ細やかな指導が
可能です。

話す・書く 各活動で表現例を表示することができ，生徒の思考を助けます。

スライドショー機能で，教科書の本文をイラストや
写真とともに少しずつ区切って表示したり，音声を
聞いたりすることができます。

フラッシュカードは設定を細かく調整することが可
能。生徒の理解に合わせた学習ができます。

リスニング問題では，解答やスクリプトを表示する
ことができます。

拡大

ページ
送り戻り

ペン／
消しゴム

教科書紙面と学習者支援画面の表示は，
タブの選択で簡単に切り替えられます。

表

裏

※これらの商品は企画中のため，内容・仕様等は変更することがあります。また，掲載している画面は制作中のものです。
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『ONE WORLD』のここが知りたい! Q & A

『ONE WORLD』では指導する語彙をど
のような方針で選定していますか。Q.

新学習指導要領では，中学校において，小
学校で学習した語（600 ～ 700語程度）に

1,600 ～ 1,800語程度の新語を加えて指導する
こととされています。
　『ONE WORLD』では，文部科学省の教材『Let's 
Try!』と『We Can!』，および教育出版が発行する
教科書『ONE WORLD Smiles』に基づき，「小学
校で学習したとみなした語」を621語選定しまし
た。
　新語としては，過去のさまざまな研究による
重要語，頻出語リストや教科書における掲載率
をふまえつつ，中学生のコミュニケーションや
言語活動に必要になると考えたものを選定しま
した（1年生605語，2年生575語，3年生483語，
計1,663語）。

A.

教科書で使用している書体について教え
てください。Q.

主に3つの書体を使用しています。
【1年生導入期の書体①】
小学英語教科書で使われているものと同じ，読み
やすさ，書きやすさに配慮した字形の書体です。

ABCDEFGHIJ　abcdefghij

A.

新学習指導要領では，中学校で現行にな
い新しい言語材料をいくつも学習するこ
とになります。教科書でどのように扱わ
れていますか。

Q.

4つの事例をご紹介します。
【S+be動詞+形容詞+that節】
　I'm sorry [happy] that ～と，出来事に対する
感想を述べる平易な表現として取り上げました。

【SVO+原形】
　Let me see. やLet me talk about ～ . といっ
た定型表現，〈help＋人＋動詞〉といった活用し
やすい表現として取り上げました。

【現在完了進行形】
　現在完了形の用法のうち，動作の継続を表すも
のと関連させて取り上げました。あわせて，旧版
教科書では1つのLessonで扱っていた現在完了
形を，2つのLessonにわたって丁寧に扱う形に
変更しました。

【仮定法】
　生徒にとって身近な形で扱えるように，友達の
悩みを聞いたり，友達にアドバイスしたりする場
面を題材として設定しました。「もし兄弟がいたら
～できるのに」，「私があなたの立場なら～するの
に」といった，感情がこもった会話を通じて，仮
定法への理解を深めることができます。

A.
不定詞や動名詞が1年生から使われてい
ますが，どのような意図によるのでしょ
うか。

Q.

2020年から教科となった小学校英語で，
want to ～，enjoy ～ ing，like ～ ing，

be good at ～ ingといった表現が定型表現とし
て指導されています。生徒が小学校で慣れ親しん
できたこれらの表現を，早い段階から素地として
活用しながらより深い学びにつなげるため，これ
らの定型表現に限って1年生から掲載していま
す。文法事項としての不定詞，動名詞については，
2年生のLesson 3, 4で学習します。

A.

過去形の学習時期が1年生のLesson 4と
なっていますが，どのような意図で配置
されているのでしょうか。

Q.

小学校英語で，went, ate, saw, enjoyed, 
wasなどの過去形の動詞が指導されていま

す。前述のwant to ～などと同様の考え方で，
これらを早い段階から素地として活用するため
に，Lesson 4に配置しています。過去形の使用
場面としては，小学校英語で指導されているのと
同じ「夏休みの思い出」を採用しています。

A.

新学習指導要領では，指導する語彙が大
幅に増加し，学習上の負担も懸念されま
す。教科書では語彙をどのように扱って
いますか。

Q.

語彙指導において，すべての語彙を同じよ
うに扱う必要はなく，聞いたり読んだりし

て意味を理解できるように指導したい語（受容語
彙）と，話したり書いたりして表現できるように
指導したい語（発信語彙）があると考えられます。
　受容語彙と発信語彙をすべての学習者に対して
一 律 に 規 定 す る こ と は 難 し い で す が，『ONE 
WORLD』では，主に本文で扱っている語（前述
の1,663語のうち1,130語）が最終的に発信語
彙となるよう指導したい語です。その中で，さら
に 986 語を「特に覚えたい語」として選定し，

A.

学習到達目標や評価については，教科書
でどのように扱われていますか。Q.

生徒が，中学校3年間の学習について見通
しを持って取り組めるようにするために，

教科書の裏見返しに「Can-Do自己チェックリス
ト」を設け，5領域にわたって英語でできるよう
になりたい項目をわかりやすく掲げています。各
Part等の冒頭に掲げた目標に向かって学習するこ
とで，英語でできるようになることが積み上がっ
ていきます。
　各Lesson末には，「Lesson ○ をふり返ろう」
のコーナーに3つのチェック項目を示していま
す。言語材料の理解と活用，5領域を通じた理解
や表現の活動，コミュニケーションの目的や相手
を意識した活動についてふり返ることができま
す。

A.

【1年生導入期の書体②】
書き文字にも，一般の印刷物に使われる書体にも
近く，小さいサイズでも可読性の高い書体です。
1年生中盤のLesson本文や，3年間を通じて活
動パートでも使用しています。

ABCDEFGHIJ　abcdefghij

【1年生Lesson 8以後の書体】
一般の英語の印刷物，とくに書籍や新聞で広範囲
に使われるローマン体の書体です。実社会で目に
することが多い代表的な書体に慣れ親しんでいく
ため，1年生の終盤から導入しています。

ABCDEFGHIJ　abcdefghij

Words & Phrases欄やWord Listにおいて太字
で示すことで，学習段階や生徒の実態に応じた指
導のご参考になるよう配慮しています。
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