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『ONE WORLD English Course』 

一斉臨時休校期間の履修内容のご指導について 

教育出版株式会社 

中学英語編集部 

 

 3 月上旬以降の，新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休校措置により，各学校に

おかれましては，弊社発行の『ONE WORLD English Course』の内容の一部が未履修となった

ことが考えられます。 

 未履修となった可能性がある内容につきまして，本資料をご確認いただき，必要に応じて新年

度のご指導の参考にしていただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 

令和 2 年度 新 2 年生への対応 

●1 年生で未履修となった可能性がある内容 

＜文法事項＞ 

・過去のことを表す文（一般動詞，be 動詞）［Lesson 9］ 

 

 

 

 

＜単語・熟語＞ 

 ・1 年 Lesson 9 以降の新出単語・熟語 

  ［特に覚えたい語］ 

receive, yesterday, last, week, park, did, face, show, went, got, saw, took, sea, gave, give, 

had, wonderful, dear, was, fun, learn, were, example, live, keep, student, excited, sad, 

tired, walk, came, said, lost, lose, worry, find, large, found, small, made, out, off 

 

  ［その他の語句のうち，重要度が高いもの］ 

 parent, last week, photo, shark, DVD, museum, have a good time, painting, you’re, 

throw, didn’t, paint, radio, variety, get on ～, glass, bottom, boat, turtle, swam, pool, 

wild, dolphin, a lot, reef, fact, for example, species, surprised, touch, keep in touch, 

angry, bored, sleepy, thirsty, go for a walk, come back, feet, hurt, jacket, button, go back, 

put(過去形), pocket, hole, wood, square, round, loud, floor, all the time, trouble, take 

～ out of ..., sew, jump, joy, fell 

上記の文法事項につきましては，2 年生の教科書（『ONE WORLD English Course 2』）の

Lesson 1 で，改めて学習することができます。生徒の状況にご配慮の上，ご指導ください。 



 

 

 

 

令和 2 年度 新 3 年生への対応 

●2 年生で未履修となった可能性がある内容 

＜文法事項＞ 

・受け身の文［Lesson 8］ 

・付加疑問文［Lesson 8］ 

 

 

 

 

 

＜単語・熟語＞ 

 ・2 年 Lesson 8 以降の新出単語・熟語 

  ［特に覚えたい語］ 

water, problem, gate, built, enough, into, waste, camera, abroad, China, sold, sell, 

design, children, child, river, system, special, during, scientist, situation, Africa, area, 

women, while, group, gift, lion, natural, knew, began, begin, fire, broke, die, bomb, 

thought, hope, without, produce, past, message, percent, point 

 

  ［その他の単語・熟語のうち，重要度が高いもの］ 

around the world, solve, broken, repair, resource, import, these days, turn ～ into ..., 

get sick, pollute, rainwater, make use of ～, tank, dry, because of ～, well（名詞）, attend, 

developed, dig, maintain, boom, animated, setting, insect, sketch, collection, drew, as 

well as ～, talent, praise, military, cure, attack, break out, somehow, survive, worry 

about ～, anymore, one day, effect, precious, shown, create, one ～ after another, 

skillful, disease, injury, connect, positive, reader, main, although, decision, themselves, 

average, viewer, beginning, animation, at the age of ～, influence, media, admire, 

anime, inspire, courage 

 

 

 

以上 

以上の語句につきましては，新年度の早い段階で別途指導する，2 年生以降の初出時に新出

語として指導するなど，状況に応じたご対応をお願いいたします。 

「受け身の文」につきましては，3 年生の教科書（『ONE WORLD English Course 3』）の

Lesson 1 で，改めて学習することができます。生徒の状況にご配慮の上，ご指導ください。 

「付加疑問文」につきましては，新年度の早い段階でご指導いただければと存じます。 

以上の語句につきましては，新年度の早い段階で別途指導する，3 年生での初出時に新出

語として指導するなど，状況に応じたご対応をお願いいたします。 

 


