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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）
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する「NEW ONE WORLD」シリーズ
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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不定詞の副詞的用法，
 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
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ン
英
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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，2010

年に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

謎まで，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
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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 30 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 27 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 38 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 36 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 35 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／現在完了形の
受け身

413 57 6～ 8

Ⅲ

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

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

410 48 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 29 4～ 6

計 3761 403 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・配色である。

●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where, when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／
whether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+seems [appears] 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

p002-004_前付け_171026.indd   2 2017/12/26   14:56

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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既習の文法事項を徐々に
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習することで，定着を
図ります。
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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
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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。
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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。

日本には6世紀に中国から伝

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

難に立ち向かう不屈の

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

近年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

New

New

New
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興味を引く題材Ⅱ

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。

日本には6世紀に中国から伝

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

難に立ち向かう不屈の

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

近年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）
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（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 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／比較
を使ったさまざまな表現

293 41 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）

SVC（＝that節または疑問詞節）／ SVC
（現在分詞や過去分詞）／ SV（O）O（＝if
節／whether）

317 21 6～ 8

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

SVOC（＝現在分詞または原形不定詞）
の復習／ SVOC（＝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.［体調不良を訴える，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 44 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＋seems ［appears］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／動名詞の受身／
助動詞＋完了形 445 48 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）

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

437 32 8～ 10

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

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

477 43 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）

1035 67 5～ 6
Ⅲ

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

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，過去
分詞）

523 51 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 57 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 528 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，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・配色である。

●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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2 3

Lesson  The Secret Annexe   71

アンネの日記と隠れ家
can hardly ～／would have + 過去分詞 ～／S + find + O + C

Lesson  New Image of Babies   81

赤ちゃんの意外な能力
make it clear that S′+ V′／It is ... that ～／
enough +名詞+ to ～／ ... so that S can [may / will] ～

Lesson  Ancient Rome   93

文化的に豊かな生活を送るローマ人
how + S + V／It is thought ～ to ...／～，where ...／
few + 名詞，most + 名詞

Lesson  Tuna   105

日本人に愛されるマグロ
関係代名詞［whichの継続用法で，前の英文全体を指している］
／with +名詞～／It is known that ～／have been ～ ing

Lesson  Water Crisis   117

貴重な水資源
have been forced to ～／as much(many) ～ as ...／Reflecting 
on ～, we can see ...／It totally depends on you to

Reading  Unbeaten Tracks in Japan   129

明治初期の日本を探る

6
7

8

9

10

[　]    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
be   be動詞が使われる部分
do   動詞が使われる部分

idiom    覚えておきたい連語
   本文精読のためのヒント
   本文にかかわるトリビア

● Idiom List   137
● Word ListⅡ   153

● Word List Ⅰ   139

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

Reading Task Reading Task 1　フレーズ・リーディング   4

  Reading Task 2　トピック・センテンス   6

  Reading Task 3　代名詞の中身を読み取る   8

  Reading Task 4　時間的順序   10

  Reading Task 5　例示・追加・付加   12

  Reading Task 6　比較・対照   14

  Reading Task 7　原因・結果   16

  Reading Task 8　語句の意味の推測   18

   英語の歌   20

Lesson  Let’s Go to the Zoo!   21

動物園の中を見てみよう
help + 人 +（to）～

Lesson  The Food Culture   31

世界の食卓
not necessarily／make + O + do／Which hand ～ with?

Lesson  Another World under the Sea   41

海への誘い
～ the same way as ...／because of ~／関係代名詞［目的
格の関係代名詞が省略されている］

Lesson  The Most Beautiful Voice 
  in the World   51

世界の歌姫サラ・ブライトマン
one of the 最上級／never fail to ～／suggest that 人+

（should）+動詞の原形

Lesson  Endangered Languages   61

言語が消滅するとは
動名詞／比較級／no matter how + （形・副）～

1

2

3

4

5

CONTENTS

出　典
Lesson 6　The Secret Annexe  Anne Frank, Anne Frank House(Ruud van der Rol, Rian Verhoven). LRV-info, Kampen, the Netherlands, 1992. 
Copyright © Anne Frank House, Translated from Dutch by Tony Langham and Plim Peters. Rights arranged through Japan UNI Agency, Inc.
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目　次

文法の定着とともに，入試に

入試の長文対策
に役立つスキル

Ⅰ，Ⅱで学習した文
法事項を応用するこ
とで，長文を読解す
る力が身につきます。
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題材一覧

新鮮で生徒の

Reading Task
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

をめぐらせながら読んでみましょう。

（1330語）

Lesson 1（環境，共存）

Let’s Go to the Zoo!
動物園の中を見てみよう

誰もが一度は訪れたこと

がある動物園について，

その歴史や社会における

役割を学びます。動物園

の英文マップを見ながら，

日本と海外の動物園につ

いて考えます。（483語）

Lesson 2（健康，食育）

The Food Culture
世界の食卓

米や小麦，イモなどの主

食の違い，箸やナイフ・

フォークなどの食べる道

具の違い，食事のマナー

など，「食」にまつわるさ

まざまなものを通して異

文化を考察します。

（450語）

Lesson 3（環境，生命）

Another World under the Sea
海への誘い

海の中は私たちの住む地

上とは違った不思議な世

界が広がっています。そ

の世界を体験できるス

キューバダイビングの方

法や，いま海ではどんな

ことが起きているのかを

学びます。（467語）

Lesson 4（音楽，生き方）

The Most Beautiful Voice in the World
世界の歌姫サラ・ブライトマン

世界でいちばん美しい声と称さ

れるサラ・ブライトマン。彼女

の輝かしいキャリアや美しい歌

声は，持って生まれた才能だけ

ではなく，毎日のたゆまない努

力によって支えられています。

（440語）

Lesson 5（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

す強くなっています。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。

（459語）

Lesson 6（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。

（448語）

Lesson 7（科学，人間）

New Image of Babies
赤ちゃんの意外な能力

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。

（554語）

Lesson 8（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 9（科学，食文化）

Tuna
日本人に愛されるマグロ

昔から日本人のの食の一翼

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ていま

すが，理由はその生態にあ

ります。

（582語）

Lesson 10（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」という意識があり

ます。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。

（548語）

Reading（歴史，道徳） 

Unbeaten Tracks in Japan
明治初期の日本を探る

英国人イザベラ・バードが

記した，明治初期の日本の

紀行文を読みます。今から

140年ほど前，私たちより

も4 ～ 5世代前の日本人は

外国人の目にはどのように

映っていたのでしょうか。

（805語）

New

New
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32 33

Lesson2 The Food Culture

5

10

15

 Each country has its own staple food, a food 

which is commonly eaten every day.  Staple foods 

provide carbohydrates, which are our energy source.  

The major staple foods are rice, wheat, corn and some 

root vegetables.  Rice is eaten mainly in Asia, boiled, 

steamed, or sometimes made into noodles.  Wheat is 

eaten in Europe and North America.  It is usually 

ground into flour and made into bread or pasta.  Corn 

has been a staple food for people in South America.  It 

is ground and processed into bread, tortillas, or 

cornflakes.  The most common root vegetables are 

potatoes.  They are eaten as a staple food in various 

areas from South America to Europe.  Yam or taro are 

also eaten widely in Africa, tropical areas in Asia and 

in the Pacific.  Root vegetables are steamed, boiled or 

mashed.  

 Though we eat staple foods for every meal, they 

are not necessarily the main part of our diet.  

 世界の人々は日々の食事に何を食べているのでしょう。

1

2

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

1.  Which sentence best describes the feature of “staple foods”?

a. They are definitely the main part of our diet.

b. They are commonly eaten every day.

c. They are boiled, ground, and mashed.

2.  How is rice cooked?

a. It is steamed or boiled.

b. It is mashed.

c. It is ground into flour.

Listen & Choose

Read & Answer

Let's Check!

Part1 Comprehension 本文の概要を確認しましょう。

8 be made into ～
1 staple food  主食　　3 carbohydrate  炭水化物　　13 yam  ヤムイモ　　13 taro  タロイモ

農林水産省が定める主食（米，パン，麺）の量は，1日に米ならおにぎり５～７個，食パンなら５～７枚，うど
んなら2.5～3.5杯程度です。（農林水産省，食事バランスガイド）

idiom

commonly
[k!m6nli]
staple [stéipl] 
carbohydrate(s)
[k¡\Rbouháidreit(s)]
source [s$\Rs]
corn [k$\Rn]
root vegetable(s)
[rú\t vèdΩAt6bl(z)]
boil(ed) [b$il(d)]
steam(ed)
[stí\m(d)]
North America
[n$\R˙ 6mérik6]
pasta [p!\st6]
South America
[sáu˙ 6mérik6]
process(ed)
[pr!ses(t)]
tortilla(s)
[t4\Rtí\6(z)]
cornflake(s)
[k$\Rnflèik(s)]
yam [j@m]
taro [t!\rou]

mash(ed)
[m@ƒ(t)]

necessarily
[nès6sér6li]

not necessarily 「必ずしも～ではない」［部分否定］
　Though we eat staple foods for every meal, they are not necessarily the 
main part of our diet. [ll. 17-18]

Exercise
　次の英文の (     ) に適切な語を入れて英文を完成させましょう。
　My family (     ) always eat rice for breakfast.  For example, on Sundays we 
eat pancakes my mother makes and my older sister usually bakes bread and 
makes coffee by herself. 

pancake(s) [p@nkèik(s)]

feature [fí\tƒ6R]
definitely [déf6nitli]
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本文の内容理解を
図るリスニングの
問題

Read & Answer

本文の内容理解を
図る選択問題

本文中に出てきた
重要構文・文法の
まとめ

リード文

本 文

Comprehension
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トリビア
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注釈やイディ
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脚 注

1パート130語程度で
まとめてあります。
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Lesson2 The Food Culture

39

1. 本文の内容に合うように，(　　) 内に1語ずつ補いましょう。 
What people eat is different 1(  ) region to region.  Rice is eaten mainly 

in Asia, wheat in Europe and North America, and 2(  ) in South America.  

In addition, 3(  ) vegetables like potatoes are eaten widely in the world.  

How people eat is also related to each culture.  About 40 percent of people eat 

with their hands, about 30 percent eat with chopsticks and the other 30 percent 

with 4(  ): knives, forks and spoons. Each culture has its own eating 

manners, too.  For example, European or American people have their own 
5(  ) table setting.  In Japan, it is OK to 6(  ) when eating. It is 

important to 7(    ) and respect the food culture in each area. 

2. 次の問いに英語で答えましょう。
1.  What can corn be processed into?

2.  Why aren’t the left hands allowed to be used by people in some areas? 

3.  Which fork or knife should be used first in formal table setting?

4.  What should we understand in advance when we try foreign dishes?

3.  次の表は地域による主食や食べ方に関してまとめたものです。本文の内容に合う
ように， (　　　)にあてはまる適切な語を入れましょう。

Area Staple foods How foods are eaten

Asia, the Pacific rice, yam, taro hands, (             )
Europe wheat, (             ) cutlery
Africa yam, taro (             )
North America (             ) cutlery

 1. 動 stick ―― 形 sticky

  I used glue to (        ) the broken pieces together.

  My fingers were (        ) with glue.

 2. 形 common ―― 副 commonly

  Television sets became (        ) among the public in the 1960s.

  Robert is (        ) called Bob. 

1. (           ) 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。
(1) “Is everything going OK?”  “ (           ) (           ).”

 「全てうまくいっていますか」「必ずしもそうとは言えません」
(2) There was no evidence to (           ) the suspect (           ) the case.

 容疑者を事件と結びつける証拠はありませんでした。
(3) Ways of thinking vary from (           ) (           ) (           ).

 考え方は文化によって様々です。
2.  (           ) 内の語を並べかえて，意味の通る文をつくりましょう。

(1) どの進路を選ぶべきだと思いますか。
 ( major / do / I / should / think / which / you ) choose?

(2) この薬を飲めば気分がよくなりますよ。
 ( better / feel / make / medicine / this / will / you ).

(3) クリント・イーストウッドさんに，どのようにして映画監督になったのか聞きたい。
 I want to ask Clint Eastwood ( came / direct / he / how / movies / to ).

Review Enrich Your Vocabulary

Useful Expressions

(        )内に適切な語を入れましょう。

Express Yourself

　あなたのこの1週間の朝食と夕食のメニューをできるかぎり思い出して書いてみましょう。
また，書き出しに続けて，その傾向を自分なりに分析して英語でまとめてみましょう。

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
breakfast

supper

　I often eat  .

p032-039_Lesson02_180312.indd   38-39 2018/03/13   13:45
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1. 本文の内容に合うように，(　　) 内に1語ずつ補いましょう。 
What people eat is different 1(  ) region to region.  Rice is eaten mainly 

in Asia, wheat in Europe and North America, and 2(  ) in South America.  

In addition, 3(  ) vegetables like potatoes are eaten widely in the world.  

How people eat is also related to each culture.  About 40 percent of people eat 

with their hands, about 30 percent eat with chopsticks and the other 30 percent 

with 4(  ): knives, forks and spoons. Each culture has its own eating 

manners, too.  For example, European or American people have their own 
5(  ) table setting.  In Japan, it is OK to 6(  ) when eating. It is 

important to 7(    ) and respect the food culture in each area. 

2. 次の問いに英語で答えましょう。
1.  What can corn be processed into?

2.  Why aren’t the left hands allowed to be used by people in some areas? 

3.  Which fork or knife should be used first in formal table setting?

4.  What should we understand in advance when we try foreign dishes?

3.  次の表は地域による主食や食べ方に関してまとめたものです。本文の内容に合う
ように， (　　　)にあてはまる適切な語を入れましょう。

Area Staple foods How foods are eaten

Asia, the Pacific rice, yam, taro hands, (             )
Europe wheat, (             ) cutlery
Africa yam, taro (             )
North America (             ) cutlery

 1. 動 stick ―― 形 sticky

  I used glue to (        ) the broken pieces together.

  My fingers were (        ) with glue.

 2. 形 common ―― 副 commonly

  Television sets became (        ) among the public in the 1960s.

  Robert is (        ) called Bob. 

1. (           ) 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。
(1) “Is everything going OK?”  “ (           ) (           ).”

 「全てうまくいっていますか」「必ずしもそうとは言えません」
(2) There was no evidence to (           ) the suspect (           ) the case.

 容疑者を事件と結びつける証拠はありませんでした。
(3) Ways of thinking vary from (           ) (           ) (           ).

 考え方は文化によって様々です。
2.  (           ) 内の語を並べかえて，意味の通る文をつくりましょう。

(1) どの進路を選ぶべきだと思いますか。
 ( major / do / I / should / think / which / you ) choose?

(2) この薬を飲めば気分がよくなりますよ。
 ( better / feel / make / medicine / this / will / you ).

(3) クリント・イーストウッドさんに，どのようにして映画監督になったのか聞きたい。
 I want to ask Clint Eastwood ( came / direct / he / how / movies / to ).

Review Enrich Your Vocabulary

Useful Expressions

(        )内に適切な語を入れましょう。

Express Yourself

　あなたのこの1週間の朝食と夕食のメニューをできるかぎり思い出して書いてみましょう。
また，書き出しに続けて，その傾向を自分なりに分析して英語でまとめてみましょう。

Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.
breakfast

supper

　I often eat  .

p032-039_Lesson02_180312.indd   38-39 2018/03/13   13:45

やすい，見開き構成
17 教出
コ Ⅲ 331

本文内容の要約を
行う（リスニング，
リーディング）

本課に関連した
トピックで行う，コミ
ュニケーション活動

Let’s check で
扱った文法・構文
の復習

Review

Express Yourself

Useful Expressions

4 技能を使った，
内容理解の確認

本文内容について
の英問英答

（スピーキング）

本文内容について
の穴うめ問題

（ライティング）

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。

Enrich Your Vocabulary

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅲ

19



（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 1330 141 8 Ⅰ

   中間

Ⅰ

   中間

1 Let’s Go to the Zoo!
（環境，共存）

現在完了形（経験）／ it is said 

that ...／ to不定詞（名詞，副詞
的用法）／関係副詞where

483 31 8

2 The Food Culture
（健康，食育）

関係代名詞which／受け身／関係
代名詞whichの非制限用法／現在
完了形（継続）

450 48 8

3
Another World under the 
Sea
（環境，生命）

現在完了形（経験）／分詞構文（現在 

分詞）／ SVO（O＝how節）／知覚
動詞see／関係代名詞whichの非
制限用法／ to不定詞／過去分詞の
形容詞的用法

467 40 8

4
The Most Beautiful Voice in 
the World
（音楽，生き方）

現在完了形（経験・継続）／関係
代名詞whichの非制限用法／受け
身／関係副詞when／動名詞／ to

不定詞（副詞的用法）

440 34 8

5 Endangered Languages
（言語，文化）

受け身／ it seems that ...／ can

＋受け身／過去分詞の形容詞的用
法／複合関係詞whenever

459 39 8

Ⅱ

   中間

6 The Secret Annexe
（平和，歴史）

動名詞／ to不定詞（副詞的用法）／
受け身／ if節を用いない仮定法／
過去完了形（結果）

448 46 8

Ⅱ

   中間

7 New Image of Babies
（科学，人間）

SVOO（=that節）／
SVOC（形式目的語it）／
接続詞that／比較級を用いた表現
（more than）／受け身

554 50 10

8 Ancient Rome
（歴史，外国文化）

関係代名詞whichの非制限用法／
SVOC（C＝現在分詞）／
現在完了形（経験）

532 63 10

9 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／現在完了形の受け身

582 46 10

10 Water Crisis
（環境，科学）

無生物主語構文／分詞構文（現在
分詞）／現在完了形の受け身 548 45 10

Ⅲ

R Unbeaten Tracks in Japan
（歴史，道徳）

使役動詞make／動名詞／関係代
名詞which，whoの非制限用法／
can＋受け身／分詞構文（現在分
詞）

805 115 8

計 7098 698 104

教科書内容・配当時間一覧

NEW ONE WORLD

New

New

New

New

New
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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　331 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，平均約500語の英文が豊

富な資料や写真とともに掲載されている。練習問題や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 Task〉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。

NEW ONE WORLD コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
英
語
Ⅲ
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T
eacher ’s M

anual

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 

introduction例
★本文訳例，語法・文法解説
★各パートOral introduction例，要約例，まとめの発問例
★練習問題解答例，補充問題例
★Let’s TRY!, Let’s Communicate!の解答例，発展例
★Take a Break 解説，補足情報
★発展的コミュニケーション活動例

②背景資料編
★教科書の全レッスンについての題材背景資料（学習

者用，指導者用）

③Teacher’s Book （分売あり）
価格：コミⅠ 3,000円＋税／コミⅡ 3,500円＋税／コミⅢ 3,000円＋税（予価）

★指導用音声CDのトラック番号，音声スクリプト
★練習問題や活動の解答例
★日本語部分の英訳，英語による発問例

④ワークシート・評価問題編
★各パート小テスト（語彙，イディオム，構文）
★総合問題（レッスンごと２種類）
★復習問題（レッスンごと）
★リスニング問題（音声は「音声編」に収録）
★Supplementary Reading（各レッスンのトピックに

関連した補充読み物，Comprehension付）

●音声編
Communication Revised Edition Communication Revised Edition

6枚組，価格：16,000円＋税 	 8枚組，価格：18,000円＋税

 Communication Revised Edition
	 8枚組（予定），価格：19,000円＋税（予価）
　収録内容（Ⅲは予定）：
★Lesson本文は通常読み（効果音付き）とリピート・ポーズ付き読み以外に，大学入試のリスニング問題に備え

速読みを収録。
★ Lesson本文以外に以下も収録。
　・ Classroom English（ペアワークの表現，その他役に立つ表現） / Listen & Choose / Read & Answer / 

Grammar / Let’s TRY / Review / Let’s Communicate! / Sound Right! / Function in Use  
★指導書（ワークシート・評価問題編），リスニング問題などを収録。

●指導書（①～⑥を同梱）
Communication Revised Edition

B5判 ケース入り，価格：22,000円＋税　　　

Communication Revised Edition
B5判 ケース入り，価格：23,000円＋税　　　

Communication Revised Edition
B5判 ケース入り，価格：23,000円＋税（予価）
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Communication Revised Edition の例

＊

指導書ライン・アップ

デジタル教科書は
指導書セットに含まれます。

⑤指導用デジタル教科書DVD-ROM
⑥指導用CD-ROM
◦指導用データ集
★本文，本文訳例，新出語データ
★フレーズリーディング用プリント（本文をフレーズごとに区切っ

て対訳を付けたもの）
★「ワークシート・評価問題編」文字データ
★教科書，「予習・復習ノート」，「ワークブック」の紙面データ（PDF）

◦Quick Test Editor（小テスト自動作成ソフト）

＊ ActivitiesはコミⅠのみ

教科書，生徒用ワーク，
予習・復習ノートの紙面データを
PDF でご用意しています。

指
導
書
紹
介

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

ISBN978-4-316-20359-1

C4382 ¥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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平成 31 年度用　教育出版　教授資料・準拠教材一覧

〒101-0051　東京都千代田区神田神保町 2-10　　TEL : 03-3238-6811

①表現力を基礎から養える構成
②ねらいが明確な見開き1パート構成
③親しみやすいトピックと精選された言語材料
 代表　伊東　治己（関西外国語大学教授）

コミュニケーションに必要な
文法を定着させます。

教授資料・準拠教材
指
導
書

音
声
編

準
拠
教
材

 
（改訂版）

 
（改訂版）

 
（改訂版）

Teacher’s Book ●

●  ALTとの協同授業を前提とし
た，設問文の英訳／ 
音声編のトラック番号／ 
解答例を掲載

●  価格：3,000円＋税
●  仕様：分売可

●  ALTとの協同授業を前提とし
た，設問文の英訳／ 
音声編のトラック番号／ 
解答例を掲載

●  価格：3,500円＋税
●  仕様：分売可

●  ALTとの協同授業を前提とし
た，設問文の英訳／ 
音声編のトラック番号／ 
解答例を掲載

●  価格：3,000円＋税（予価）
●  仕様：分売可

音声編 ●

●  本文は通常読み／ 
リピートポーズ付き／ 
速読みを収録

●  価格：16,000円＋税
●  仕様：CD6枚

●  本文は通常読み／ 
リピートポーズ付き／ 
速読みを収録

●  価格：18,000円＋税
●  仕様：CD8枚

●  本文は通常読み／ 
リピートポーズ付き／ 
速読みを収録

●  価格：19,000円＋税（予価）
●  仕様：CD8枚（予定）

デジタル教科書 ●

●  本文提示／音声再生機能／
フラッシュカード／ 
本文拡大機能

●  仕様：指導書に付属

●  本文提示／音声再生機能／
フラッシュカード

●  仕様：指導書に付属

●  本文提示／音声再生機能
●  仕様：指導書に付属

予習・復習ノート ●

●  予習，復習に最適な学習ノート
● 価格：636円＋税
● 仕様：B5判 80 ページ 

別冊解答・音声CD付

●  予習，復習に最適な学習ノート
● 価格：636円＋税
● 仕様：B5判 104 ページ 

別冊解答・音声CD付

●  予習，復習に最適な学習ノート
● 価格：636円＋税（予価）
● 仕様：B5判 96 ページ 

別冊解答・音声CD付

Workbook ●

●  語句，文法，内容理解を網羅
● 価格：636円＋税
● 仕様：B5判 80 ページ 

別冊解答付

●  語句，文法，内容理解を網羅
● 価格：636円＋税
● 仕様：B5判 96 ページ 

別冊解答付

●  語句，文法，内容理解を網羅
● 価格：636円＋税（予価）
● 仕様：B5判 88 ページ 

別冊解答付

リスニングCD ●

●  新出語／本文通常読み／本文
速読みを収録

● 価格：1,364円＋税
● 仕様：CD2枚

●  新出語／本文通常読み／本文
速読みを収録

● 価格：1,364円＋税
● 仕様：CD2枚

●  新出語／本文通常読み／本文
速読みを収録

● 価格：1,364円＋税（予価）
● 仕様：CD2枚

英語表現Ⅰ・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

ISBN978-4-316-20359-1
C4382 ¥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

平成31教　内容解説資料

編 集 の 趣 意 と 特 色

コミュニケーション
高等学校教科書
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英 語ⅠⅡⅢ

31
年度用

平 成

代表　伊東　治己　　関西外国語大学教授
　　　菅　　正隆　　大阪樟蔭女子大学教授
　　　浅野　伸子　　東京都立小山台高等学校主任教諭
　　　朝野　浩寿　　横浜翠陵中学・高等学校教諭
　　　兼重　　昇　　広島大学大学院准教授
　　　黒木　　太　　神奈川県立秦野曽屋高等学校総括教諭

　　　小金丸倫隆　　神奈川県立光陵高等学校教諭
　　　中住　幸治　　香川大学講師
　　　横田　　緑　　中央大学附属中学校・高等学校教諭
　　　吉田　章人　　日本女子大学附属高等学校教諭

Ⅱ

Ⅱ

Communication
Revised Edition
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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。
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