
　『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『Teacherʼs Manual 
セット』と，豊富なリスニング素材を収録する『Teacherʼs Manual 音声編』の2種類があります。

▶ Teacherʼs 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

Teacherʼs Manual セット（6分冊＋CD-ROM+CD）

Teacherʼs Manual 音声編（CD）
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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

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。
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教科書の紙面を縮小して
掲載しています。

93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。

●スクリプト和訳
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。
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。
ええっと，Tシャツはどう？
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？
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。
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。
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？
いいね，彼女に聞いてみよう。

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。

Lesson 8-1

（わたしはあなたの誕生日がいつかわかりませんでし

（わたしはだれがこの手紙を書いたかわかります。）

   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!

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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