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多文化共生時代のための“新しい光”

これからの多文化共生時代を生きる生徒一人ひとりが
自ら人生を切り拓き，「グローバル・パーソン」として羽ば
たくための〈たくましさ〉と〈しなやかさ〉という2つの力を
育てる-それが本教科書のコンセプトです。

CONCEPT

　生徒が生きるグローバル社会では，さまざまな文化背景をもつ人 と々のやりとりが想
定されます。そこで求められるのは，「違い」と向き合う力です。違いは，個性や多様性と
いった豊かさをもたらすと同時に，偏見や差別の原因にもなります。違いと向き合うに
は，自分のことをしっかり表現できる自己表現力〈たくましさ〉と，考え方の異なる他者と
の建設的な対話を成立させることができる対話力〈しなやかさ〉が求められます。英語教
育の高次の目標は，まさにこの２つの力の実現にあると思います。

　こうした思いを共有した編著者チームといいずな書店編集部で創り上げたのが，この『New Rays English 
Communication I』です。私たちはこのNew Raysというタイトルに，「新たな世界を照らし，現代の諸問題に光
を当てる」という意味を込めています。そして，New Raysを構成する10のCHAPTERと2つの物語は，その「光」
によって照らされるさまざまな世界や問題に生徒たちを誘います。題材は，高次の目標を達成するのに必要と思
われる力̶デザインの力，癒やしの力，対話の力，探索の力など̶に関連するものを精選しました。
　そしてまた，New Raysでは，タスクの中で，タスクを通して英語力を身につけるという考え方を大切にしてい
ます。使うことによってしか使う力は育たないからです。生徒一人ひとりの中に息づく英語力を育てることに
『New Rays English Communication I』が寄与できればと願っています。

著者からのメッセージ
新たな世界を照らし，現代の諸問題に光を当てる
慶應義塾大学名誉教授　田中茂範

著作者紹介
田 中 茂 範
武 田 修 一
阿 部 　 一

井 上 朋 子
佐 藤 芳 明
中 村 俊 佑

慶應義塾大学名誉教授

静岡県立大学特任教授

英語総合研究所所長

元常葉大学准教授
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自分で考え，判断し，行動する力 異なるものと向き合い，協働を通して
さまざまな問題を乗り越える力

〈しなやかさ〉 ＝ 対話力〈たくましさ〉 ＝ 自己表現力

〈たくましさ〉を育てる1
私たちの考える〈たくましさ〉とは「自己表現力」。自分で考え，判断し，行
動する力です。本教科書では，現代的な問題を受け止め，思考し，言葉に
するプロセスを重視して，生徒一人ひとりの「自己表現力」を高めます。

▶現代を感じ，考える力を喚起する題材テーマ→p.2
▶各課のパートごとに「発信QUESTIONS」を設置→p.7，p.13
▶自分の言葉で表現するRecap & Retell→p.6，p.20
▶表現力の基礎をつくる文法・語彙のタスク→p.6，pp.22-23

〈しなやかさ〉を育てる
私たちの考える〈しなやかさ〉とは「対話力」。異なるものと向き合い，協
働を通してさまざまな問題を乗り越える力です。本教科書では，異なるも
のとの対話を追体験する題材や，グループ協働で行う「プロジェクト型
活動」などにより，生徒一人ひとりの「対話力」を高めます。

▶異文化理解・人権などをテーマとする題材→p.2，p.4（Ch.1，5，8）
▶「発信QUESTIONS」のpair     /share    活動→p.7，p.13
▶「プロジェクト型活動」などを行うMake It Yours!→p.4，p.6，p.21

学びやすさ・教えやすさをサポート
確かな英語力を身につけられるよう，生徒にとっては学びやすく，先生方
にとっては教えやすい教科書であることにも，最大限の配慮をしています。

▶学習の区切りがつけやすい見開き構成→p.6，p.8
▶音読練習などに活用できる「通読用英文」→p.7，p.18
▶英語による指導案も盛り込んだ使いやすい朱書本→p.26
▶毎日の授業をサポートする指導用教材→p.36，p.40
▶予習・復習をサポートする生徒用教材→p.38

2

3

本教科書では，生徒一人ひとりが確かな英語力を身につけられるよう，

日々の学びをサポートするための工夫を随所に凝らしています。
ここではその代表的なものをご紹介します。

3つの特徴

OriHime
– A Vehicle of Your Heart

Yoshifuji Kentaro, a Japanese robot 
communicator, created a robot 
called OriHime at the age of 23 in 
order to help people suffering from 
loneliness.  What led Yoshifuji to 
develop the robot?  How can it help 
people establish bonds with others?
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart1

tanabata

G1

1. Where does the name OriHime come from?
2. What experience caused Yoshifuji to develop OriHime?
3. What does Yoshifuji want to do with OriHime?

5

10

15

Who do you think is operating OriHime in Figure 1?

ℓ.14  性別に関係のない　　cf. ：～がない，～が含まれていない

p.50

□ vehicle ªv];0klº

□ robot ªr/8b6tº

 communicator 
ªkcmj\;nck"0tcRº

□ suffer ªs&fcRº

loneliness ªl/8nlincsº

□ establish ª0st!bl0Íº

□ bond ªb^ndº

 in order to do

 suffer from ...

p.51

□ previous ªpr];vicsº

associate（v.）
ªcs/8Íi"0tº

 ring a bell

  be associated with ...

creator ªkri'0tcRº

□ unable ª¶n'0blº

□ attend ªct'ndº

□ neither ªn];ˇcRº

□ belonging
ªb0l%(;)©0©º

□ nor ªn5;Rº

maintain ªme0nt'0nº

□ enable ª0n'0blº

share A with B

neither A nor B

Figure 1

Comprehension Check
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Satoko and Nada is a manga series.  It illustrates the 
friendship between two international students in the U.S.―
Satoko from Japan and Nada from Saudi Arabia.  Ms. Takada 
Rio interviewed Yupechika, the author of Satoko and Nada.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / produce / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□【（4）　　　　　　】a place with others
（場を共有する）

 have a strong【（5）　　　　　　】
（堅い絆がある）

・ remote control
（遠隔操作）

・ automatic train
 operation system
（自動列車運転装置）

・ autonomous cars / 
 self-driving car
（自動運転車）

・ autopilot
（自動操縦）

・ cyborg
（サイボーグ）

 have a sense of【（7）　　　　　　】
（所属感をもつ）

 think quietly about something
（あることについて静かに考える）

 do things together
（一緒に何かをする）

 read【（8）　　　　　　】on a 
 person’s face
（顔から感情を読み取る）　　　
 have a happy［sad］【（9）　　　　　　】
on one’s face
（幸せな［悲しい］表情をする）

 establish a bond（絆を築く）

feel【（6）　　　　　　】⇒ lonely experience
（孤独に感じる） （孤独な経験）

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

 create a robot / 
【（1）　　　　　　】

a robot（ロボットを造る）

・ automatic control
（自動制御）

Robot
（ロボット）

a feeling（感情）

□ an 【（3）　　　　　　】of a person
（人間の延長）

・ AI（Artifi cial Intelligence）
（人工知能）

・ a drone（ドローン）

・ a machine that can work like 
 a person（人のように動く機械）

　　　　　　】
 person

（絆を築く）

lonely experience

 self-driving car
（自動運転車）

 operation system

・ autonomous cars / 

・ remote control

（Artifi cial Intelligence）
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周辺教材

❶指導書本冊
❷Teacher’s Book（朱書本）
❸題材資料集

指導資料セット

収録内容：

Teacher’s Book（朱書本）

※上記❷の単体での販売となります。

WORKBOOK Standard

B5判
本冊72ページ+解答・解説書72ページ

定価：660円（本体600円+税）

Listening WORKBOOK

B5判
本冊72ページ+解答・解説書48ページ
※QRコードで音声を提供

定価：715円（本体650円+税）

学習ノート

B5判
本冊96ページ+解答・解説書48ページ
※QRコードで音声を提供
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指導書本冊PDF
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指導用音声CD  CD11枚組
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リスニング問題／課末など

指導者用デジタル教科書（教材）
［シンプル版］

収録内容：教科書紙面
再生サイトへのリンクボタン

学習者用デジタル教材
［シンプル版］

収録内容：教科書紙面
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WORKBOOK Advanced
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定価：715円（本体650円+税）

❹表現集
❺データDVD-ROM（指導用パワーポイント含む）

生徒用音声CD  CD2枚組

定価：1,100円（本体1,000円+税）

多文化共生時代のための“新しい光”

これからの多文化共生時代を生きる生徒一人ひとりが
自ら人生を切り拓き，「グローバル・パーソン」として羽ば
たくための〈たくましさ〉と〈しなやかさ〉という2つの力を
育てる-それが本教科書のコンセプトです。

CONCEPT

　生徒が生きるグローバル社会では，さまざまな文化背景をもつ人 と々のやりとりが想
定されます。そこで求められるのは，「違い」と向き合う力です。違いは，個性や多様性と
いった豊かさをもたらすと同時に，偏見や差別の原因にもなります。違いと向き合うに
は，自分のことをしっかり表現できる自己表現力〈たくましさ〉と，考え方の異なる他者と
の建設的な対話を成立させることができる対話力〈しなやかさ〉が求められます。英語教
育の高次の目標は，まさにこの２つの力の実現にあると思います。

　こうした思いを共有した編著者チームといいずな書店編集部で創り上げたのが，この『New Rays English 
Communication I』です。私たちはこのNew Raysというタイトルに，「新たな世界を照らし，現代の諸問題に光
を当てる」という意味を込めています。そして，New Raysを構成する10のCHAPTERと2つの物語は，その「光」
によって照らされるさまざまな世界や問題に生徒たちを誘います。題材は，高次の目標を達成するのに必要と思
われる力̶デザインの力，癒やしの力，対話の力，探索の力など̶に関連するものを精選しました。
　そしてまた，New Raysでは，タスクの中で，タスクを通して英語力を身につけるという考え方を大切にしてい
ます。使うことによってしか使う力は育たないからです。生徒一人ひとりの中に息づく英語力を育てることに
『New Rays English Communication I』が寄与できればと願っています。
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自分で考え，判断し，行動する力 異なるものと向き合い，協働を通して
さまざまな問題を乗り越える力

〈しなやかさ〉 ＝ 対話力〈たくましさ〉 ＝ 自己表現力

〈たくましさ〉を育てる1
私たちの考える〈たくましさ〉とは「自己表現力」。自分で考え，判断し，行
動する力です。本教科書では，現代的な問題を受け止め，思考し，言葉に
するプロセスを重視して，生徒一人ひとりの「自己表現力」を高めます。

▶現代を感じ，考える力を喚起する題材テーマ→p.2
▶各課のパートごとに「発信QUESTIONS」を設置→p.7，p.13
▶自分の言葉で表現するRecap & Retell→p.6，p.20
▶表現力の基礎をつくる文法・語彙のタスク→p.6，pp.22-23

〈しなやかさ〉を育てる
私たちの考える〈しなやかさ〉とは「対話力」。異なるものと向き合い，協
働を通してさまざまな問題を乗り越える力です。本教科書では，異なるも
のとの対話を追体験する題材や，グループ協働で行う「プロジェクト型
活動」などにより，生徒一人ひとりの「対話力」を高めます。

▶異文化理解・人権などをテーマとする題材→p.2，p.4（Ch.1，5，8）
▶「発信QUESTIONS」のpair     /share    活動→p.7，p.13
▶「プロジェクト型活動」などを行うMake It Yours!→p.4，p.6，p.21

学びやすさ・教えやすさをサポート
確かな英語力を身につけられるよう，生徒にとっては学びやすく，先生方
にとっては教えやすい教科書であることにも，最大限の配慮をしています。

▶学習の区切りがつけやすい見開き構成→p.6，p.8
▶音読練習などに活用できる「通読用英文」→p.7，p.18
▶英語による指導案も盛り込んだ使いやすい朱書本→p.26
▶毎日の授業をサポートする指導用教材→p.36，p.40
▶予習・復習をサポートする生徒用教材→p.38

2

3

本教科書では，生徒一人ひとりが確かな英語力を身につけられるよう，

日々の学びをサポートするための工夫を随所に凝らしています。
ここではその代表的なものをご紹介します。

3つの特徴

OriHime
– A Vehicle of Your Heart

Yoshifuji Kentaro, a Japanese robot 
communicator, created a robot 
called OriHime at the age of 23 in 
order to help people suffering from 
loneliness.  What led Yoshifuji to 
develop the robot?  How can it help 
people establish bonds with others?

CHAPTER 4
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart1

tanabata

G1

1. Where does the name OriHime come from?
2. What experience caused Yoshifuji to develop OriHime?
3. What does Yoshifuji want to do with OriHime?

5

10

15

Who do you think is operating OriHime in Figure 1?

ℓ.14  性別に関係のない　　cf. ：～がない，～が含まれていない

p.50

□ vehicle ªv];0klº

□ robot ªr/8b6tº

 communicator 
ªkcmj\;nck"0tcRº

□ suffer ªs&fcRº

loneliness ªl/8nlincsº

□ establish ª0st!bl0Íº

□ bond ªb^ndº

 in order to do

 suffer from ...

p.51

□ previous ªpr];vicsº

associate（v.）
ªcs/8Íi"0tº

 ring a bell

  be associated with ...

creator ªkri'0tcRº

□ unable ª¶n'0blº

□ attend ªct'ndº

□ neither ªn];ˇcRº

□ belonging
ªb0l%(;)©0©º

□ nor ªn5;Rº

maintain ªme0nt'0nº

□ enable ª0n'0blº

share A with B

neither A nor B

Figure 1

Comprehension Check
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Satoko and Nada is a manga series.  It illustrates the 
friendship between two international students in the U.S.―
Satoko from Japan and Nada from Saudi Arabia.  Ms. Takada 
Rio interviewed Yupechika, the author of Satoko and Nada.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / produce / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□【（4）　　　　　　】a place with others
（場を共有する）

 have a strong【（5）　　　　　　】
（堅い絆がある）

・ remote control
（遠隔操作）

・ automatic train
 operation system
（自動列車運転装置）

・ autonomous cars / 
 self-driving car
（自動運転車）

・ autopilot
（自動操縦）

・ cyborg
（サイボーグ）

 have a sense of【（7）　　　　　　】
（所属感をもつ）

 think quietly about something
（あることについて静かに考える）

 do things together
（一緒に何かをする）

 read【（8）　　　　　　】on a 
 person’s face
（顔から感情を読み取る）　　　
 have a happy［sad］【（9）　　　　　　】
on one’s face
（幸せな［悲しい］表情をする）

 establish a bond（絆を築く）

feel【（6）　　　　　　】⇒ lonely experience
（孤独に感じる） （孤独な経験）

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

 create a robot / 
【（1）　　　　　　】

a robot（ロボットを造る）

・ automatic control
（自動制御）

Robot
（ロボット）

a feeling（感情）

□ an 【（3）　　　　　　】of a person
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現代を感じ，考える「力」を育てる

デザインの力

題材

形式

デザイン

説明文
（博物館ガイドの説明）

これから生きる力

題材

形式

生き方

エッセイ

癒やしの力

題材

形式

科学技術

説明文

問題解決の力

題材

形式

環境

説明文
（雑誌記事）

表現の力

題材

形式

同世代

説明文
（新聞記事）

対話の力

題材

形式

異文化理解

対話文
（インタビュー）

題材紹介

CHAPTER 2
The Power of Design

CHAPTER 1
The Future Is Yours

CHAPTER 4
OriHime – A Vehicle of Your Heart 

CHAPTER 3
Plastic Is Everywhere

CHAPTER 6
The Voice of Children

CHAPTER 5
Satoko and Nada

幅広いテーマと多様なスタイルの英文を通して，
若い学習者の心に語りかけ，思考を喚起する題材を厳選しました。

愛の力

題材

形式

人権・愛

物語文

探索の力

題材

形式

宇宙

説明文
（インターネット記事）

教育の力

題材

形式

教育

説明文

歴史の力

題材

形式

災害

説明文
（プレゼンテーション）

物語の力

題材

形式

人生

小説

物語の力

題材

形式

友情

小説

CHAPTER 8
A Loving Story

CHAPTER 7
Human Habitation on Mars

CHAPTER 10
A Quality Education for All

CHAPTER 9
Edo, the Resilient City

READING PASSAGE 2
The Tale of the Three Brothers

READING PASSAGE 1
The Window
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多様なタスクを通じて英語力を身につける
教材内容・配当時間

各種タスクを重視した多面的な構成となっています。各学期末には，
グループ協働による「プロジェクト型活動」を設定し，プラス2時間を配当しました。

教材内容

興味・関心❶時制　❷基本的な文構造

７アメリカ人で日本文学研究者のロバート・キャンベル氏が，自身の幼少期，
日本文化と出会い，現在に至るまでの経験，そして高校生へのメッセージを
語る。

Making a Speech　過去の出来事が自分にどんな影響を与えたかを発表する。

文法 語彙

活動

デザイン❶接続詞　❷V+O+     ［形容詞］do

７本CHAPTER自体が「デザイン博物館」という設定。スタッフが館内を案内しな
がら，デザインの魅力，役割，人々に与える影響力や効果などについて紹介・説
明する。

Reaching a Consensus　身の回りのデザインのうち，どれが最も機能的かを考え，発表する。

水質汚染❶現在完了形，現在完了進行形　❷受動態

７プラスチックごみは，自然界の生物や環境のみならず，人間の健康にも深刻
な悪影響を及ぼすことを説明し，解決策を探ることで，地球環境保護の大
切さを訴える。

Making a Poster　プラスチック汚染問題解決の方法を考え，ポスターにまとめる。

ロボット❶関係代名詞［制限用法］　❷過去完了形，過去完了進行形

７＋２ロボット研究者の吉藤健太朗氏が開発した人型分身コミュニケーションロ
ボット“OriHime”について，その特徴や大切な役割について紹介する。

Making a Presentation　オリヒメのほかの活用法を考え，ポスターにまとめて発表する。

文化❶to 不定詞　❷動名詞

７留学先でルームシェアしている日本人とサウジアラビア人の2人の女子学
生が成長する過程を描いた4コママンガ『サトコとナダ』の著者，ユペチカ氏
へのインタビュー。異文化交流，イスラム教などについて聞く。

Doing a Translation　マンガの日本語のセリフを英訳し，共有する。

1
学
期

学期末の
プロジェクト型
活動 ▶▶▶  p.21

文法

活動

語彙

文法

活動

語彙

文法

活動

語彙

文法

活動

語彙

配当時間

CHAPTER 1 The Future Is Yours　by Robert Campbell

CHAPTER 2 The Power of Design

CHAPTER 3 Plastic Is Everywhere

CHAPTER 4 OriHime ー A Vehicle of Your Heart

CHAPTER 5 Satoko and Nada

教材内容 配当時間

メディア❶分詞の形容詞的用法　❷分詞構文

７インドのスラム街で，「子どもたちの声」と題する新聞を12～18歳の青少年
たち自らがレポートし，発行している。貧困の惨状を世の中に訴えようとす
る彼らの奮闘を紹介する。

Making a News Report　ある状況を描写し，記者ふうにレポートする。

宇宙❶助動詞　❷関係代名詞［非制限用法］

７地球以外の太陽系天体の中で，人間が居住できる可能性が最もあると考え
られている火星について学ぶ。これまでの観測や探査で発見されたことや，
人間が居住する上での問題点などを紹介する。

Taking a Position　宇宙に関する情報を読み，宇宙に行きたいかどうかの立場を決める。

災害❶仮定法過去，仮定法過去完了　❷as if＋仮定法

７「火事と喧嘩は江戸の華」のことばに代表される江戸の庶民の回復力や力
強さ，知恵を紹介する。自然災害の絶えない現代社会を生き抜く術を江戸
時代の文化から学ぶ。

Making a Schedule　留学生に自分たちの町を案内するプランを考え，旅程表を作る。

３病院の一室でベッドを並べて横たわる2人の入院患者。窓際の患者が，起き
上がれずにいるもう1人の患者に窓の外の風景を説明する。

３旅の途中で死神に出会った3人の兄弟。3人すべてを殺してしまおうとする
死神の罠に落ちなかったのはだれなのか。

2
学
期

3
学
期

教育❶動詞＋名詞＋that節［wh-節/if節］　❷強調構文

７＋２学校に通うことができない子どもたちが6,300万人もいる現代の世界。教
育と貧困の問題は深く関わっていると指摘する永遠瑠（トワリ）マリールイ
ズ氏へのインタビューを通して，問題の打開策を模索する。

Making a Poster Presentation　SDGsについて調べてポスターを作成し，発表する。

学期末の
プロジェクト型
活動 ▶▶▶  p.21

法律・裁判❶関係副詞　❷関係代名詞what

７＋２1950～60年代のアメリカ合衆国の人権問題について，実話に基づく映画
『ラビング　愛という名前のふたり』（原題             ，2016年，英・米合作）
のストーリーを紹介しながら考察する。

Acting Out Different Roles　本文の好きな場面を選び，会話を作ってグループで演じる。

学期末の
プロジェクト型
活動 ▶▶▶  p.21

文法 語彙

活動

文法 語彙

活動

文法 語彙

活動

文法 語彙

活動

文法 語彙

活動

82計

Loving

CHAPTER 6 The Voice of Children

CHAPTER 7 Human Habitation on Mars

CHAPTER 9 Edo, the Resilient City

READING PASSAGE 1 The Window

READING PASSAGE 2 The Tale of the Three Brothers

CHAPTER 10 A Quality Education for All

CHAPTER 8 A Loving Story
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日々の学習を確かな英語力につなげる各課の構成

各パートの「発信QUESTIONS」から
課末のMake It Yours!へという
表現活動の流れを軸に，
段階を踏み，体系に目配りしながら
確かな英語力を育てます。

PART 1 Development of OriHime

What is OriHime for? To help people in difficult situations 

（3）  bonds with others.

Who is Yoshifuji Kentaro? ─ the （1）  of OriHime
─ was unable to attend school and 
suffered from （2）  .

QUESTIONS ANSWERS

PART 2 Overcoming loneliness

What is often needed to overcome 
loneliness?

（4） , or a sense of belonging 

How does OriHime help the boy in the 
passage?

It enables the boy to share a place with 
his （5）  .

PART 3 OriHime’s features

Why is OriHime’s face like a Noh mask? People can （6）  emotions through 
its face. 

What is missing in online communication 
technologies?

the idea of （7）  a place
⇒ People can have a sense of （8）  .

PART 4 Yoshifuji meets Banda

Who is Banda Yuta? ─ badly hurt in a traffic accident when he 
was four and was in a （9）

─ Yoshifuji’s best friend and a  

（10）  of OriHime.
─made a series of （11）   
about how to improve OriHime.

What kind of person was Banda for 
Yoshifuji?

Recap & Retell

1

3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

How can OriHime change society? Complete the RECAP SHEET based on the text.2
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

Make groups of four or fi ve and give a presentation on how OriHime can be used in 
various situations.

Make It Yours!

Answer the questions in the following boxes.STEP 1

Make presentation slides or a poster based on STEP 1.STEP 2

Make a presentation to the class.STEP 3

There are people who are suf fering from ....

⇒

They cannot ～ because .... / They have dif� culty -ing ....

⇒

With OriHime, they can .... / If they can use OriHime, ....

⇒

They can  will   ....

⇒
［　   ］

 What are the expected 
 outcomes?

 Who needs OriHime?  How can OriHime 
 solve the problems?

 What kind of problems 
 do the users face?

EXAMPLE
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I had lived in this city for ten years before I moved away.

Grammar for Communication

Choose a famous person and introduce him or her to 
the class. Follow the example below and use “relative 
clauses” at least three times when describing the person.

1

He is an artist who painted that picture.SPEAK
UP! 

FOCUS ON FORMS 名詞の後ろから情報を追加する “who / which / that …”（関係代名詞［制限用法］）
1.  Think of  a boy  of your age ［who suffers from a serious illness and must stay in bed in 

the hospital, unable to speak］. p.52

2.  This lonely experience drove Yoshifuji to develop OriHime,  a gender-free robot  ［which

enables people in diffi cult situations to establish bonds with others］. p.51

2 Write a newspaper article about searching for a cat. In your article, use the 
form “had done” or “had been doing.”

FOCUS ON FORMS   had + done（過去完了形）/ had + been + doing（過去完了進行形）
1.  Banda was badly hurt in a traffi c accident when he was four and had been in the hospital

ever since then. p.56

2. I had been waiting for you for three hours when you fi nally showed up.

SPEAK
UP! 

EXAMPLE   I’d like to talk about Dr. Stephen Hawking.  As you may know, Dr. Hawking 

suffered from a serious disease.  He was a physics professor who taught at the University of 

Cambridge.  He was a fi rst-rate scientist whose theory is widely known among scientists.  I 

believe Dr. Hawking was a great thinker (whom) many aerospace scientists admire.

Love, a 5-year-old male cat, is missing.  He has beautiful green 

eyes and fl uffy white hair. Love 　　　　　　　 in New York City 

with Ms. Brown when he disappeared.  He 　　　　　　　 for 

several hours when Ms.Brown noticed that Love was missing. If 

you have any information about the cat, please call XXX-XXXX-XXXX.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / make / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□【（4）　　　　　　】a place with others
（場を共有する）

 have a strong【（5）　　　　　　】
（堅い絆がある）

・ remote control
（遠隔操作）

・ automatic train
 operation system
（自動列車運転装置）

・ autonomous cars / 
 self-driving car
（自動運転車）

・ autopilot
（自動操縦）

・ cyborg
（サイボーグ）

 have a sense of【（7）　　　　　　】
（所属感をもつ）

 think quietly about something
（あることについて静かに考える）

 do things together
（一緒に何かをする）

 read【（8）　　　　　　】on a 
 person’s face
（顔から感情を読み取る）　　　
 have a happy［sad］【（9）　　　　　　】
on one’s face
（幸せな［悲しい］表情をする）

 establish a bond（絆を築く）

feel【（6）　　　　　　】⇒ lonely experience
（孤独に感じる） （孤独な経験）

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

 create a robot / 
【（1）　　　　　　】

a robot（ロボットを造る）

・ automatic control
（自動制御）

Robot
（ロボット）

a feeling（感情）

□ an 【（3）　　　　　　】of a person
（人間の延長）

・ AI（Artifi cial Intelligence）
（人工知能）

・ a drone（ドローン）

・ a machine that can work like 
 a person（人のように動く機械）

　　　　　　】
 person

（絆を築く）

lonely experience

 self-driving car
（自動運転車）

 operation system

・ autonomous cars / 

・ remote control

（Artifi cial Intelligence）
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OriHime
– A Vehicle of Your Heart

Yoshifuji Kentaro, a Japanese robot 
communicator, created a robot 
called OriHime at the age of 23 in 
order to help people suffering from 
loneliness.  What led Yoshifuji to 
develop the robot?  How can it help 
people establish bonds with others?

CHAPTER 4
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart1

tanabata

G1

1. Where does the name OriHime come from?
2. What experience caused Yoshifuji to develop OriHime?
3. What does Yoshifuji want to do with OriHime?

5

10

15

Who do you think is operating OriHime in Figure 1?

ℓ.14  性別に関係のない　　cf. ：～がない，～が含まれていない

p.50

□ vehicle ªv];0klº

□ robot ªr/8b6tº

 communicator 
ªkcmj\;nck"0tcRº

□ suffer ªs&fcRº

loneliness ªl/8nlincsº

□ establish ª0st!bl0Íº

□ bond ªb^ndº

 in order to do

 suffer from ...

p.51

□ previous ªpr];vicsº

associate（v.）
ªcs/8Íi"0tº

 ring a bell

  be associated with ...

creator ªkri'0tcRº

□ unable ª¶n'0blº

□ attend ªct'ndº

□ neither ªn];ˇcRº

□ belonging
ªb0l%(;)©0©º

□ nor ªn5;Rº

maintain ªme0nt'0nº

□ enable ª0n'0blº

share A with B

neither A nor B

Figure 1

Comprehension Check
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1. CHAPTER導入ページ

本文の内容やスタイルに合わせて
デザインを変えました。

デザインと導入文からどのような
内容か想像してから本文に進みます。

Make It Yours!
本文で学んだことを使ってス
ピーチ，プレゼンテーション，
アクトアウトなどさまざまな
活動を行います。

Vocabulary
Networking
本文に出てきた語句とその関
連表現をネットワークで示し
ました。

Grammar for
Communication
本文に出てきた文法項目を
使って，イラストや文字で表
した状況を表現します。

Recap＆Retell
リスニング，表形式の問題で
内容を整理した後，自分の言
葉で本文の内容を伝えます。

▶ 実物大の
　 誌面見本は→p.8へ

▼ 実物大の誌面見本と詳しい内容は→pp.20-23へ3. 課末活動ページ
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▼ 実物大の誌面見本は→p.18へ

通読用英文

各課の英文の最後に
通読用本文を入れました。

通読用英文の音声は通常よりも
速いスピードになります。

② 新語＋イディオム

段落ごとに新語とイディオムを示しました。

新語のうち，ぜひ覚えておきたい重要なものに
チェックボックスを設け，太字にしました。

イディオムの例文は，巻末のIdiom Sentences
に掲載しました。

③ 内容理解＋発信QUESTIONS

各パートに2～3問の内容理解の
質問を設けました。

　　　マークの質問では、本文の内容に
関する自分の意見や考えを伝えます。
内容に応じて1人で考えるthink     ，
2人で話すpair     ，複数で話すshare     の
活動を選びます。

表現に活用できる表現を，巻末のExpressions
for Communicationにまとめました。

① 本文

各課4パート構成。

課末の文法で扱っている箇所は              マーク
を入れました。

2. 本文ページ

QRコードから本文と新語，イディオムの音声を
再生できます。
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日々の学習を確かな英語力につなげる各課の構成

各パートの「発信QUESTIONS」から
課末のMake It Yours!へという
表現活動の流れを軸に，
段階を踏み，体系に目配りしながら
確かな英語力を育てます。

PART 1 Development of OriHime

What is OriHime for? To help people in difficult situations 

（3）  bonds with others.

Who is Yoshifuji Kentaro? ─ the （1）  of OriHime
─ was unable to attend school and 
suffered from （2）  .

QUESTIONS ANSWERS

PART 2 Overcoming loneliness

What is often needed to overcome 
loneliness?

（4） , or a sense of belonging 

How does OriHime help the boy in the 
passage?

It enables the boy to share a place with 
his （5）  .

PART 3 OriHime’s features

Why is OriHime’s face like a Noh mask? People can （6）  emotions through 
its face. 

What is missing in online communication 
technologies?

the idea of （7）  a place
⇒ People can have a sense of （8）  .

PART 4 Yoshifuji meets Banda

Who is Banda Yuta? ─ badly hurt in a traffic accident when he 
was four and was in a （9）

─ Yoshifuji’s best friend and a  

（10）  of OriHime.
─made a series of （11）   
about how to improve OriHime.

What kind of person was Banda for 
Yoshifuji?

Recap & Retell

1

3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

How can OriHime change society? Complete the RECAP SHEET based on the text.2
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

Make groups of four or fi ve and give a presentation on how OriHime can be used in 
various situations.

Make It Yours!

Answer the questions in the following boxes.STEP 1

Make presentation slides or a poster based on STEP 1.STEP 2

Make a presentation to the class.STEP 3

There are people who are suf fering from ....

⇒

They cannot ～ because .... / They have dif� culty -ing ....

⇒

With OriHime, they can .... / If they can use OriHime, ....

⇒

They can  will   ....

⇒
［　   ］

 What are the expected 
 outcomes?

 Who needs OriHime?  How can OriHime 
 solve the problems?

 What kind of problems 
 do the users face?

EXAMPLE
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I had lived in this city for ten years before I moved away.

Grammar for Communication

Choose a famous person and introduce him or her to 
the class. Follow the example below and use “relative 
clauses” at least three times when describing the person.

1

He is an artist who painted that picture.SPEAK
UP! 

FOCUS ON FORMS 名詞の後ろから情報を追加する “who / which / that …”（関係代名詞［制限用法］）
1.  Think of  a boy  of your age ［who suffers from a serious illness and must stay in bed in 

the hospital, unable to speak］. p.52

2.  This lonely experience drove Yoshifuji to develop OriHime,  a gender-free robot  ［which

enables people in diffi cult situations to establish bonds with others］. p.51

2 Write a newspaper article about searching for a cat. In your article, use the 
form “had done” or “had been doing.”

FOCUS ON FORMS   had + done（過去完了形）/ had + been + doing（過去完了進行形）
1.  Banda was badly hurt in a traffi c accident when he was four and had been in the hospital

ever since then. p.56

2. I had been waiting for you for three hours when you fi nally showed up.

SPEAK
UP! 

EXAMPLE   I’d like to talk about Dr. Stephen Hawking.  As you may know, Dr. Hawking 

suffered from a serious disease.  He was a physics professor who taught at the University of 

Cambridge.  He was a fi rst-rate scientist whose theory is widely known among scientists.  I 

believe Dr. Hawking was a great thinker (whom) many aerospace scientists admire.

Love, a 5-year-old male cat, is missing.  He has beautiful green 

eyes and fl uffy white hair. Love 　　　　　　　 in New York City 

with Ms. Brown when he disappeared.  He 　　　　　　　 for 

several hours when Ms.Brown noticed that Love was missing. If 

you have any information about the cat, please call XXX-XXXX-XXXX.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / make / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□【（4）　　　　　　】a place with others
（場を共有する）

 have a strong【（5）　　　　　　】
（堅い絆がある）

・ remote control
（遠隔操作）

・ automatic train
 operation system
（自動列車運転装置）

・ autonomous cars / 
 self-driving car
（自動運転車）

・ autopilot
（自動操縦）

・ cyborg
（サイボーグ）

 have a sense of【（7）　　　　　　】
（所属感をもつ）

 think quietly about something
（あることについて静かに考える）

 do things together
（一緒に何かをする）

 read【（8）　　　　　　】on a 
 person’s face
（顔から感情を読み取る）　　　
 have a happy［sad］【（9）　　　　　　】
on one’s face
（幸せな［悲しい］表情をする）

 establish a bond（絆を築く）

feel【（6）　　　　　　】⇒ lonely experience
（孤独に感じる） （孤独な経験）

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

 create a robot / 
【（1）　　　　　　】

a robot（ロボットを造る）

・ automatic control
（自動制御）

Robot
（ロボット）

a feeling（感情）

□ an 【（3）　　　　　　】of a person
（人間の延長）

・ AI（Artifi cial Intelligence）
（人工知能）

・ a drone（ドローン）

・ a machine that can work like 
 a person（人のように動く機械）

　　　　　　】
 person

（絆を築く）

lonely experience

 self-driving car
（自動運転車）

 operation system

・ autonomous cars / 

・ remote control

（Artifi cial Intelligence）
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OriHime
– A Vehicle of Your Heart

Yoshifuji Kentaro, a Japanese robot 
communicator, created a robot 
called OriHime at the age of 23 in 
order to help people suffering from 
loneliness.  What led Yoshifuji to 
develop the robot?  How can it help 
people establish bonds with others?
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart1

tanabata

G1

1. Where does the name OriHime come from?
2. What experience caused Yoshifuji to develop OriHime?
3. What does Yoshifuji want to do with OriHime?

5

10

15

Who do you think is operating OriHime in Figure 1?

ℓ.14  性別に関係のない　　cf. ：～がない，～が含まれていない

p.50

□ vehicle ªv];0klº

□ robot ªr/8b6tº

 communicator 
ªkcmj\;nck"0tcRº

□ suffer ªs&fcRº

loneliness ªl/8nlincsº

□ establish ª0st!bl0Íº

□ bond ªb^ndº

 in order to do

 suffer from ...

p.51

□ previous ªpr];vicsº

associate（v.）
ªcs/8Íi"0tº

 ring a bell

  be associated with ...

creator ªkri'0tcRº

□ unable ª¶n'0blº

□ attend ªct'ndº

□ neither ªn];ˇcRº

□ belonging
ªb0l%(;)©0©º

□ nor ªn5;Rº

maintain ªme0nt'0nº

□ enable ª0n'0blº

share A with B

neither A nor B

Figure 1
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1. CHAPTER導入ページ

本文の内容やスタイルに合わせて
デザインを変えました。

デザインと導入文からどのような
内容か想像してから本文に進みます。

Make It Yours!
本文で学んだことを使ってス
ピーチ，プレゼンテーション，
アクトアウトなどさまざまな
活動を行います。

Vocabulary
Networking
本文に出てきた語句とその関
連表現をネットワークで示し
ました。

Grammar for
Communication
本文に出てきた文法項目を
使って，イラストや文字で表
した状況を表現します。

Recap＆Retell
リスニング，表形式の問題で
内容を整理した後，自分の言
葉で本文の内容を伝えます。

▶ 実物大の
　 誌面見本は→p.8へ

▼ 実物大の誌面見本と詳しい内容は→pp.20-23へ3. 課末活動ページ
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▼ 実物大の誌面見本は→p.18へ

通読用英文

各課の英文の最後に
通読用本文を入れました。

通読用英文の音声は通常よりも
速いスピードになります。

② 新語＋イディオム

段落ごとに新語とイディオムを示しました。

新語のうち，ぜひ覚えておきたい重要なものに
チェックボックスを設け，太字にしました。

イディオムの例文は，巻末のIdiom Sentences
に掲載しました。

③ 内容理解＋発信QUESTIONS

各パートに2～3問の内容理解の
質問を設けました。

　　　マークの質問では、本文の内容に
関する自分の意見や考えを伝えます。
内容に応じて1人で考えるthink     ，
2人で話すpair     ，複数で話すshare     の
活動を選びます。

表現に活用できる表現を，巻末のExpressions
for Communicationにまとめました。

① 本文

各課4パート構成。

課末の文法で扱っている箇所は              マーク
を入れました。

2. 本文ページ

QRコードから本文と新語，イディオムの音声を
再生できます。
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導入文
本文内容への関心を高めたり，予備知識を
問うことで，スムーズな導入を図ります。問答
やディスカッションなどの活動にも使えます。

導入イメージ
本文の内容に関連するイメージを
印象的なデザインで提示。生徒の
興味を引き出します。
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G1

1. What do you often need to overcome loneliness?
2. What does the boy in the hospital want to do in the future?
3. What is OriHime like in a classroom?

 shatter ªÍ!tcRº

□ overcome
ª?8vcRk&mº

□ physical ªf]z0klº

psychological
ªs{0kcl^dß0klº

□ illness ª]lncsº

 sadness ªs!dncsº

 indispensable
ª}nd0sp'nscblº

Figure 2

Yoshifuji as an elementary 
school student
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Noh Noh

5

1. Why is OriHime’s face like a Noh mask?
2. What is not possible with online communication systems?
3. What can you develop by sharing a physical place?

□ blank ªbl!©kº

□ emotion ª0m/8Í(c)nº

□ mask ªm!skº

□ expression
ª0kspr'Í(c)nº

□ audience ª%;dicnsº

 perceive ªpcRs];vº

likewise ªl[0kw{0zº

 extension 
ª0kst'nÍ(c)nº

 wonder if ...

Figure 4

Comprehension Check

Figure 5  Noh mask
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Which is more enjoyable, talking with your friends in person or through an SNS?  Why?

Figure 6  Yoshifuji developing OriHime robots

□ online ª§nl[0nº

□ anytime ª'nit{0mº

□ missing ªm]s0©º

□ silent ªs[0lcntº

□ importantly 
ª0mp%;Rt(c)ntliº

transport（v.）
ªtr1nsp%;Rtº

 point out ...

 all the time

ℓ.3  それでも
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数で話すshare     の活動から選べます。
●発信に使える表現を，巻末のExpressions for 
Communicationにまとめました。
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●発信に使える表現を，巻末のExpressions for 
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1. How did Yoshifuji come to know Banda?
2. Why was Banda’s death a severe blow to Yoshifuji?
3. What does Yoshifuji do when he faces difficulties?

 project（n.）
ªpr^dßektº

click ªkl]kº

 co-developer 
ªk?8d0v'lcpcRº

suggestion
ªsc(g)dß'stÍ(c)nº

 ever since ...

 a number of ...

□ quality ªkw^lctiº

improvement
ª0mpr\;vmcntº

□ severe ªscv]cRº

□ valuable
ªv!lju(c)blº

 go well

 pass away

Figure 7

Banda Yuta

Comprehension Check
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20

How do you think Yoshifuji feels as he recalls Banda’s words?

Figure 8  Yoshifuji and a user of OriHime

 face（v.）

□ recall ªr0k%;lº

□ whatever 
ª(h)w7t'vcRº

 figure out ...

 every time S + V

 as long as S + V
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助ける写真・イラストの見開き構成
で，学習しやすさに配慮しています。
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Neck
Arm
自在に動かせる首と腕で
さまざまな感情を表現する。

What’s OriHime?

Camera
OriHimeの周囲の映像を，
遠くにいる利用者に届ける。

Speaker / Microphone
OriHimeの周囲にいる人と
遠くにいる利用者が自由に会話できる。

利用者はカメラの映像を見ながら
タブレット等でOriHimeを操作する。

OriHimeは自分で動くAIロボットではありま
せん，操作するのは人間です。自由に動き回れな
い人が，離れた場所にいる人と「まるで一緒にい
るような」コミュニケーションを取るための「新
しい体」なのです。学校で，病院で，オフィスで，
高さ23 cmの小さな体を精一杯に使って，人と人
とのきずなを創り出しています。

高さ
23 cm

58

058-059_Com1_Chapter4_column.indd   58 2019/12/20   13:16

病室でCase 1

カフェでCase 2

　お客さんにコーヒーを運んでいるのは，
身長120 cmのOriHime-D。操作している
のは，離れた場所にいる障害のある人です。
OriHimeと同様にコミュニケーションが
取れるほか，前進後退・旋回したり，もの
をつかんで運ぶこともできます。
　外出するのが困難な人でも，社会の中で
役割をもって働くことができたら―とい
う思いで開発が行われています。

　サカキヒロユキさんの病室を訪
ねると，メガネをかけてスーツを
着たOriHimeが「こんにちは」
と言って出迎えてくれます。
　サカキさんは病気で体が動か
せず，声も出せません。しかし，
OriHimeを通じて会話もできる
し，パソコンを使って文字を入力
したり，絵を描いたりすることも
できます。
　目の動きをセンサーで読み取る
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の周囲にいる人と
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OriHimeは自分で動くAIロボットではありま
せん，操作するのは人間です。自由に動き回れな
い人が，離れた場所にいる人と「まるで一緒にい
るような」コミュニケーションを取るための「新
しい体」なのです。学校で，病院で，オフィスで，
高さ23 cmの小さな体を精一杯に使って，人と人
とのきずなを創り出しています。
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日本語も適宜使用
補足情報・関連情報では，分量や内容に応じ
て，日本語も使用しています。学習者が本課
の学習に集中できるようにとの配慮です。
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OriHime – A Vehicle of Your Heart

通読用英文
4つのパート全体を1つにまとめた英文で
す。授業内での音読や，予習・復習時の通
読など，いろいろな使い方ができます。
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チェックボックス
音読を10回行うためのチェックボックスを設けました。

音声再生QRコード
通読用英文のQRコードからは，1課通し
の速読音声（約145WPM）が聞けます。
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PART 1 Development of OriHime

What is OriHime for? To help people in difficult situations 

（3）  bonds with others.

Who is Yoshifuji Kentaro? ─ the （1）  of OriHime
─ was unable to attend school and 
suffered from （2）  .

QUESTIONS ANSWERS

PART 2 Overcoming loneliness

What is often needed to overcome 
loneliness?

（4） , or a sense of belonging 

How does OriHime help the boy in the 
passage?

It enables the boy to share a place with 
his （5）  .

PART 3 OriHime’s features

Why is OriHime’s face like a Noh mask? People can （6）  emotions through 
its face. 

What is missing in online communication 
technologies?

the idea of （7）  a place
⇒ People can have a sense of （8）  .

PART 4 Yoshifuji meets Banda

Who is Banda Yuta? ─ badly hurt in a traffic accident when he 
was four and was in a （9）

─ Yoshifuji’s best friend and a  

（10）  of OriHime.
─made a series of （11）   
about how to improve OriHime.

What kind of person was Banda for 
Yoshifuji?

Recap & Retell

1

3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

How can OriHime change society? Complete the RECAP SHEET based on the text.2

62
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Make groups of four or fi ve and give a presentation on how OriHime can be used in 
various situations.

Make It Yours!

Answer the questions in the following boxes.STEP 1

Make presentation slides or a poster based on STEP 1.STEP 2

Make a presentation to the class.STEP 3

There are people who are suf fering from ....

⇒

They cannot ～ because .... / They have dif� culty -ing ....

⇒

With OriHime, they can .... / If they can use OriHime, ....

⇒

They can  will   ....

⇒
［　   ］

 What are the expected 
 outcomes?

 Who needs OriHime?  How can OriHime 
 solve the problems?

 What kind of problems 
 do the users face?

EXAMPLE
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e F if it is false.
リスニングのT/F問題で
内容理解度を確認します。

1

 of OriHime
le to attend school and 

suffered from （2）  .

ete the RECAP SHEET based on the text.

RECAP SHEETの穴埋めで，
本文の内容を整理します。

2

 it in your own words. You can use the 

作成したRECAP SHEETを使って，
自分の言葉でリテリングを行います。

3

onging 

ace with 

 emotions through 

丁
寧
に
段
階
を
踏
ん
だ
活
動
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質問に答えながらプレゼンテーション
の内容をまとめます。

1

丁
寧
に
段
階
を
踏
ん
だ
活
動

5領域マーク
ここで扱う領域を示します。

課末タスク② Make It Yours! （プロジェクト型活動）
本文で学んだことを使ってスピーチ，プレゼンテーション，アクトア
ウトなど，さまざまな活動を行います。

 　を踏まえてプレゼンテーションのスラ
イドやポスターを作ります。（グループ活動）

2

最後にクラスの前でプレゼンテーショ
ンを行います。

3

1
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3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

How can OriHime change society? Complete the RECAP SHEET based on the text.2
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

Make groups of four or fi ve and give a presentation on how OriHime can be used in 
various situations.

Make It Yours!

Answer the questions in the following boxes.STEP 1

Make presentation slides or a poster based on STEP 1.STEP 2

Make a presentation to the class.STEP 3

There are people who are suf fering from ....

⇒

They cannot ～ because .... / They have dif� culty -ing ....

⇒

With OriHime, they can .... / If they can use OriHime, ....

⇒

They can  will   ....

⇒
［　   ］

 What are the expected 
 outcomes?

 Who needs OriHime?  How can OriHime 
 solve the problems?

 What kind of problems 
 do the users face?

EXAMPLE
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リスニングのT/F問題で
内容理解度を確認します。

1

RECAP SHEETの穴埋めで，
本文の内容を整理します。

2

作成したRECAP SHEETを使って，
自分の言葉でリテリングを行います。

3

丁
寧
に
段
階
を
踏
ん
だ
活
動
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the idea of （7）  a place
⇒ People can have a sense of （8）  .

PART 4 Yoshifuji meets Banda

Who is Banda Yuta? ─ badly hurt in a traffic accident when he 
was four and was in a （9）

─ Yoshifuji’s best friend and a  

（10）  of OriHime.
─made a series of （11）   
about how to improve OriHime.

What kind of person was Banda for 
Yoshifuji?

Recap & Retell
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3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
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How can OriHime change society? Complete the RECAP SHEET based on the text.2
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Make groups of four or fi ve and give a presentation on how OriHime can be used in 

 How can OriHime 

質問に答えながらプレゼンテーション
の内容をまとめます。

1

丁
寧
に
段
階
を
踏
ん
だ
活
動

Make groups of four or fi ve and give a presentation on how OriHime can be used in Make groups of four or fi ve and give a presentation on how OriHime can be used in 

質問に答えながらプレゼンテーション1

5領域マーク
ここで扱う領域を示します。

OriHime – A Vehicle of Your HeartCHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

課末タスク② Make It Yours! （プロジェクト型活動）
本文で学んだことを使ってスピーチ，プレゼンテーション，アクトア
ウトなど，さまざまな活動を行います。

 　を踏まえてプレゼンテーションのスラ
イドやポスターを作ります。（グループ活動）

2

ides or a poster based on STEP 1.

イドやポスターを作ります。（グループ活動）

最後にクラスの前でプレゼンテーショ
ンを行います。

3

1
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I had lived in this city for ten years before I moved away.

Grammar for Communication

Choose a famous person and introduce him or her to 
the class. Follow the example below and use “relative 
clauses” at least three times when describing the person.

1

He is an artist who painted that picture.SPEAK
UP! 

FOCUS ON FORMS 名詞の後ろから情報を追加する “who / which / that …”（関係代名詞［制限用法］）
1.  Think of  a boy  of your age ［who suffers from a serious illness and must stay in bed in 

the hospital, unable to speak］. p.52

2.  This lonely experience drove Yoshifuji to develop OriHime,  a gender-free robot  ［which

enables people in diffi cult situations to establish bonds with others］. p.51

2 Write a newspaper article about searching for a cat. In your article, use the 
form “had done” or “had been doing.”

FOCUS ON FORMS   had + done（過去完了形）/ had + been + doing（過去完了進行形）
1.  Banda was badly hurt in a traffi c accident when he was four and had been in the hospital

ever since then. p.56

2. I had been waiting for you for three hours when you fi nally showed up.

SPEAK
UP! 

EXAMPLE   I’d like to talk about Dr. Stephen Hawking.  As you may know, Dr. Hawking 

suffered from a serious disease.  He was a physics professor who taught at the University of 

Cambridge.  He was a fi rst-rate scientist whose theory is widely known among scientists.  I 

believe Dr. Hawking was a great thinker (whom) many aerospace scientists admire.

Love, a 5-year-old male cat, is missing.  He has beautiful green 

eyes and fl uffy white hair. Love 　　　　　　　 in New York City 

with Ms. Brown when he disappeared.  He 　　　　　　　 for 

several hours when Ms.Brown noticed that Love was missing. If 

you have any information about the cat, please call XXX-XXXX-XXXX.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / produce / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□【（4）　　　　　　】a place with others
（場を共有する）

 have a strong【（5）　　　　　　】
（堅い絆がある）

・ remote control
（遠隔操作）

・ automatic train
 operation system
（自動列車運転装置）

・ autonomous cars / 
 self-driving car
（自動運転車）

・ autopilot
（自動操縦）

・ cyborg
（サイボーグ）

 have a sense of【（7）　　　　　　】
（所属感をもつ）

 think quietly about something
（あることについて静かに考える）

 do things together
（一緒に何かをする）

 read【（8）　　　　　　】on a 
 person’s face
（顔から感情を読み取る）　　　
 have a happy［sad］【（9）　　　　　　】
on one’s face
（幸せな［悲しい］表情をする）

 establish a bond（絆を築く）

feel【（6）　　　　　　】⇒ lonely experience
（孤独に感じる） （孤独な経験）

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

 create a robot / 
【（1）　　　　　　】

a robot（ロボットを造る）

・ automatic control
（自動制御）

Robot
（ロボット）

a feeling（感情）

□ an 【（3）　　　　　　】of a person
（人間の延長）

・ AI（Artifi cial Intelligence）
（人工知能）

・ a drone（ドローン）

・ a machine that can work like 
 a person（人のように動く機械）

　　　　　　】
 person

（絆を築く）

lonely experience

 self-driving car
（自動運転車）

 operation system

・ autonomous cars / 

・ remote control

（Artifi cial Intelligence）
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Grammar for Communication

5領域マーク
ここで扱う領域を示します。

課末タスク③ Grammar for Communication
本文に出てきた文法項目がどのような場面で使われるかを学び，文
法を活動に結びつけます。

2 Write a newspaper article about searching for a cat. In your artic
form “had done” or “had been 

SPEAK
UP! 

Love, a 5-year-old male cat, is missing.  He has beautifu

eyes and fl uffy white hair. Love 　　　　　　　
with Ms. Brown when he disappeared.  He 

単なる形式的なドリルなどではなく，そ
の文法事項に適した活動を通じて，コ
ミュニカティブな発信力を育てます。

east three times when describing the person.

He is an artist who painted that picture.

k about Dr. Stephen Hawking.  As you may know, Dr. Hawking 

suffered from a serious disease.  He was a physics professor who taught at the University of 

l

活動で必要な文法事項を
SPEAK UP!の例文で確認します。

I had lived in this city for ten years before I moved away.

Grammar for Communication

Choose a famous person and introduce him or her to 
the class. Follow the example below and use “relative 
clauses” at least three times when describing the person.

1

He is an artist who painted that picture.SPEAK
UP! 

FOCUS ON FORMS 名詞の後ろから情報を追加する “who / which / that …”（関係代名詞［制限用法］）
1.  Think of  a boy  of your age ［who suffers from a serious illness and must stay in bed in 

the hospital, unable to speak］. p.52

2.  This lonely experience drove Yoshifuji to develop OriHime,  a gender-free robot  ［which

enables people in diffi cult situations to establish bonds with others］. p.51

2 Write a newspaper article about searching for a cat. In your article, use the 
form “had done” or “had been doing.”

FOCUS ON FORMS   had + done（過去完了形）/ had + been + doing（過去完了進行形）
1.  Banda was badly hurt in a traffi c accident when he was four and had been in the hospital

ever since then. p.56

2. I had been waiting for you for three hours when you fi nally showed up.

SPEAK
UP! 

EXAMPLE   I’d like to talk about Dr. Stephen Hawking.  As you may know, Dr. Hawking 

suffered from a serious disease.  He was a physics professor who taught at the University of 

Cambridge.  He was a fi rst-rate scientist whose theory is widely known among scientists.  I 

believe Dr. Hawking was a great thinker (whom) many aerospace scientists admire.

Love, a 5-year-old male cat, is missing.  He has beautiful green 

eyes and fl uffy white hair. Love 　　　　　　　 in New York City 

with Ms. Brown when he disappeared.  He 　　　　　　　 for 

several hours when Ms.Brown noticed that Love was missing. If 

you have any information about the cat, please call XXX-XXXX-XXXX.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / produce / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□【（4）　　　　　　】a place with others
（場を共有する）

 have a strong【（5）　　　　　　】
（堅い絆がある）

・ remote control
（遠隔操作）

・ automatic train
 operation system
（自動列車運転装置）

・ autonomous cars / 
 self-driving car
（自動運転車）

・ autopilot
（自動操縦）

・ cyborg
（サイボーグ）

 have a sense of【（7）　　　　　　】
（所属感をもつ）

 think quietly about something
（あることについて静かに考える）

 do things together
（一緒に何かをする）

 read【（8）　　　　　　】on a 
 person’s face
（顔から感情を読み取る）　　　
 have a happy［sad］【（9）　　　　　　】
on one’s face
（幸せな［悲しい］表情をする）

 establish a bond（絆を築く）

feel【（6）　　　　　　】⇒ lonely experience
（孤独に感じる） （孤独な経験）

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

 create a robot / 
【（1）　　　　　　】

a robot（ロボットを造る）

・ automatic control
（自動制御）

Robot
（ロボット）

a feeling（感情）

□ an 【（3）　　　　　　】of a person
（人間の延長）

・ AI（Artifi cial Intelligence）
（人工知能）

・ a drone（ドローン）

・ a machine that can work like 
 a person（人のように動く機械）

　　　　　　】
 person

（絆を築く）

lonely experience

 self-driving car
（自動運転車）

 operation system

・ autonomous cars / 

・ remote control

（Artifi cial Intelligence）
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課末タスク④ Vocabulary Networking
本文に出てきた語句とその関連表現をネットワークで示し，実践的
な語彙力の定着・強化を図ります。

語句と語句を関連づけ，体系
的なイメージの中で有機的に
学ぶことができます。
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I had lived in this city for ten years before I moved away.

Grammar for Communication

Choose a famous person and introduce him or her to 
the class. Follow the example below and use “relative 
clauses” at least three times when describing the person.

1

He is an artist who painted that picture.SPEAK
UP! 

FOCUS ON FORMS 名詞の後ろから情報を追加する “who / which / that …”（関係代名詞［制限用法］）
1.  Think of  a boy  of your age ［who suffers from a serious illness and must stay in bed in 

the hospital, unable to speak］. p.52

2.  This lonely experience drove Yoshifuji to develop OriHime,  a gender-free robot  ［which

enables people in diffi cult situations to establish bonds with others］. p.51

2 Write a newspaper article about searching for a cat. In your article, use the 
form “had done” or “had been doing.”

FOCUS ON FORMS   had + done（過去完了形）/ had + been + doing（過去完了進行形）
1.  Banda was badly hurt in a traffi c accident when he was four and had been in the hospital

ever since then. p.56

2. I had been waiting for you for three hours when you fi nally showed up.

SPEAK
UP! 

EXAMPLE   I’d like to talk about Dr. Stephen Hawking.  As you may know, Dr. Hawking 

suffered from a serious disease.  He was a physics professor who taught at the University of 

Cambridge.  He was a fi rst-rate scientist whose theory is widely known among scientists.  I 

believe Dr. Hawking was a great thinker (whom) many aerospace scientists admire.

Love, a 5-year-old male cat, is missing.  He has beautiful green 

eyes and fl uffy white hair. Love 　　　　　　　 in New York City 

with Ms. Brown when he disappeared.  He 　　　　　　　 for 

several hours when Ms.Brown noticed that Love was missing. If 

you have any information about the cat, please call XXX-XXXX-XXXX.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / produce / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking
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5領域マーク
ここで扱う領域を示します。

課末タスク③ Grammar for Communication
本文に出てきた文法項目がどのような場面で使われるかを学び，文
法を活動に結びつけます。

単なる形式的なドリルなどではなく，そ
の文法事項に適した活動を通じて，コ
ミュニカティブな発信力を育てます。

活動で必要な文法事項を
SPEAK UP!の例文で確認します。

I had lived in this city for ten years before I moved away.

Grammar for Communication

Choose a famous person and introduce him or her to 
the class. Follow the example below and use “relative 
clauses” at least three times when describing the person.

1

He is an artist who painted that picture.SPEAK
UP! 

FOCUS ON FORMS 名詞の後ろから情報を追加する “who / which / that …”（関係代名詞［制限用法］）
1.  Think of  a boy  of your age ［who suffers from a serious illness and must stay in bed in 

the hospital, unable to speak］. p.52

2.  This lonely experience drove Yoshifuji to develop OriHime,  a gender-free robot  ［which

enables people in diffi cult situations to establish bonds with others］. p.51

2 Write a newspaper article about searching for a cat. In your article, use the 
form “had done” or “had been doing.”

FOCUS ON FORMS   had + done（過去完了形）/ had + been + doing（過去完了進行形）
1.  Banda was badly hurt in a traffi c accident when he was four and had been in the hospital

ever since then. p.56

2. I had been waiting for you for three hours when you fi nally showed up.

SPEAK
UP! 

EXAMPLE   I’d like to talk about Dr. Stephen Hawking.  As you may know, Dr. Hawking 

suffered from a serious disease.  He was a physics professor who taught at the University of 

Cambridge.  He was a fi rst-rate scientist whose theory is widely known among scientists.  I 

believe Dr. Hawking was a great thinker (whom) many aerospace scientists admire.

Love, a 5-year-old male cat, is missing.  He has beautiful green 

eyes and fl uffy white hair. Love 　　　　　　　 in New York City 

with Ms. Brown when he disappeared.  He 　　　　　　　 for 

several hours when Ms.Brown noticed that Love was missing. If 

you have any information about the cat, please call XXX-XXXX-XXXX.
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【 bond / quality / lonely / produce / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

課末タスク④ Vocabulary Networking
本文に出てきた語句とその関連表現をネットワークで示し，実践的
な語彙力の定着・強化を図ります。

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

Robot
（ロボット

・ a machine that can work like 
 a person（人のように動く機械）

語句と語句を関連づけ，体系
的なイメージの中で有機的に
学ぶことができます。
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READING PASSAGE 1

The Window

What can you see from the window in your room?

BEFORE YOU READ

162
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READING PASSAGE 1 The Window

Two men, both seriously ill, occupied the same 

hospital room. One man was allowed to sit up in his bed 

his lungs. His bed was next to the room’s only window. 

back. The men talked for hours on end. They spoke of 

their wives and families, their homes, their jobs, their 

involvement in the military service, where they had 

been on vacation. 

And every afternoon when the man in the bed by 

the window could sit up, he would pass the time by 

describing to his roommate all the things he could see 

outside the window. The man in the other bed began to 

live for those one-hour periods where his world would 

be broadened and enlivened by all the activity and color 

of the world outside.

5

10

15

occupy ª^kjcp{0º

drain ªdr'0nº

fluid ªfl\;cdº

lung ªl&©º

involvement ª0nv l̂vmcntº

military service
≒  time spent serving in 

the army， navy， air 
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CHAPTER 1

The Future Is Yours
by Robert Campbell

Robert Campbell, from 
New York, is a specialist 
in Japanese literature.  
Dr. Campbell will share 
some personal stories 
from his childhood.  
What happened to him?  
And how did he end 
up becoming a famous 
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１．教科書 p.13の動画を見せて
Let’s see the movie on page 13. Are you 

familiar with his name or his face? If you 

are, please raise your hand.（S: 手を挙げる）
Thank you. He speaks Japanese fluently,
doesn’t he? His name is Robert Campbell 

and he lives here in Japan. He is well-

known as a specialist in Japanese literature.

This chapter covers some of his personal 

stories; Where was he born and raised? （S: 

America などの声）What was he like when 

he was a child? （S:   ）What made him 

become a well-known scholar in the �eld of 

Japanese literature? （S:  ）His story is an 

interesting one, isn’t it?

２．アメリカの地図を見せて

All of you have probably heard of New 

York City. Where is it? （生徒に地図の場所を
指させる） Yes, it’s on the East Coast of the 

U.S. New York City is the main city in the 

state of New York, but it’s not the state 

capitol or 州都。 The state capital is Albany,
a rather small rural city. 

New York City (often shortened as New 

York) is a large city. Guess which is larger,
Tokyo or New York? （何人かが手を挙げ，指
名。モニターに人口対比：東京　927万，ニュー
ヨーク　833万人（2018年度）） But, anyway,
New York is a big city whose nickname is 

the Big Apple. 

Slide 2-3

Slide 4-5

Let’s open to Chapter One. What is the title?  

(Some students say “The Future Is Yours.”) 
Yes, that’s right. “The Future Is Yours.” Who wrote 

this? Have you seen him on TV? He is probably a 

familiar face to some of you. His name is Robert 

Campbell. He’s the author of this story.

 Let me tell you a little about him. Listen carefully: 

（右の導入英文を読む）
Did you understand that? Now, let’s fill in the 

information sheet that I’m going to pass around.

Slide 1

Can you think of any historic monuments,
famous buildings or sites in New York? （生
徒にいくつか出させて有名なものをいくつかを
板書。例：The Statue of Liberty, The Empire 

State Building, Central Park, etc.）
（スライドにある名所を見せてから）
New York has many different kinds people 

of  di fferent races and with di fferent 

backgrounds and different ways of thinking. 

Since New York is a typical urban area,
lots of people live in apartments. Look at 

the apartment building Campbell used to 

live in.（スライドの写真を見せる）This was a 

typical apartment building of that period. 

Guess what kind of neighborhood his family 

lived in. Talk in pairs.（ペア活動後）Let’s hear 

your ideas. （何人かが手を挙げ，指名）That’s 

right. They were probably not very rich and 

i t  w a s  a  t y p i c a l  w o r k i n g - c l a s s 

neighborhood. So, what kinds of people 

would live there? （ 指 名 ）Yes, there were 

many poor people, mostly from foreign 

countr ies.  This  was a l i fe-enr ich ing 

experience, which helped Campbell form 

his worldview. OK. Now let’s read about his 

childhood days.

Slide 6

Slide 7

■Oral Introduction (context setting)
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CHAPTER 1 The Future Is Yours1

I was born in New York City and grew up in an 

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

and sometimes offered me tea and sweets.  I 
G2
liked my 

G2

G2
felt sad, I went through it and 

G2

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

5

10

p.8

 Robert Campbell
ªr^bcRt k!mblº

□ specialist
ªsp'Ícl0stº

□ literature
ªl]t(c)rctÍcRº

scholar ªsk^lcRº

 end up doing

p.9

 Irish ª[0(c)r0Íº

 Puerto Rican
ªpw"Rtc r];kcnº

□ chat ªtÍ!tº

□ gradually 
ªgr!dßucliº

 run into ...

□ emergency
ª0m=;Rdßcnsiº

hatch ªh!tÍº

□ submarine
ªs&bmcr};nº

□ imagination
ª0m¡dßcn'0Í(c)nº

 for a while

 feel like ...

Campbell at the age of four The apartment building Campbell lived in

1. What countries were Robert Campbell’s neighbors from?
2. What did he enjoy doing with his neighbors?
3. What special area did each apartment have?

What do you do when you feel sad?

Comprehension Check

ℓ.2  with Irish roots アイルランド系で

9
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1110

Normal
CD❶-4

Fast
CD❶-5

ポーズ
CD❶-6

CD❶-2

Normal
CD❶-3

Fast
CD❶-5

■Oral Introduction
Look at the apartment building Campbell lived in.（教科書の写真を見せる）Guess what kind 

of place it was. Talk in pairs.（ペア活動後）Do you have any comments? （何人かが手を挙げ，
指名）Good point. His family seems not to have been rich. Guess who lived in this building. 

（指名）Well, actually many foreigners lived there. It was a valuable experience that helped 

form his worldview. Let’s read Campbell’s early life.

■ Vocabulary Check
❶ apartment building (complex)

apartment: a set of rooms for living in, especially on one � oor of a building 

mansion: a very large, expensive house

❷  People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different � oors. 

Melting Pot ̶ Salad Bowl

A salad bowl or tossed salad is a metaphor for the way a multicultural society can 

integrate different cultures while maintaining their separate identities, contrasting with a 

melting pot, which emphasizes the combination of the parts into a single whole. 

❸ emergency stairs

“These days, � re escapes remain a popular place for residents without a backyard to 

barbecue on small grills or sit down with a good book and get a summer tan. Others 

transform them with colorful potted gardens filled with flowers and herbs.” (www.

nyhabitat.com)

❹ hatch: an opening through a wall, � oor, etc., or the cover for it

ex. an escape hatch / a serving hatch（配膳口）/ the hatch of a submarine

■ Grammar Points
Focus on the tense of each verb. Did you notice anything? （生徒が「過去形」と応答）

That’s right. They are all in the past tense. That’s because this part of the story is about his 

childhood.

■ TF-Questions
1. Robert Campbell was born in Ireland, and grew up in New York City. (F)

2. Robert Campbell didn’t have any interest in other cultures. (F)

3. When Robert Campbell felt sad, he often went to see a submarine for a while. (F)

Part 1

Part 1 指導案

1.  They were from Germany, Italy, and 
Puerto Rico.

2. He enjoyed chatting with them.
3. It had an emergency exit.

Ans.

（Left）What is Campbell doing? ― He is taking a bath.
（Right）How is weather like? ― It’s cloudy

I talk with my friends or family, and this 
cheers me up.

Ans.

受動態

しばらくの間

…のように感じる

…と出くわす

…することになる

動詞+名詞

動詞+形容詞

同格

動詞+前置詞+名詞

❶

❷

❸

My familyに情報を加える

Picture Quiz

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

動詞+名詞

❹
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英語による指導案（各パート）
オーラルイントロダクションから，語彙・文
法のポイント，内容理解のチェックまで。

CHAPTER 1 The Future Is Yours1

I was born in New York City and grew up in an 

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

and sometimes offered me tea and sweets.  I 
G2
liked my 

G2

G2
felt sad, I went through it and 

G2

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

5

10

p.8

 Robert Campbell
ªr^bcRt k!mblº

□ specialist
ªsp'Ícl0stº

□ literature
ªl]t(c)rctÍcRº

scholar ªsk^lcRº

 end up doing

p.9

 Irish ª[0(c)r0Íº

 Puerto Rican
ªpw"Rtc r];kcnº

□ chat ªtÍ!tº

□ gradually 
ªgr!dßucliº

 run into ...

□ emergency
ª0m=;Rdßcnsiº

hatch ªh!tÍº

□ submarine
ªs&bmcr};nº

□ imagination
ª0m¡dßcn'0Í(c)nº

 for a while

 feel like ...

Campbell at the age of four The apartment building Campbell lived in

1. What countries were Robert Campbell’s neighbors from?
2. What did he enjoy doing with his neighbors?
3. What special area did each apartment have?

What do you do when you feel sad?

Comprehension Check

ℓ.2  with Irish roots アイルランド系で

9
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1110

Normal
CD❶-4

Fast
CD❶-5

ポーズ
CD❶-6

CD❶-2

Normal
CD❶-3

Fast
CD❶-5

■Oral Introduction
Look at the apartment building Campbell lived in.（教科書の写真を見せる）Guess what kind 

of place it was. Talk in pairs.（ペア活動後）Do you have any comments? （何人かが手を挙げ，
指名）Good point. His family seems not to have been rich. Guess who lived in this building. 

（指名）Well, actually many foreigners lived there. It was a valuable experience that helped 

form his worldview. Let’s read Campbell’s early life.

■ Vocabulary Check
❶ apartment building (complex)

apartment: a set of rooms for living in, especially on one � oor of a building 

mansion: a very large, expensive house

❷  People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different � oors. 

Melting Pot ̶ Salad Bowl

A salad bowl or tossed salad is a metaphor for the way a multicultural society can 

integrate different cultures while maintaining their separate identities, contrasting with a 

melting pot, which emphasizes the combination of the parts into a single whole. 

❸ emergency stairs

“These days, � re escapes remain a popular place for residents without a backyard to 

barbecue on small grills or sit down with a good book and get a summer tan. Others 

transform them with colorful potted gardens filled with flowers and herbs.” (www.

nyhabitat.com)

❹ hatch: an opening through a wall, � oor, etc., or the cover for it

ex. an escape hatch / a serving hatch（配膳口）/ the hatch of a submarine

■ Grammar Points
Focus on the tense of each verb. Did you notice anything? （生徒が「過去形」と応答）

That’s right. They are all in the past tense. That’s because this part of the story is about his 

childhood.

■ TF-Questions
1. Robert Campbell was born in Ireland, and grew up in New York City. (F)

2. Robert Campbell didn’t have any interest in other cultures. (F)

3. When Robert Campbell felt sad, he often went to see a submarine for a while. (F)

Part 1

Part 1 指導案

1.  They were from Germany, Italy, and 
Puerto Rico.

2. He enjoyed chatting with them.
3. It had an emergency exit.

Ans.

（Left）What is Campbell doing? ― He is taking a bath.
（Right）How is weather like? ― It’s cloudy

I talk with my friends or family, and this 
cheers me up.

Ans.

受動態

しばらくの間

…のように感じる

…と出くわす

…することになる

動詞+名詞

動詞+形容詞

同格

動詞+前置詞+名詞

❶

❷

❸

My familyに情報を加える

Picture Quiz

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

動詞+名詞

❹
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詳しい解説は指導書に
Comprehension Checkや発
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解説を指導書に掲載しています。
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I was born in New York City and grew up in an 

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

and sometimes offered me tea and sweets.  I 
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liked my 
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felt sad, I went through it and 
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a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.
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Campbell at the age of four The apartment building Campbell lived in

1. What countries were Robert Campbell’s neighbors from?
2. What did he enjoy doing with his neighbors?
3. What special area did each apartment have?

What do you do when you feel sad?
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ポーズ
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Fast
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■Oral Introduction
Look at the apartment building Campbell lived in.（教科書の写真を見せる）Guess what kind 

of place it was. Talk in pairs.（ペア活動後）Do you have any comments? （何人かが手を挙げ，
指名）Good point. His family seems not to have been rich. Guess who lived in this building. 

（指名）Well, actually many foreigners lived there. It was a valuable experience that helped 

form his worldview. Let’s read Campbell’s early life.

■ Vocabulary Check
❶ apartment building (complex)

apartment: a set of rooms for living in, especially on one � oor of a building 

mansion: a very large, expensive house

❷  People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different � oors. 

Melting Pot ̶ Salad Bowl

A salad bowl or tossed salad is a metaphor for the way a multicultural society can 

integrate different cultures while maintaining their separate identities, contrasting with a 

melting pot, which emphasizes the combination of the parts into a single whole. 

❸ emergency stairs

“These days, � re escapes remain a popular place for residents without a backyard to 

barbecue on small grills or sit down with a good book and get a summer tan. Others 

transform them with colorful potted gardens filled with flowers and herbs.” (www.

nyhabitat.com)

❹ hatch: an opening through a wall, � oor, etc., or the cover for it

ex. an escape hatch / a serving hatch（配膳口）/ the hatch of a submarine

■ Grammar Points
Focus on the tense of each verb. Did you notice anything? （生徒が「過去形」と応答）

That’s right. They are all in the past tense. That’s because this part of the story is about his 

childhood.

■ TF-Questions
1. Robert Campbell was born in Ireland, and grew up in New York City. (F)

2. Robert Campbell didn’t have any interest in other cultures. (F)

3. When Robert Campbell felt sad, he often went to see a submarine for a while. (F)

Part 1

Part 1 指導案

1.  They were from Germany, Italy, and 
Puerto Rico.

2. He enjoyed chatting with them.
3. It had an emergency exit.

Ans.

（Left）What is Campbell doing? ― He is taking a bath.
（Right）How is weather like? ― It’s cloudy

I talk with my friends or family, and this 
cheers me up.

Ans.

受動態

しばらくの間

…のように感じる

…と出くわす

…することになる

動詞+名詞

動詞+形容詞

同格

動詞+前置詞+名詞

❶

❷

❸

My familyに情報を加える

Picture Quiz

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

動詞+名詞
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英語による指導案（各パート）
オーラルイントロダクションから，語彙・文
法のポイント，内容理解のチェックまで。
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I was born in New York City and grew up in an 

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

and sometimes offered me tea and sweets.  I 
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felt sad, I went through it and 
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a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 
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□ submarine
ªs&bmcr};nº
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Campbell at the age of four The apartment building Campbell lived in

1. What countries were Robert Campbell’s neighbors from?
2. What did he enjoy doing with his neighbors?
3. What special area did each apartment have?

What do you do when you feel sad?

Comprehension Check

ℓ.2  with Irish roots アイルランド系で
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CD❶-4
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CD❶-5

ポーズ
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CD❶-2

Normal
CD❶-3

Fast
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■Oral Introduction
Look at the apartment building Campbell lived in.（教科書の写真を見せる）Guess what kind 

of place it was. Talk in pairs.（ペア活動後）Do you have any comments? （何人かが手を挙げ，
指名）Good point. His family seems not to have been rich. Guess who lived in this building. 

（指名）Well, actually many foreigners lived there. It was a valuable experience that helped 

form his worldview. Let’s read Campbell’s early life.

■ Vocabulary Check
❶ apartment building (complex)

apartment: a set of rooms for living in, especially on one � oor of a building 

mansion: a very large, expensive house

❷  People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different � oors. 

Melting Pot ̶ Salad Bowl

A salad bowl or tossed salad is a metaphor for the way a multicultural society can 

integrate different cultures while maintaining their separate identities, contrasting with a 

melting pot, which emphasizes the combination of the parts into a single whole. 

❸ emergency stairs

“These days, � re escapes remain a popular place for residents without a backyard to 

barbecue on small grills or sit down with a good book and get a summer tan. Others 

transform them with colorful potted gardens filled with flowers and herbs.” (www.

nyhabitat.com)

❹ hatch: an opening through a wall, � oor, etc., or the cover for it

ex. an escape hatch / a serving hatch（配膳口）/ the hatch of a submarine

■ Grammar Points
Focus on the tense of each verb. Did you notice anything? （生徒が「過去形」と応答）

That’s right. They are all in the past tense. That’s because this part of the story is about his 

childhood.

■ TF-Questions
1. Robert Campbell was born in Ireland, and grew up in New York City. (F)

2. Robert Campbell didn’t have any interest in other cultures. (F)

3. When Robert Campbell felt sad, he often went to see a submarine for a while. (F)

Part 1

Part 1 指導案

1.  They were from Germany, Italy, and 
Puerto Rico.

2. He enjoyed chatting with them.
3. It had an emergency exit.

Ans.

（Left）What is Campbell doing? ― He is taking a bath.
（Right）How is weather like? ― It’s cloudy

I talk with my friends or family, and this 
cheers me up.

Ans.

受動態

しばらくの間

…のように感じる

…と出くわす

…することになる

動詞+名詞

動詞+形容詞

同格

動詞+前置詞+名詞

❶

❷

❸

My familyに情報を加える

Picture Quiz

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

動詞+名詞

❹
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 feel like ...
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PART 1 The childhood of Dr. Campbell

What did he get interested in by 
communicating with his neighbors?

He got interested in different 

（3） .

Where did he live?
Who were his neighbors?

He lived in an （1）  in New York 
with neighbors from different cultural

（2） .

QUESTIONS ANSWERS

PART 2 His experience in France

According to the text, what did he 
experience in France?

He ate a （4）  onion dish for the 

（5）  time, and to his 
surprise, he liked it. 

What was the lesson he learned from 
that experience?

He learned that we shouldn’t say we 
don’t like something new until we

（6）  it.

PART 3 His encounter with Japanese culture

What did he study in college?
What was his purpose?

He studied Japanese and Japanese 

（7）  for the purpose of 
understanding Japanese （8）

better.

PART 4 His message to the reader

What is Dr. Campbell’s message to young 
people?

Be （9） and （10） . 
Try new things. Then you are sure to find 
your own （11）  to new worlds.

Recap & Retell

1

3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

What experiences did Dr. Campbell have before he became a professor of 
Japanese literature? Complete the RECAP SHEET based on the text.

2

16
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22 23

1 Script CD❶-30

1. When he was a child, Dr. Campbell had a chance to learn about foreign cultures.  (T)

2. Dr. Campbell’s favorite food was cooked onions, and he ate them as often as possible.  (F) 

3. One of Dr. Campbell’s university teachers advised him to study the language, history, and 

culture of Japan, in order to better understand Japanese art.  (T) 

4. Dr. Campbell encourages young people to search for their “hatches” and try new things. 

(T)

3 解答例 CD❶-31

In his childhood, Dr. Robert Campbell lived in an apartment in New York City with 

neighbors from different cultural backgrounds. Through this experience, he got interested in 

different cultures. He also learned to go out through the “hatch” to a world of imagination.

While he was living in France, he had an interesting experience. He ate a raw onion dish 

for the �rst time, and to his surprise he liked it. He learned a lesson from this experience: 

“Never say you don’t like something new before you try it.”

In his college days, he got interested in Japanese art. His teacher advised him to study 

Japanese language and culture in order to understand the art better. Without fully 

understanding what the teacher meant, he followed that advice. Now he knows that the 

teacher was right.

His experiences in New York and France and his studies in Japanese literature opened up 

new worlds to him. He advises us to be curious and adventurous and experience new 

things. We shouldn’t say, “I don’t like this or that” before trying it. In this way, we are sure to 

�nd our own hatches to new worlds.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

apartment

backgrounds

first

try

art

adventurouscurious

culture

cultures

 raw
[uncooked]

hatches
[doors]

Recap & Retell　指導案
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解答例Recap & Retell
教科書本冊の紙面を，教科書と同じ側に掲載し，反対側のページには
音声のスクリプトや，記述式タスクの解答例を示しました。

PART 1 The childhood of Dr. Campbell

What did he get interested in by 
communicating with his neighbors?

He got interested in different 

（3） .

Where did he live?
Who were his neighbors?

He lived in an （1）  in New York 
with neighbors from different cultural

（2） .

QUESTIONS ANSWERS

PART 2 His experience in France

According to the text, what did he 
experience in France?

He ate a （4）  onion dish for the 

（5）  time, and to his 
surprise, he liked it. 

What was the lesson he learned from 
that experience?

He learned that we shouldn’t say we 
don’t like something new until we

（6）  it.

PART 3 His encounter with Japanese culture

What did he study in college?
What was his purpose?

He studied Japanese and Japanese 

（7）  for the purpose of 
understanding Japanese （8）

better.

PART 4 His message to the reader

What is Dr. Campbell’s message to young 
people?

Be （9） and （10） . 
Try new things. Then you are sure to find 
your own （11）  to new worlds.

Recap & Retell

1

3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

What experiences did Dr. Campbell have before he became a professor of 
Japanese literature? Complete the RECAP SHEET based on the text.

2

16
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22 23

1 Script CD❶-30

1. When he was a child, Dr. Campbell had a chance to learn about foreign cultures.  (T)

2. Dr. Campbell’s favorite food was cooked onions, and he ate them as often as possible.  (F) 

3. One of Dr. Campbell’s university teachers advised him to study the language, history, and 

culture of Japan, in order to better understand Japanese art.  (T) 

4. Dr. Campbell encourages young people to search for their “hatches” and try new things. 

(T)

3 解答例 CD❶-31

In his childhood, Dr. Robert Campbell lived in an apartment in New York City with 

neighbors from different cultural backgrounds. Through this experience, he got interested in 

different cultures. He also learned to go out through the “hatch” to a world of imagination.

While he was living in France, he had an interesting experience. He ate a raw onion dish 

for the �rst time, and to his surprise he liked it. He learned a lesson from this experience: 

“Never say you don’t like something new before you try it.”

In his college days, he got interested in Japanese art. His teacher advised him to study 

Japanese language and culture in order to understand the art better. Without fully 

understanding what the teacher meant, he followed that advice. Now he knows that the 

teacher was right.

His experiences in New York and France and his studies in Japanese literature opened up 

new worlds to him. He advises us to be curious and adventurous and experience new 

things. We shouldn’t say, “I don’t like this or that” before trying it. In this way, we are sure to 

�nd our own hatches to new worlds.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

apartment

backgrounds

first

try

art

adventurouscurious

culture

cultures

 raw
[uncooked]

hatches
[doors]

Recap & Retell　指導案
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詳しい解説は指導書に
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PART 1 The childhood of Dr. Campbell

What did he get interested in by 
communicating with his neighbors?

He got interested in different 

（3） .

Where did he live?
Who were his neighbors?

He lived in an （1）  in New York 
with neighbors from different cultural

（2） .

QUESTIONS ANSWERS

PART 2 His experience in France

According to the text, what did he 
experience in France?

He ate a （4）  onion dish for the 

（5）  time, and to his 
surprise, he liked it. 

What was the lesson he learned from 
that experience?

He learned that we shouldn’t say we 
don’t like something new until we

（6）  it.

PART 3 His encounter with Japanese culture

What did he study in college?
What was his purpose?

He studied Japanese and Japanese 

（7）  for the purpose of 
understanding Japanese （8）

better.

PART 4 His message to the reader

What is Dr. Campbell’s message to young 
people?

Be （9） and （10） . 
Try new things. Then you are sure to find 
your own （11）  to new worlds.

Recap & Retell

1

3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

What experiences did Dr. Campbell have before he became a professor of 
Japanese literature? Complete the RECAP SHEET based on the text.
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1 Script CD❶-30

1. When he was a child, Dr. Campbell had a chance to learn about foreign cultures.  (T)

2. Dr. Campbell’s favorite food was cooked onions, and he ate them as often as possible.  (F) 

3. One of Dr. Campbell’s university teachers advised him to study the language, history, and 

culture of Japan, in order to better understand Japanese art.  (T) 

4. Dr. Campbell encourages young people to search for their “hatches” and try new things. 

(T)

3 解答例 CD❶-31

In his childhood, Dr. Robert Campbell lived in an apartment in New York City with 

neighbors from different cultural backgrounds. Through this experience, he got interested in 

different cultures. He also learned to go out through the “hatch” to a world of imagination.

While he was living in France, he had an interesting experience. He ate a raw onion dish 

for the �rst time, and to his surprise he liked it. He learned a lesson from this experience: 

“Never say you don’t like something new before you try it.”

In his college days, he got interested in Japanese art. His teacher advised him to study 

Japanese language and culture in order to understand the art better. Without fully 

understanding what the teacher meant, he followed that advice. Now he knows that the 

teacher was right.

His experiences in New York and France and his studies in Japanese literature opened up 

new worlds to him. He advises us to be curious and adventurous and experience new 

things. We shouldn’t say, “I don’t like this or that” before trying it. In this way, we are sure to 

�nd our own hatches to new worlds.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

apartment

backgrounds

first

try

art

adventurouscurious

culture

cultures

 raw
[uncooked]

hatches
[doors]

Recap & Retell　指導案
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解答例Recap & Retell
教科書本冊の紙面を，教科書と同じ側に掲載し，反対側のページには
音声のスクリプトや，記述式タスクの解答例を示しました。

PART 1 The childhood of Dr. Campbell

What did he get interested in by 
communicating with his neighbors?

He got interested in different 

（3） .

Where did he live?
Who were his neighbors?

He lived in an （1）  in New York 
with neighbors from different cultural

（2） .

QUESTIONS ANSWERS

PART 2 His experience in France

According to the text, what did he 
experience in France?

He ate a （4）  onion dish for the 

（5）  time, and to his 
surprise, he liked it. 

What was the lesson he learned from 
that experience?

He learned that we shouldn’t say we 
don’t like something new until we

（6）  it.

PART 3 His encounter with Japanese culture

What did he study in college?
What was his purpose?

He studied Japanese and Japanese 

（7）  for the purpose of 
understanding Japanese （8）

better.

PART 4 His message to the reader

What is Dr. Campbell’s message to young 
people?

Be （9） and （10） . 
Try new things. Then you are sure to find 
your own （11）  to new worlds.

Recap & Retell

1

3 Choose your favorite part and retell it in your own words. You can use the 
information on the RECAP SHEET.

Circle T if what you hear is true, and circle F if it is false.

1. T / F　　　2. T / F　　　3. T / F　　　4. T / F

What experiences did Dr. Campbell have before he became a professor of 
Japanese literature? Complete the RECAP SHEET based on the text.

2

16
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22 23

1 Script CD❶-30

1. When he was a child, Dr. Campbell had a chance to learn about foreign cultures.  (T)

2. Dr. Campbell’s favorite food was cooked onions, and he ate them as often as possible.  (F) 

3. One of Dr. Campbell’s university teachers advised him to study the language, history, and 

culture of Japan, in order to better understand Japanese art.  (T) 

4. Dr. Campbell encourages young people to search for their “hatches” and try new things. 

(T)

3 解答例 CD❶-31

In his childhood, Dr. Robert Campbell lived in an apartment in New York City with 

neighbors from different cultural backgrounds. Through this experience, he got interested in 

different cultures. He also learned to go out through the “hatch” to a world of imagination.

While he was living in France, he had an interesting experience. He ate a raw onion dish 

for the �rst time, and to his surprise he liked it. He learned a lesson from this experience: 

“Never say you don’t like something new before you try it.”

In his college days, he got interested in Japanese art. His teacher advised him to study 

Japanese language and culture in order to understand the art better. Without fully 

understanding what the teacher meant, he followed that advice. Now he knows that the 

teacher was right.

His experiences in New York and France and his studies in Japanese literature opened up 

new worlds to him. He advises us to be curious and adventurous and experience new 

things. We shouldn’t say, “I don’t like this or that” before trying it. In this way, we are sure to 

�nd our own hatches to new worlds.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

apartment

backgrounds

first

try

art

adventurouscurious

culture

cultures

 raw
[uncooked]

hatches
[doors]

Recap & Retell　指導案
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things. We shouldn t say, I don t like this or that

�nd our own hatches to new worlds.

詳しい解説は指導書に
Recap & Retellについての，より詳しい解
説を指導書に掲載しています。
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15 years old

Period

M
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n

5 years old 10 years old

M
o
t
i
v
a
t
i
o
n

5 years old 10 years old 15 years old

Period

I entered elementary school

My dog, Mimi, passed away

My parents took me to a 
eco-trip to Australia

I didn't enjoy latter 
elementary school life

I enjoyed badminton club 
during junior high school

CHAPTER 1 | The Future Is Yours

This is a motivation graph A

A s motivation graph

1. Seeing the upper graph, write your own motivation graph.

2. Seeing your graph, write 3~4 events that influence you.

CHAPTER 1 The Future Is Yours

Make It Yours!

Write about your important experiences and then share them with your partner.

When Important experience How it influenced you

・third year student in junior 
high school

・read a book about global
warming

・started using reusable 
shopping bags

Choose one experience from the table above and write about it. Add your future 
goal at the end, as in the example below.

STEP 2

What experiences influenced you? Try to remember as many as possible.STEP 1

Share your experiences with your partner.STEP 3

EXAMPLE

～ years old, at the age of ～, second year student in ～ / meet ［see, eat, learn, go to］～ / start 
doing

HINTS

When I was a third year student in junior high 

school, I read a book about global warming. 

From this experience, I started using reusable 

shopping bags. In the future, I want to major 

in environmental studies in college.

EXAMPLE

17
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1 活動例（指導書 CD-ROM「Make It Yours! 活動シート」参照）

CD❶-32

Make It Yours!　指導案

英語コミュニケーション指導書_販売見本_朱書本_FM.indd   24-25 2021/02/10   8:51

Period

events that influence you.

タスクの活動案を掲載
指導用DVD-ROM収録のMake It Yours!
活動シートを掲載しました。

（指導書DVD-ROM「Make It Yours! 活動シート」参照）
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during junior high school

CHAPTER 1 | The Future Is Yours

This is a motivation graph A

A s motivation graph

1. Seeing the upper graph, write your own motivation graph.

2. Seeing your graph, write 3~4 events that influence you.

CHAPTER 1 The Future Is Yours

Make It Yours!

Write about your important experiences and then share them with your partner.

When Important experience How it influenced you

・third year student in junior 
high school

・read a book about global
warming

・started using reusable 
shopping bags

Choose one experience from the table above and write about it. Add your future 
goal at the end, as in the example below.

STEP 2

What experiences influenced you? Try to remember as many as possible.STEP 1

Share your experiences with your partner.STEP 3

EXAMPLE

～ years old, at the age of ～, second year student in ～ / meet ［see, eat, learn, go to］～ / start 
doing

HINTS

When I was a third year student in junior high 

school, I read a book about global warming. 

From this experience, I started using reusable 

shopping bags. In the future, I want to major 

in environmental studies in college.

EXAMPLE

17
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24 25

1 活動例（指導書 CD-ROM「Make It Yours! 活動シート」参照）

CD❶-32

Make It Yours!　指導案
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解答例Make It Yours!
教科書本冊の紙面を，教科書と同じ側に掲載し，反対側の
ページにはタスクの活動案を示しました。
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CHAPTER 1 | The Future Is Yours

This is a motivation graph A

A s motivation graph

1. Seeing the upper graph, write your own motivation graph.

2. Seeing your graph, write 3~4 events that influence you.

CHAPTER 1 The Future Is Yours

Make It Yours!

Write about your important experiences and then share them with your partner.

When Important experience How it influenced you

・third year student in junior 
high school

・read a book about global
warming

・started using reusable 
shopping bags

Choose one experience from the table above and write about it. Add your future 
goal at the end, as in the example below.

STEP 2

What experiences influenced you? Try to remember as many as possible.STEP 1

Share your experiences with your partner.STEP 3

EXAMPLE

～ years old, at the age of ～, second year student in ～ / meet ［see, eat, learn, go to］～ / start 
doing

HINTS

When I was a third year student in junior high 

school, I read a book about global warming. 

From this experience, I started using reusable 

shopping bags. In the future, I want to major 

in environmental studies in college.

EXAMPLE
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24 25

1 活動例（指導書 CD-ROM「Make It Yours! 活動シート」参照）

CD❶-32

Make It Yours!　指導案
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CHAPTER 1 | The Future Is Yours

This is a motivation graph A

A s motivation graph

1. Seeing the upper graph, write your own motivation graph.

2. Seeing your graph, write 3~4 events that influence you.

CHAPTER 1 The Future Is Yours

Make It Yours!

Write about your important experiences and then share them with your partner.

When Important experience How it influenced you

・third year student in junior 
high school

・read a book about global
warming

・started using reusable 
shopping bags

Choose one experience from the table above and write about it. Add your future 
goal at the end, as in the example below.

STEP 2

What experiences influenced you? Try to remember as many as possible.STEP 1

Share your experiences with your partner.STEP 3

EXAMPLE

～ years old, at the age of ～, second year student in ～ / meet ［see, eat, learn, go to］～ / start 
doing

HINTS

When I was a third year student in junior high 

school, I read a book about global warming. 

From this experience, I started using reusable 

shopping bags. In the future, I want to major 

in environmental studies in college.

EXAMPLE
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1 活動例（指導書 CD-ROM「Make It Yours! 活動シート」参照）
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Make It Yours!　指導案
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CHAPTER 1 The Future Is Yours

解答例Make It Yours!
教科書本冊の紙面を，教科書と同じ側に掲載し，反対側の
ページにはタスクの活動案を示しました。
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Grammar for Communication

Imagine that you are at the table. Describe each situation and express your 
feelings in two sentences.

1

SPEAK
UP! 

just at the moment seldom

FOCUS ON FORMS   do / does（単純形），be + doing（進行形），have + done（完了形）

1. As teenagers, you have a lot of time to dream about your future. p.12

2. The boy is talking on his cellphone. 

3. Obviously, you’ve never eaten a delicious uncooked onion dish. p.10

2 Following the form of the example, tweet about something you do every day.

SPEAK
UP! I drink coffee every day.

FOCUS ON FORMS   動詞 +名詞 / 動詞 +前置詞 +名詞 / 動詞 +形容詞
1. I liked my neighbors. p.9  / Each apartment had an emergency exit. p.9  / 
 I followed his advice. p.11

2. I sat on the emergency stairs. p.9  / I returned to the U.S. p.11

3. When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while. p.9

EXAMPLE   I jog in the park every day.  I feel refreshed after jogging.  I want to run a 

marathon someday.

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 . 　　　　　　　　　　　　　　　　　 .

I have fi nished dinner.  I’m full.

18

018 Com1_Chapter1_Grammar.indd   18 2020/11/09   8:40

CHAPTER 1 The Future Is Yours

My Interests
（私の興味・関心）

My Future
（自分の将来）

・ history
（歴史）

・【（5）　　　　　　】
（文学）

・【（6）　　　　　　】
（文化）

・ art
（芸術）

・ language
（言語）

□ interest（関心） □【（1）　　　　　　】（知識）

I’m interested in . I’m 【（2）　　　　　　】about .
（私は～に関心がある） （私は～について知りたい）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

Vocabulary Networking

I want to be a ～. To realize my dream,  I need to
 have new【（7）　　　　　　】.（新しい経験をする）
 study various【（8）　　　　　　】.（いろいろな教科を学ぶ）
learn different 【（9）　　　　　　】of thinking.（さまざまな考え方を知る）
 study【（10）　　　　　　】.（留学する）
 go to a vocational school.（専門学校に行く）

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□movie（映画）
・ animated movies（アニメ映画）
・ action movies（アクション映画）
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

・ horror movies（ホラー映画）
・ romance movies（恋愛映画）

□【（3）　　　　　　】
（ファッション）
・ popular（人気の）・foreign（外国の）
・ new（新しい） ・unique（独特な）

□【（4）　　　　　　】
（音楽）  
・ pop（ポップ）
・ jazz（ジャズ）
・ folk（フォーク）
・modern（モダン）
・ classical（クラシック）
・ rock（ロック）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

（アニメ映画）
（アクション映画）

□

・ pop
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

（外国の）
（独特な）

・ jazz
・ folk
・modern
・ classical
・ rock（ロック）

　　　　　　】

 I need to

（いろいろな教科を学ぶ）

19
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26 27

have just eaten a hamburger

b I’m eating ramen at the moment.  I’m eating fast because I’m really hungry.

c I seldom eat spinach.  In fact, I don’t like most vegetables.

I feel full and happy

knowledge

curious

music

Iiterature

culture

fashion

experiences
subjects

ways
abroad

I drink coffee every day. I feel relaxed after drinking it. 

I want to work at a coffee shop someday.

Ans.

a

CD❶-33

CD❶-34

CD❶-35
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b I’m eating ramen at the moment.  I’m eating fast because I

c I seldom eat spinach.  In fact, I don’t like most vegetab

詳しい解説は指導書に
Grammar for Communicationについての，
より詳しい解説を指導書に掲載しています。

解答例Grammar for Communication
教科書本冊の紙面に解答例を示しました。

Grammar for Communication

Imagine that you are at the table. Describe each situation and express your 
feelings in two sentences.

1

SPEAK
UP! 

just at the moment seldom

FOCUS ON FORMS   do / does（単純形），be + doing（進行形），have + done（完了形）

1. As teenagers, you have a lot of time to dream about your future. p.12

2. The boy is talking on his cellphone. 

3. Obviously, you’ve never eaten a delicious uncooked onion dish. p.10

2 Following the form of the example, tweet about something you do every day.

SPEAK
UP! I drink coffee every day.

FOCUS ON FORMS   動詞 +名詞 / 動詞 +前置詞 +名詞 / 動詞 +形容詞
1. I liked my neighbors. p.9  / Each apartment had an emergency exit. p.9  / 
 I followed his advice. p.11

2. I sat on the emergency stairs. p.9  / I returned to the U.S. p.11

3. When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while. p.9

EXAMPLE   I jog in the park every day.  I feel refreshed after jogging.  I want to run a 

marathon someday.

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 . 　　　　　　　　　　　　　　　　　 .

I have fi nished dinner.  I’m full.

18
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CHAPTER 1 The Future Is Yours

My Interests
（私の興味・関心）

My Future
（自分の将来）

・ history
（歴史）

・【（5）　　　　　　】
（文学）

・【（6）　　　　　　】
（文化）

・ art
（芸術）

・ language
（言語）

□ interest（関心） □【（1）　　　　　　】（知識）

I’m interested in . I’m 【（2）　　　　　　】about .
（私は～に関心がある） （私は～について知りたい）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

Vocabulary Networking

I want to be a ～. To realize my dream,  I need to
 have new【（7）　　　　　　】.（新しい経験をする）
 study various【（8）　　　　　　】.（いろいろな教科を学ぶ）
learn different 【（9）　　　　　　】of thinking.（さまざまな考え方を知る）
 study【（10）　　　　　　】.（留学する）
 go to a vocational school.（専門学校に行く）

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□movie（映画）
・ animated movies（アニメ映画）
・ action movies（アクション映画）
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

・ horror movies（ホラー映画）
・ romance movies（恋愛映画）

□【（3）　　　　　　】
（ファッション）
・ popular（人気の）・foreign（外国の）
・ new（新しい） ・unique（独特な）

□【（4）　　　　　　】
（音楽）  
・ pop（ポップ）
・ jazz（ジャズ）
・ folk（フォーク）
・modern（モダン）
・ classical（クラシック）
・ rock（ロック）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

（アニメ映画）
（アクション映画）

□

・ pop
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

（外国の）
（独特な）

・ jazz
・ folk
・modern
・ classical
・ rock（ロック）

　　　　　　】

 I need to

（いろいろな教科を学ぶ）
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26 27

have just eaten a hamburger

b I’m eating ramen at the moment.  I’m eating fast because I’m really hungry.

c I seldom eat spinach.  In fact, I don’t like most vegetables.

I feel full and happy

knowledge

curious

music

Iiterature

culture

fashion

experiences
subjects

ways
abroad

I drink coffee every day. I feel relaxed after drinking it. 

I want to work at a coffee shop someday.

Ans.

a

CD❶-33

CD❶-34

CD❶-35
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詳しい解説と
活動例は指導書に

Vocabulary Networkingについて
の，より詳しい解説と活動例を指導書
に掲載しています。

解答例Vocabulary Networking
教科書本冊の紙面に解答例を示しました。
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Grammar for Communication

Imagine that you are at the table. Describe each situation and express your 
feelings in two sentences.

1

SPEAK
UP! 

just at the moment seldom

FOCUS ON FORMS   do / does（単純形），be + doing（進行形），have + done（完了形）

1. As teenagers, you have a lot of time to dream about your future. p.12

2. The boy is talking on his cellphone. 

3. Obviously, you’ve never eaten a delicious uncooked onion dish. p.10

2 Following the form of the example, tweet about something you do every day.

SPEAK
UP! I drink coffee every day.

FOCUS ON FORMS   動詞 +名詞 / 動詞 +前置詞 +名詞 / 動詞 +形容詞
1. I liked my neighbors. p.9  / Each apartment had an emergency exit. p.9  / 
 I followed his advice. p.11

2. I sat on the emergency stairs. p.9  / I returned to the U.S. p.11

3. When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while. p.9

EXAMPLE   I jog in the park every day.  I feel refreshed after jogging.  I want to run a 

marathon someday.

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 . 　　　　　　　　　　　　　　　　　 .

I have fi nished dinner.  I’m full.

18
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CHAPTER 1 The Future Is Yours

My Interests
（私の興味・関心）

My Future
（自分の将来）

・ history
（歴史）

・【（5）　　　　　　】
（文学）

・【（6）　　　　　　】
（文化）

・ art
（芸術）

・ language
（言語）

□ interest（関心） □【（1）　　　　　　】（知識）

I’m interested in . I’m 【（2）　　　　　　】about .
（私は～に関心がある） （私は～について知りたい）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

Vocabulary Networking

I want to be a ～. To realize my dream,  I need to
 have new【（7）　　　　　　】.（新しい経験をする）
 study various【（8）　　　　　　】.（いろいろな教科を学ぶ）
learn different 【（9）　　　　　　】of thinking.（さまざまな考え方を知る）
 study【（10）　　　　　　】.（留学する）
 go to a vocational school.（専門学校に行く）

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□movie（映画）
・ animated movies（アニメ映画）
・ action movies（アクション映画）
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

・ horror movies（ホラー映画）
・ romance movies（恋愛映画）

□【（3）　　　　　　】
（ファッション）
・ popular（人気の）・foreign（外国の）
・ new（新しい） ・unique（独特な）

□【（4）　　　　　　】
（音楽）  
・ pop（ポップ）
・ jazz（ジャズ）
・ folk（フォーク）
・modern（モダン）
・ classical（クラシック）
・ rock（ロック）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

（アニメ映画）
（アクション映画）

□

・ pop
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

（外国の）
（独特な）

・ jazz
・ folk
・modern
・ classical
・ rock（ロック）

　　　　　　】

 I need to

（いろいろな教科を学ぶ）
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have just eaten a hamburger

b I’m eating ramen at the moment.  I’m eating fast because I’m really hungry.

c I seldom eat spinach.  In fact, I don’t like most vegetables.

I feel full and happy

knowledge

curious

music

Iiterature

culture

fashion

experiences
subjects

ways
abroad

I drink coffee every day. I feel relaxed after drinking it. 

I want to work at a coffee shop someday.

Ans.

a

CD❶-33

CD❶-34

CD❶-35
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詳しい解説は指導書に
Grammar for Communicationについての，
より詳しい解説を指導書に掲載しています。

解答例Grammar for Communication
教科書本冊の紙面に解答例を示しました。

Grammar for Communication

Imagine that you are at the table. Describe each situation and express your 
feelings in two sentences.

1

SPEAK
UP! 

just at the moment seldom

FOCUS ON FORMS   do / does（単純形），be + doing（進行形），have + done（完了形）

1. As teenagers, you have a lot of time to dream about your future. p.12

2. The boy is talking on his cellphone. 

3. Obviously, you’ve never eaten a delicious uncooked onion dish. p.10

2 Following the form of the example, tweet about something you do every day.

SPEAK
UP! I drink coffee every day.

FOCUS ON FORMS   動詞 +名詞 / 動詞 +前置詞 +名詞 / 動詞 +形容詞
1. I liked my neighbors. p.9  / Each apartment had an emergency exit. p.9  / 
 I followed his advice. p.11

2. I sat on the emergency stairs. p.9  / I returned to the U.S. p.11

3. When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while. p.9

EXAMPLE   I jog in the park every day.  I feel refreshed after jogging.  I want to run a 

marathon someday.

I 　　　　　　　　　　　　　　　　　 . 　　　　　　　　　　　　　　　　　 .

I have fi nished dinner.  I’m full.

18
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CHAPTER 1 The Future Is Yours

My Interests
（私の興味・関心）

My Future
（自分の将来）

・ history
（歴史）

・【（5）　　　　　　】
（文学）

・【（6）　　　　　　】
（文化）

・ art
（芸術）

・ language
（言語）

□ interest（関心） □【（1）　　　　　　】（知識）

I’m interested in . I’m 【（2）　　　　　　】about .
（私は～に関心がある） （私は～について知りたい）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

Vocabulary Networking

I want to be a ～. To realize my dream,  I need to
 have new【（7）　　　　　　】.（新しい経験をする）
 study various【（8）　　　　　　】.（いろいろな教科を学ぶ）
learn different 【（9）　　　　　　】of thinking.（さまざまな考え方を知る）
 study【（10）　　　　　　】.（留学する）
 go to a vocational school.（専門学校に行く）

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□movie（映画）
・ animated movies（アニメ映画）
・ action movies（アクション映画）
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

・ horror movies（ホラー映画）
・ romance movies（恋愛映画）

□【（3）　　　　　　】
（ファッション）
・ popular（人気の）・foreign（外国の）
・ new（新しい） ・unique（独特な）

□【（4）　　　　　　】
（音楽）  
・ pop（ポップ）
・ jazz（ジャズ）
・ folk（フォーク）
・modern（モダン）
・ classical（クラシック）
・ rock（ロック）

【 ways / culture / music / curious / knowledge / experiences / subjects / fashion / literature / abroad 】

（アニメ映画）
（アクション映画）

□

・ pop
・ science fi ction［Sci-Fi］ movies（SF映画）

（外国の）
（独特な）

・ jazz
・ folk
・modern
・ classical
・ rock（ロック）

　　　　　　】

 I need to

（いろいろな教科を学ぶ）
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have just eaten a hamburger

b I’m eating ramen at the moment.  I’m eating fast because I’m really hungry.

c I seldom eat spinach.  In fact, I don’t like most vegetables.

I feel full and happy

knowledge

curious

music

Iiterature

culture

fashion

experiences
subjects

ways
abroad

I drink coffee every day. I feel relaxed after drinking it. 

I want to work at a coffee shop someday.

Ans.

a

CD❶-33

CD❶-34

CD❶-35
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My Interests
（私の興味

My Future

l

詳しい解説と
活動例は指導書に

Vocabulary Networkingについて
の，より詳しい解説と活動例を指導書
に掲載しています。

CHAPTER 1 The Future Is Yours

解答例Vocabulary Networking
教科書本冊の紙面に解答例を示しました。
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Part 1 　解説

●英文の注目点（パート全体を通して）
注目すべき表現
A空間描写，空間把握，前置詞・副詞：in / on / to / through / outside
B比喩表現：was like the hatch of a submarine
◉読みのポイント　
第１パラグラフは，幼少期の多文化体験。ニューヨークのアパートで，多様な文化的背景を有する隣人た
ちとの生活環境が語られる。前置詞 in, on, toなどの空間的な意味合いを，しっかりとイメージさせたい。
第２パラグラフは，アパートの非常口はさながら潜水艦のハッチのようで，外に出ると想像の世界にひた
れたというくだり。前置詞の through, on, in, 副詞のoutside等が示す方向や位置の意味合いをしっかり把
握させたい。非常階段にいる少年時代のキャンベル氏の状況をイラストで描くタスクを取り入れてもよいだ
ろう。また，be like the hatch of a submarineは比喩表現として用いられており，その解釈を生徒に考えさ
せたい。

①I was born Ain New York City and grew up in an 

apartment building there.  ②My family, with Irish roots, 

lived on ③People of German, Italian, and 

Puerto Rican backgrounds lived on

④When I climbed the stairs to our apartment, I often ran 

into people on ⑤They said “Hi!” to me 

and sometimes offered me tea and sweets. ⑥I liked my 

neighbors and had nice chats with them. ⑦I gradually 

got interested in foreign cultures.

⑧Each apartment had an emergency exit. ⑨When I

felt sad, I went through it and sat on the emergency 

stairs for a while.  ⑩For me, the exitBwas like the hatch of 

a submarine.   ⑪Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination. (131 words)

①私はニューヨーク市で生まれ，
そこのアパートで育ちました。
②私たち家族は，アイルランド系
で，最上階に住んでいました。③ド
イツ，イタリア，プエルトリコの
生い立ちを持った人たちが別の階
に住んでいました。④私たち家族の
居住部分への階段を上がっていく
ときに，私はよくほかの階で人に
出くわすことがありました。⑤彼ら
は「やあ！」と私に声をかけ，時々
私にお茶やお菓子を出してくれま
した。⑥私は隣人たちが好きで，彼
らとすてきなおしゃべりをしまし
た。⑦私はだんだん外国の文化に興
味を抱くようになりました。
⑧アパートの各世帯の居住部分に
非常口がありました。⑨私は悲しく
なると，そこを通り抜け，しばら
くの間，非常階段に腰掛けました。
⑩私にとって，その出口は潜水艦の
ハッチのようでした。⑪外では，私
はよく別世界，つまり，想像の世
界にいるかのように感じました。

●第１パラグラフ
第①文 I was born in NewYorkCity and grew 

up in an apartment building there.

背景情報  →p.20  1. apartment
英文解説  2つの動詞（句）：was bornとgrew upの並
列。それぞれの動詞（句）に続く副詞情報（“in＋名詞”
の前置詞句）
事前に生徒にandが何と何を並列でつないでい
るのかを尋ねてから以下を板書し，解説する。

was born  [in New York City]

I  and

grew up  [in an apartment building there.]

第②文 My family, with Irish roots, lived on 

the top floor.

英文解説 主語（My family）と動詞（lived）の間に挿
入句がある場合

 主語 動詞
My family, [with Irish roots],  lived on the top 

floor.

My family（S）＋ lived（V）が「主語＋動詞」であ
ること。挿入句をいったん飛ばして，前後をつなぐ
と骨格が見えやすいこと，挿入された部分は補足情
報として捉えればよいこと，などを教えればよい。
このwith Irish rootsは，My familyに対する後置
修飾（形容詞句）とみなせる。しかし，非制限用法の
関係詞節の場合と同様，「アイルランド系で」という
のは，「私の家族」が複数あってその中で「アイルラ
ンド系の私の家族」という具合に（制限用法的に）修
飾しているわけではない。つまり，非制限的な補足
情報に過ぎないので，前後をカンマで区切っている
のである。
例 People with Irish roots lived there.

（アイルランド系の人々がそこに住んでいた）
［さまざまな人々の中で「アイルランド系」と限
定する（制限用法的な）修飾語］

第③文 People of German, Italian, and 

Puerto Rican backgrounds lived on 

different floors.

英文解説 主語に長い後置修飾（前置詞句）が続く形

People [of German, Italian, and Puerto Rican 

主語 後置修飾

backgrounds] lived on different floors.
動詞

“of ～ ”の後置修飾の部分のA, B, and Cの並列

German,

People of
 Italian,  

backgrounds.
and

Puerto Rican

German, Italian, Puerto Ricanの3つがすべて
backgroundsにかかっている。backgroundsと複
数形になっている点に注意。

第④文 When I climbed the stairs to our 

apartment, I often ran into people 

on the other floors.

英文解説 When節＋主節／前置詞to, into, onの用
法・解釈

When I climbed the stairs [to our apartment],

アパートの部屋へと続く階段

I often ran into people [on the other floors].

　　　　　　　　　　他の階で出くわした

run into
run intoは「偶然出会う」という意味で，come 

acrossもほぼ同様に使える。happen to meet（た
またま会う）, meet～ by chance（偶然会う）など
も類似の意味になる。

run intoは相手のふところの中に突っ込んでい
くようなイメージ（車が壁に突っ込むなどの状況で
も使われる）。

run into    イラスト　後送

5

10
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I was born in New York City and grew up in an 

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

and sometimes offered me tea and sweets.  I 
G2
liked my 

G2

G2
felt sad, I went through it and 

G2

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

5

10

p.8

 Robert Campbell
ªr^bcRt k!mblº

□ specialist
ªsp'Ícl0stº

□ literature
ªl]t(c)rctÍcRº

scholar ªsk^lcRº

 end up doing

p.9

 Irish ª[0(c)r0Íº

 Puerto Rican
ªpw"Rtc r];kcnº

□ chat ªtÍ!tº

□ gradually 
ªgr!dßucliº

 run into ...

□ emergency
ª0m=;Rdßcnsiº

hatch ªh!tÍº

□ submarine
ªs&bmcr};nº

□ imagination
ª0m¡dßcn'0Í(c)nº

 for a while

 feel like ...

Campbell at the age of four The apartment building Campbell lived in

1. What countries were Robert Campbell’s neighbors from?
2. What did he enjoy doing with his neighbors?
3. What special area did each apartment have?

What do you do when you feel sad?

Comprehension Check

ℓ.2  with Irish roots アイルランド系で

9
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1110

Normal
CD❶-4

Fast
CD❶-5

ポーズ
CD❶-6

CD❶-2

Normal
CD❶-3

Fast
CD❶-5

■Oral Introduction
Look at the apartment building Campbell lived in.（教科書の写真を見せる）Guess what kind 

of place it was. Talk in pairs.（ペア活動後）Do you have any comments? （何人かが手を挙げ，
指名）Good point. His family seems not to have been rich. Guess who lived in this building. 

（指名）Well, actually many foreigners lived there. It was a valuable experience that helped 

form his worldview. Let’s read Campbell’s early life.

■ Vocabulary Check
❶ apartment building (complex)

apartment: a set of rooms for living in, especially on one � oor of a building 

mansion: a very large, expensive house

❷  People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different � oors. 

Melting Pot ̶ Salad Bowl

A salad bowl or tossed salad is a metaphor for the way a multicultural society can 

integrate different cultures while maintaining their separate identities, contrasting with a 

melting pot, which emphasizes the combination of the parts into a single whole. 

❸ emergency stairs

“These days, � re escapes remain a popular place for residents without a backyard to 

barbecue on small grills or sit down with a good book and get a summer tan. Others 

transform them with colorful potted gardens filled with flowers and herbs.” (www.

nyhabitat.com)

❹ hatch: an opening through a wall, � oor, etc., or the cover for it

ex. an escape hatch / a serving hatch（配膳口）/ the hatch of a submarine

■ Grammar Points
Focus on the tense of each verb. Did you notice anything? （生徒が「過去形」と応答）

That’s right. They are all in the past tense. That’s because this part of the story is about his 

childhood.

■ TF-Questions
1. Robert Campbell was born in Ireland, and grew up in New York City. (F)

2. Robert Campbell didn’t have any interest in other cultures. (F)

3. When Robert Campbell felt sad, he often went to see a submarine for a while. (F)

Part 1

Part 1 指導案

1.  They were from Germany, Italy, and 
Puerto Rico.

2. He enjoyed chatting with them.
3. It had an emergency exit.

Ans.

（Left）What is Campbell doing? ― He is taking a bath.
（Right）How is weather like? ― It’s cloudy

I talk with my friends or family, and this 
cheers me up.

Ans.

受動態

しばらくの間

…のように感じる

…と出くわす

…することになる

動詞+名詞

動詞+形容詞

同格

動詞+前置詞+名詞

❶

❷

❸

My familyに情報を加える

Picture Quiz

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

動詞+名詞

❹
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指導用資料 充実のラインナップで毎日の授業をサポート

▶ 実物大の
　 誌面見本は
　 →p.26へ

各パートの注意
すべき表現と
読みのポイント
を提示

板書例を
多数掲載

写真を使った
Q&Aを掲載

語句の英文解説

英語の文法説明

TF内容理解問題

各パートの
オーラル
イントロダクション

本文中に
スラッシュと
新語を表示

指導資料セット

各パートに「注意すべき表現」と「読みのポイント」を掲載。
指導すべきポイントが一目でわかります。
解説中に板書例，コアイメージ，コーパス情報などを取り入れました。

指導書本冊1
384頁

挟み込みページで各パートの英語の指導案を示しました。
DVD-ROMの指導用パワーポイントデータと連動しています。

Teacher’s Book（朱書本）2
296頁

①教科書テキスト
②解答例・音声スクリプト・日本語訳
③フレーズリーディング用データ
④サマリーデータ
⑤単語・イディオムリスト
⑥内容理解補充問題
⑦配布プリントデータ
⑧ディクテーションシート

⑨Extra Reading
⑩Make It Yours!活動シート
⑪文法補充問題
⑫Vocabulary Networkingシート
⑬教科書写真・イラストデータ
⑭定期テスト問題例
⑮観点別評価規準例など
⑯指導用パワーポイント

[収録予定]

データDVD-ROM5

英語で発表，やりとりなどを行うために必要な表現をまとめました。

プリント作成などに使っていただける
さまざまなデータを収録しました。

新語・本文（通常，ハイスピード，リピートポーズ付き）・リスニング問題音声などを収録。

2

◉ロバート・キャンベル
 （Robert Campbell）
　1957 年ニューヨーク市生まれ
（アイルランド系アメリカ人）。日
本文学研究者で，東京大学名誉
教授，国立・国文学研究資料館長。
近世・近代日本文学が専門で，とくに19世紀（江戸
後期～明治前半）の漢文学，および漢文学と関連の
深い文芸ジャンル，芸術，メディア，思想などに関心
を寄せている。テレビでMCやニュース・コメンテー
ター等をつとめる一方，新聞雑誌連載，書評，ラジオ
番組企画・出演など，さまざまなメディアで活躍中。

◉年譜

1957年 ニューヨーク市にアイルランド系アメリカ
人として生まれる

1981年 カリフォルニア大学バークレー校卒業
（B.A. 取得）

1984年 ハーバード大学大学院東アジア言語文化学
科修士課程修了（M.A. 取得）

1985年 九州大学文学部研究生として来日

1987年 九州大学文学部専任講師就任（国語国文学
研究室）

1992年 ハーバード大学大学院東アジア言語文化学
科博士課程修了（Ph.D. 取得）

1995～
2000年 国立・国文学研究資料館助教授

2000年

東京大学大学院総合文化研究科助教授に就
任（比較文学比較文化コース〔大学院〕，
学際日本文化論〔教養学部後期課程〕，国文・
漢文学部（同学部前期課程）担当）

2007年 東京大学大学院総合文化研究科教授に就任

2018年 東京大学名誉教授の称号を得る

◉社会活動

2012年
～現在

公益財団法人鎮守の森のプロジェクト
（旧称：瓦礫を活かす森の長城プロジェク
ト）理事

2013年 外務省：海外における日本語の普及促進
に関する有識者懇談会

2014～
2015年

国土交通省国土地理院：外国人にわかり
やすい地図表現検討会委員

2014～
2017年

文部科学省：中央教育審議会初等中等教
育分科会教育課程部会教育課程企画特別
部会委員

2015～
2017年

文部科学省：中央教育審議会初等中等教
育分科会教育課程部会言語能力の向上に
関する特別チーム主査代理

2016年
～現在

文化庁：文化芸術立国実現に向けて文化
庁長官アドバイザリーメンバー
環境省：国立公園満喫プロジェクト有識者
会議検討委員
日米文化教育交流会議（The US-Japan 
Conference on Cultural and Educational 
Interchange : 通称カルコンCULCON）日
本語教育分科会（JLEC）委員

2017年
～現在

国文学研究資料館長
文部科学省：中央教育審議会教育課程部
会委員
九州大学経営協議会委員，九州大学グロー
バル化アドバイザリーメンバー，東京国立
博物館評議員会評議員，東京芸術文化評
議会評議員

◉アイルランド系の文化
　キャンベル氏のルーツであるアイルランドの文化
が，アメリカ合衆国やその他の国々に及ぼした影響
のうち，有名なものをいくつか挙げる。

◆聖パトリックの祝日［セントパトリックスデー］
 （St. Patrick’s Day）
　5世紀にアイルランドにキリスト教を伝えた，聖
パトリックの命日である 3月 17日を指す祝祭日。
1903 年よりアイルランドの正式な祝日となった。
聖パトリックが，キリスト教の教えである「三位一
体」を説明するのに使ったという緑色のシャムロッ

ク（三つ葉の
クローバー）
は，アイルラ
ンドの国花。
セ ント パト
リックスデー
では，緑色の
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の日」といわれる）の前夜祭（Hallows Eve）” で，
紀元前 5世紀頃にケルト人がおこなっていた祝祭
（サウィン（Samhain）= “夏の終わり” を意味するお
祭り）に由来するといわれる。
　古代ケルトでは，10月 31日は夏と冬の境目で現
世と来世の境界があいまいになるため，死者の魂が
戻ってくると考えられていた。死者の魂は妖精や悪
魔などの姿をしていると考えられていたので，現世
の人々は死者の魂に気づかれないように自分自身も
仮装をしたとされる。これがハロウィンの仮装習慣
の始まりとされている。
　子どもたちが仮装して近所の家を 1軒ずつ訪ね，
Trick or treat!（お菓子をくれないといたずらする
ぞ）と言ってお菓子をねだる風習は，1930 年代に
アメリカで広まった。由来は諸説あるが，9世紀ヨー
ロッパの「ソウリング（Souling）」という儀式とも
いわれる。この時代のキリスト教では，11月 2日の
「死者の日」になると，成仏できない霊のためにク
リスチャンが村から村へ「ソウルケーキ（Soul 
Cake）」を乞いながら回り，このケーキと引き換え
にその家で亡くなった家族や親類の霊を天国に導く
お祈りをすると約束して回っていた。この「ソウル
ケーキ」を差
し出さなけれ
ば霊が静まら
ず悪さをする
と考えられて
いたという。
　他の説で
は，古代ケル
ト民族が悪霊払いのために供え物をしていたことに
由来するとされ，仮装した子どもたちにお菓子をあ
げて悪霊払いをする習わしが今の形になったとも言
われる。
　ハロウィンのシンボルであるお化けカボチャ 
「ジャック・オー・ランタン（jack-o’-lantern）」は，
カボチャをくり抜いて作るランタンで，悪霊を遠
ざけつつ，亡くなった家族や友人など大切な人た
ちの霊が迷わないように「道しるべ」のような役
割も担っている。もともとは野菜のカブをくり抜
いて作られたとされており，アイルランド系移民
によってハロウィンが伝わったときに，アメリカ
で手に入りやすい「カボチャ」が使われるように
なった。

服を着たり，シャムロックを服に付けたりしながら
祝うのが習わしとなっている。また，パーティーを
したり，セントパトリックスデーの象徴とされる妖
精レプリカン（Leprechaun）を捕まえる罠を仕掛
けたりして，楽しみながら聖パトリックを讃える。
アメリカ合衆国の学校でも，子どもたちは緑色の
洋服を着たり，緑色のものを身に着けたりして登校
する。
　現在見られるようなセントパトリックスデーの巨
大なパレードが行われるようになったのはアイルラ
ンド共和国ではなく，アイルランド系移民が多いア
メリカ合衆国においてである。1762 年 3月 17日に
アイルランドの兵隊たちがニューヨークの街を行進
したのがきっかけとなり，それ以来，毎年ニューヨー
クではセントパトリックスデーの盛大なパレードが
行われている。
　日本では，1992 年に初めて「セントパトリックス
デーパレード東京」が，表参道で行われた。

◆ギネスビール（Guiness beers）と
ギネス世界記録（Guinness World Records）

　ギネスは，1759 年にアイルランドのダブリンで
アーサー・ギネスが創業したビール醸造会社。
ここで醸造され始めた黒ビールがギネス，あるいは
ギネスビールとして広く知られている。
　また，ギネス世界記録は，1951 年に当時ギネス
の最高経営責任者だったヒュー・ビーバーが狩りに
出かけた時に「ヨーロッパでもっとも速く飛ぶ狩猟
鳥はどれか？」と仲間と議論したことから，そうし
た疑問に答える本を出せば人気が出るのでは，と
『The Guinness Book of World Records』（2000 年
版より『Guinness World Records』）を出版したこ
とから始まった。
　1955 年の初版はイギリスでベストセラーとなり，
2004 年には世界売上総数 1億冊を超えた。日本で
は『ギネス世界記録』として親しまれている。

◆ハロウィン［Halloween］
　毎年，仮装などで盛り上がりを見せ，今や日本で
も秋の風物詩となっている。このハロウィンは，ア
イルランドやスコットランドの文化と深い関わりが
ある。
　10 月 31日のハロウィン（Helloween）は，11 月
1日の “「万聖節（All Hallows）」（現在は「諸聖人

写真や図表を
多数掲載

題材資料集3
48頁

題材の背景知識など，各課の内容をより深く
理解することができる情報を日本語で解説しています。
コピーして配布していただけます。

表現集4
64頁

指導用音声CD（11枚組）
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Part 1 　解説

●英文の注目点（パート全体を通して）
注目すべき表現
A空間描写，空間把握，前置詞・副詞：in / on / to / through / outside
B比喩表現：was like the hatch of a submarine
◉読みのポイント　
第１パラグラフは，幼少期の多文化体験。ニューヨークのアパートで，多様な文化的背景を有する隣人た
ちとの生活環境が語られる。前置詞 in, on, toなどの空間的な意味合いを，しっかりとイメージさせたい。
第２パラグラフは，アパートの非常口はさながら潜水艦のハッチのようで，外に出ると想像の世界にひた
れたというくだり。前置詞の through, on, in, 副詞のoutside等が示す方向や位置の意味合いをしっかり把
握させたい。非常階段にいる少年時代のキャンベル氏の状況をイラストで描くタスクを取り入れてもよいだ
ろう。また，be like the hatch of a submarineは比喩表現として用いられており，その解釈を生徒に考えさ
せたい。

①I was born Ain New York City and grew up in an 

apartment building there.  ②My family, with Irish roots, 

lived on ③People of German, Italian, and 

Puerto Rican backgrounds lived on

④When I climbed the stairs to our apartment, I often ran 

into people on ⑤They said “Hi!” to me 

and sometimes offered me tea and sweets. ⑥I liked my 

neighbors and had nice chats with them. ⑦I gradually 

got interested in foreign cultures.

⑧Each apartment had an emergency exit. ⑨When I

felt sad, I went through it and sat on the emergency 

stairs for a while.  ⑩For me, the exitBwas like the hatch of 

a submarine.   ⑪Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination. (131 words)

①私はニューヨーク市で生まれ，
そこのアパートで育ちました。
②私たち家族は，アイルランド系
で，最上階に住んでいました。③ド
イツ，イタリア，プエルトリコの
生い立ちを持った人たちが別の階
に住んでいました。④私たち家族の
居住部分への階段を上がっていく
ときに，私はよくほかの階で人に
出くわすことがありました。⑤彼ら
は「やあ！」と私に声をかけ，時々
私にお茶やお菓子を出してくれま
した。⑥私は隣人たちが好きで，彼
らとすてきなおしゃべりをしまし
た。⑦私はだんだん外国の文化に興
味を抱くようになりました。
⑧アパートの各世帯の居住部分に
非常口がありました。⑨私は悲しく
なると，そこを通り抜け，しばら
くの間，非常階段に腰掛けました。
⑩私にとって，その出口は潜水艦の
ハッチのようでした。⑪外では，私
はよく別世界，つまり，想像の世
界にいるかのように感じました。

●第１パラグラフ
第①文 I was born in NewYorkCity and grew 

up in an apartment building there.

背景情報  →p.20  1. apartment
英文解説  2つの動詞（句）：was bornとgrew upの並
列。それぞれの動詞（句）に続く副詞情報（“in＋名詞”
の前置詞句）
事前に生徒にandが何と何を並列でつないでい
るのかを尋ねてから以下を板書し，解説する。

was born  [in New York City]

I  and

grew up  [in an apartment building there.]

第②文 My family, with Irish roots, lived on 

the top floor.

英文解説 主語（My family）と動詞（lived）の間に挿
入句がある場合

 主語 動詞
My family, [with Irish roots],  lived on the top 

floor.

My family（S）＋ lived（V）が「主語＋動詞」であ
ること。挿入句をいったん飛ばして，前後をつなぐ
と骨格が見えやすいこと，挿入された部分は補足情
報として捉えればよいこと，などを教えればよい。
このwith Irish rootsは，My familyに対する後置
修飾（形容詞句）とみなせる。しかし，非制限用法の
関係詞節の場合と同様，「アイルランド系で」という
のは，「私の家族」が複数あってその中で「アイルラ
ンド系の私の家族」という具合に（制限用法的に）修
飾しているわけではない。つまり，非制限的な補足
情報に過ぎないので，前後をカンマで区切っている
のである。
例 People with Irish roots lived there.

（アイルランド系の人々がそこに住んでいた）
［さまざまな人々の中で「アイルランド系」と限
定する（制限用法的な）修飾語］

第③文 People of German, Italian, and 

Puerto Rican backgrounds lived on 

different floors.

英文解説 主語に長い後置修飾（前置詞句）が続く形

People [of German, Italian, and Puerto Rican 

主語 後置修飾

backgrounds] lived on different floors.
動詞

“of ～ ”の後置修飾の部分のA, B, and Cの並列

German,

People of
 Italian,  

backgrounds.
and

Puerto Rican

German, Italian, Puerto Ricanの3つがすべて
backgroundsにかかっている。backgroundsと複
数形になっている点に注意。

第④文 When I climbed the stairs to our 

apartment, I often ran into people 

on the other floors.

英文解説 When節＋主節／前置詞to, into, onの用
法・解釈

When I climbed the stairs [to our apartment],

アパートの部屋へと続く階段

I often ran into people [on the other floors].

　　　　　　　　　　他の階で出くわした

run into
run intoは「偶然出会う」という意味で，come 

acrossもほぼ同様に使える。happen to meet（た
またま会う）, meet～ by chance（偶然会う）など
も類似の意味になる。

run intoは相手のふところの中に突っ込んでい
くようなイメージ（車が壁に突っ込むなどの状況で
も使われる）。

run into    イラスト　後送

5
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CHAPTER 1 The Future Is Yours1

I was born in New York City and grew up in an 

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

and sometimes offered me tea and sweets.  I 
G2
liked my 

G2

G2
felt sad, I went through it and 

G2

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

5

10

p.8

 Robert Campbell
ªr^bcRt k!mblº

□ specialist
ªsp'Ícl0stº

□ literature
ªl]t(c)rctÍcRº

scholar ªsk^lcRº

 end up doing

p.9

 Irish ª[0(c)r0Íº

 Puerto Rican
ªpw"Rtc r];kcnº

□ chat ªtÍ!tº

□ gradually 
ªgr!dßucliº

 run into ...

□ emergency
ª0m=;Rdßcnsiº

hatch ªh!tÍº

□ submarine
ªs&bmcr};nº

□ imagination
ª0m¡dßcn'0Í(c)nº

 for a while

 feel like ...

Campbell at the age of four The apartment building Campbell lived in

1. What countries were Robert Campbell’s neighbors from?
2. What did he enjoy doing with his neighbors?
3. What special area did each apartment have?

What do you do when you feel sad?

Comprehension Check

ℓ.2  with Irish roots アイルランド系で

9
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1110

Normal
CD❶-4

Fast
CD❶-5

ポーズ
CD❶-6

CD❶-2

Normal
CD❶-3

Fast
CD❶-5

■Oral Introduction
Look at the apartment building Campbell lived in.（教科書の写真を見せる）Guess what kind 

of place it was. Talk in pairs.（ペア活動後）Do you have any comments? （何人かが手を挙げ，
指名）Good point. His family seems not to have been rich. Guess who lived in this building. 

（指名）Well, actually many foreigners lived there. It was a valuable experience that helped 

form his worldview. Let’s read Campbell’s early life.

■ Vocabulary Check
❶ apartment building (complex)

apartment: a set of rooms for living in, especially on one � oor of a building 

mansion: a very large, expensive house

❷  People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different � oors. 

Melting Pot ̶ Salad Bowl

A salad bowl or tossed salad is a metaphor for the way a multicultural society can 

integrate different cultures while maintaining their separate identities, contrasting with a 

melting pot, which emphasizes the combination of the parts into a single whole. 

❸ emergency stairs

“These days, � re escapes remain a popular place for residents without a backyard to 

barbecue on small grills or sit down with a good book and get a summer tan. Others 

transform them with colorful potted gardens filled with flowers and herbs.” (www.

nyhabitat.com)

❹ hatch: an opening through a wall, � oor, etc., or the cover for it

ex. an escape hatch / a serving hatch（配膳口）/ the hatch of a submarine

■ Grammar Points
Focus on the tense of each verb. Did you notice anything? （生徒が「過去形」と応答）

That’s right. They are all in the past tense. That’s because this part of the story is about his 

childhood.

■ TF-Questions
1. Robert Campbell was born in Ireland, and grew up in New York City. (F)

2. Robert Campbell didn’t have any interest in other cultures. (F)

3. When Robert Campbell felt sad, he often went to see a submarine for a while. (F)

Part 1

Part 1 指導案

1.  They were from Germany, Italy, and 
Puerto Rico.

2. He enjoyed chatting with them.
3. It had an emergency exit.

Ans.

（Left）What is Campbell doing? ― He is taking a bath.
（Right）How is weather like? ― It’s cloudy

I talk with my friends or family, and this 
cheers me up.

Ans.

受動態

しばらくの間

…のように感じる

…と出くわす

…することになる

動詞+名詞

動詞+形容詞

同格

動詞+前置詞+名詞

❶

❷

❸

My familyに情報を加える

Picture Quiz

apartment building there.  My family, with Irish roots, 

a submarine.  Outside, I often felt like I was in another 

world, a world of imagination.

動詞+名詞

❹
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指導用資料 充実のラインナップで毎日の授業をサポート

▶ 実物大の
　 誌面見本は
　 →p.26へ

各パートの注意
すべき表現と
読みのポイント
を提示

板書例を
多数掲載

写真を使った
Q&Aを掲載

語句の英文解説

英語の文法説明

TF内容理解問題

各パートの
オーラル
イントロダクション

本文中に
スラッシュと
新語を表示

指導資料セット

各パートに「注意すべき表現」と「読みのポイント」を掲載。
指導すべきポイントが一目でわかります。
解説中に板書例，コアイメージ，コーパス情報などを取り入れました。

指導書本冊1
384頁

挟み込みページで各パートの英語の指導案を示しました。
DVD-ROMの指導用パワーポイントデータと連動しています。

Teacher’s Book（朱書本）2
296頁

①教科書テキスト
②解答例・音声スクリプト・日本語訳
③フレーズリーディング用データ
④サマリーデータ
⑤単語・イディオムリスト
⑥内容理解補充問題
⑦配布プリントデータ
⑧ディクテーションシート

⑨Extra Reading
⑩Make It Yours!活動シート
⑪文法補充問題
⑫Vocabulary Networkingシート
⑬教科書写真・イラストデータ
⑭定期テスト問題例
⑮観点別評価規準例など
⑯指導用パワーポイント

[収録予定]

データDVD-ROM5

英語で発表，やりとりなどを行うために必要な表現をまとめました。

プリント作成などに使っていただける
さまざまなデータを収録しました。

新語・本文（通常，ハイスピード，リピートポーズ付き）・リスニング問題音声などを収録。

2

◉ロバート・キャンベル
 （Robert Campbell）
　1957 年ニューヨーク市生まれ
（アイルランド系アメリカ人）。日
本文学研究者で，東京大学名誉
教授，国立・国文学研究資料館長。
近世・近代日本文学が専門で，とくに19世紀（江戸
後期～明治前半）の漢文学，および漢文学と関連の
深い文芸ジャンル，芸術，メディア，思想などに関心
を寄せている。テレビでMCやニュース・コメンテー
ター等をつとめる一方，新聞雑誌連載，書評，ラジオ
番組企画・出演など，さまざまなメディアで活躍中。

◉年譜

1957年 ニューヨーク市にアイルランド系アメリカ
人として生まれる

1981年 カリフォルニア大学バークレー校卒業
（B.A. 取得）

1984年 ハーバード大学大学院東アジア言語文化学
科修士課程修了（M.A. 取得）

1985年 九州大学文学部研究生として来日

1987年 九州大学文学部専任講師就任（国語国文学
研究室）

1992年 ハーバード大学大学院東アジア言語文化学
科博士課程修了（Ph.D. 取得）

1995～
2000年 国立・国文学研究資料館助教授

2000年

東京大学大学院総合文化研究科助教授に就
任（比較文学比較文化コース〔大学院〕，
学際日本文化論〔教養学部後期課程〕，国文・
漢文学部（同学部前期課程）担当）

2007年 東京大学大学院総合文化研究科教授に就任

2018年 東京大学名誉教授の称号を得る

◉社会活動

2012年
～現在

公益財団法人鎮守の森のプロジェクト
（旧称：瓦礫を活かす森の長城プロジェク
ト）理事

2013年 外務省：海外における日本語の普及促進
に関する有識者懇談会

2014～
2015年

国土交通省国土地理院：外国人にわかり
やすい地図表現検討会委員

2014～
2017年

文部科学省：中央教育審議会初等中等教
育分科会教育課程部会教育課程企画特別
部会委員

2015～
2017年

文部科学省：中央教育審議会初等中等教
育分科会教育課程部会言語能力の向上に
関する特別チーム主査代理

2016年
～現在

文化庁：文化芸術立国実現に向けて文化
庁長官アドバイザリーメンバー
環境省：国立公園満喫プロジェクト有識者
会議検討委員
日米文化教育交流会議（The US-Japan 
Conference on Cultural and Educational 
Interchange : 通称カルコンCULCON）日
本語教育分科会（JLEC）委員

2017年
～現在

国文学研究資料館長
文部科学省：中央教育審議会教育課程部
会委員
九州大学経営協議会委員，九州大学グロー
バル化アドバイザリーメンバー，東京国立
博物館評議員会評議員，東京芸術文化評
議会評議員

◉アイルランド系の文化
　キャンベル氏のルーツであるアイルランドの文化
が，アメリカ合衆国やその他の国々に及ぼした影響
のうち，有名なものをいくつか挙げる。

◆聖パトリックの祝日［セントパトリックスデー］
 （St. Patrick’s Day）
　5世紀にアイルランドにキリスト教を伝えた，聖
パトリックの命日である 3月 17日を指す祝祭日。
1903 年よりアイルランドの正式な祝日となった。
聖パトリックが，キリスト教の教えである「三位一
体」を説明するのに使ったという緑色のシャムロッ

ク（三つ葉の
クローバー）
は，アイルラ
ンドの国花。
セ ント パト
リックスデー
では，緑色の
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の日」といわれる）の前夜祭（Hallows Eve）” で，
紀元前 5世紀頃にケルト人がおこなっていた祝祭
（サウィン（Samhain）= “夏の終わり” を意味するお
祭り）に由来するといわれる。
　古代ケルトでは，10月 31日は夏と冬の境目で現
世と来世の境界があいまいになるため，死者の魂が
戻ってくると考えられていた。死者の魂は妖精や悪
魔などの姿をしていると考えられていたので，現世
の人々は死者の魂に気づかれないように自分自身も
仮装をしたとされる。これがハロウィンの仮装習慣
の始まりとされている。
　子どもたちが仮装して近所の家を 1軒ずつ訪ね，
Trick or treat!（お菓子をくれないといたずらする
ぞ）と言ってお菓子をねだる風習は，1930 年代に
アメリカで広まった。由来は諸説あるが，9世紀ヨー
ロッパの「ソウリング（Souling）」という儀式とも
いわれる。この時代のキリスト教では，11月 2日の
「死者の日」になると，成仏できない霊のためにク
リスチャンが村から村へ「ソウルケーキ（Soul 
Cake）」を乞いながら回り，このケーキと引き換え
にその家で亡くなった家族や親類の霊を天国に導く
お祈りをすると約束して回っていた。この「ソウル
ケーキ」を差
し出さなけれ
ば霊が静まら
ず悪さをする
と考えられて
いたという。
　他の説で
は，古代ケル
ト民族が悪霊払いのために供え物をしていたことに
由来するとされ，仮装した子どもたちにお菓子をあ
げて悪霊払いをする習わしが今の形になったとも言
われる。
　ハロウィンのシンボルであるお化けカボチャ 
「ジャック・オー・ランタン（jack-o’-lantern）」は，
カボチャをくり抜いて作るランタンで，悪霊を遠
ざけつつ，亡くなった家族や友人など大切な人た
ちの霊が迷わないように「道しるべ」のような役
割も担っている。もともとは野菜のカブをくり抜
いて作られたとされており，アイルランド系移民
によってハロウィンが伝わったときに，アメリカ
で手に入りやすい「カボチャ」が使われるように
なった。

服を着たり，シャムロックを服に付けたりしながら
祝うのが習わしとなっている。また，パーティーを
したり，セントパトリックスデーの象徴とされる妖
精レプリカン（Leprechaun）を捕まえる罠を仕掛
けたりして，楽しみながら聖パトリックを讃える。
アメリカ合衆国の学校でも，子どもたちは緑色の
洋服を着たり，緑色のものを身に着けたりして登校
する。
　現在見られるようなセントパトリックスデーの巨
大なパレードが行われるようになったのはアイルラ
ンド共和国ではなく，アイルランド系移民が多いア
メリカ合衆国においてである。1762 年 3月 17日に
アイルランドの兵隊たちがニューヨークの街を行進
したのがきっかけとなり，それ以来，毎年ニューヨー
クではセントパトリックスデーの盛大なパレードが
行われている。
　日本では，1992 年に初めて「セントパトリックス
デーパレード東京」が，表参道で行われた。

◆ギネスビール（Guiness beers）と
ギネス世界記録（Guinness World Records）

　ギネスは，1759 年にアイルランドのダブリンで
アーサー・ギネスが創業したビール醸造会社。
ここで醸造され始めた黒ビールがギネス，あるいは
ギネスビールとして広く知られている。
　また，ギネス世界記録は，1951 年に当時ギネス
の最高経営責任者だったヒュー・ビーバーが狩りに
出かけた時に「ヨーロッパでもっとも速く飛ぶ狩猟
鳥はどれか？」と仲間と議論したことから，そうし
た疑問に答える本を出せば人気が出るのでは，と
『The Guinness Book of World Records』（2000 年
版より『Guinness World Records』）を出版したこ
とから始まった。
　1955 年の初版はイギリスでベストセラーとなり，
2004 年には世界売上総数 1億冊を超えた。日本で
は『ギネス世界記録』として親しまれている。

◆ハロウィン［Halloween］
　毎年，仮装などで盛り上がりを見せ，今や日本で
も秋の風物詩となっている。このハロウィンは，ア
イルランドやスコットランドの文化と深い関わりが
ある。
　10 月 31日のハロウィン（Helloween）は，11 月
1日の “「万聖節（All Hallows）」（現在は「諸聖人

写真や図表を
多数掲載

題材資料集3
48頁

題材の背景知識など，各課の内容をより深く
理解することができる情報を日本語で解説しています。
コピーして配布していただけます。

表現集4
64頁
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生徒用教材 5種類の生徒用教材で予習・復習をサポート

WORKBOOK Standard1
本冊72頁，解答・解説書72頁

教科書の文法・語彙・慣用表現を身につけるためのワークブックです。 
教科書の文法事項の解説+練習問題ページもあります。

教科書の本文を使った内容理解問題＋文法・語彙・慣用表現問題。
各課末に総合問題を収録しました。
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CHAPTER

1 The Future Is Yours CHAPTER 1 The Future Is Yours

Exercises for Expression
　　日本語の意味になるように，    の中に適切な語を入れなさい。単語
1. 児童文学の偉大な作品　　　　a great work of children’s l　　　　　　
2. 想像力を働かせる　　　　　　use one’s  i　　　　　　
3. 彼女は国際法の専門家です。　She is a  s　　　　　　  in international law.

　　本文に出てきた単語を使って，以下の表現をつくりなさい。単語
1. emergencyを使った表現

　　⑴ an 　　　　　　 　　　　　　 　　  非常口
　　⑵ 　　　　　　 　　　　　　 　　　　非常食
　　⑶ 　　　　　　  for an 　　　　　　 　緊急時に備える
2. chatを使った表現

　　⑴ 　　　　　　  a 　　　　　　 　　　おしゃべりをする
　　⑵ a  b　　　　　 　　　　　　 　　　短いおしゃべり

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。イディオム
1. しばらくの間外出します。もしだれか来たら携帯電話に連絡してください。

　　I’m going out 　　　　　 　　　　　 　　　　　 . Call my cellphone if someone 

should come. 

2. 私は旧友に駅で偶然会い，「僕を覚えていますか。ジャックです」と言った。
　　I 　　　　　 　　　　　 an old friend at the station, and I said, “Remember me? I’m Jack.”
3. 私はかぜをひいた気がする。

　　I 　　　　　 　　　　　  I’ve caught a cold.        

4. 彼はマイナーな俳優から始め，最終的に有名な俳優になった。
　　He started out as a minor actor, and 　　　　　 　　　　　  becoming a famous actor.

Express Yourself ! 上で学んだ単語やイディオムを使って，以下の日本語を英語にしなさい。
1. 彼女は最終的に英文学の専門家になった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 昨日公園をぶらぶら歩いて (walk about)いたときに，小学校のときの友人に偶然会った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 私たちは立ち止まって，しばらくの間おしゃべりした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Exercises for Expression
　　日本語の意味になるように，    の中に適切な語を入れなさい。単語
1. 父はめったに家にいない。　　　　　　My father  s　　　　　　  stays at home.

2. 彼女は生卵を食べるのが好きではない。She doesn’t like eating  r　　　　　　  eggs.

3. 彼はネクタイをするのをいやがる。　　He  d　　　　　　  wearing ties.

　　本文に出てきた単語を使って，以下の表現をつくりなさい。単語
1. serveを使った表現

　　⑴ 　　　　　　  tea to the 　　　　　　 　　　客に紅茶を出す
　　⑵ 　　　　　　  is 　　　　　　  at six.　　　夕食は6時になります。
2. refuseを使った表現

　　⑴ 　　　　　　  to  h　　　　　　  him　　　　彼への援助を断る
　　⑵ 　　　　　　  one’s  o　　　　　　 　　　　　人の申し出を断る

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。イディオム
1. 実際，彼の話は本当だった。

　　 　　　　　　 　　　　　　 , his story was true.

2. 彼は，あきらめるなと心のなかで思った。
　　He 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 , “Never give up.”
3. すぐにやってみるべきだよ。

　　You should 　　　　　　  it 　　　　　　 　　　　　　  soon.

4. テレビゲームは私の趣味のひとつです。
　　Playing video games is 　　　　　　 　　　　　　  my hobbies.

Express Yourself ! 上で学んだ単語やイディオムを使って，以下の日本語を英語にしなさい。
1. 実際，そのお菓子 (sweets)はとてもおいしかったので，友だちに出した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 彼は，その問題は難しいと思ったが，クラスメートといっしょにやってみた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 彼女は，「それは明らかにいい考えだ」と心のなかで思った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 1

Part 1 ●教科書 p.9 Part 2 ●教科書 p.10

2

3

2

3

1パート
1ページ構成

単語基本問題

単語応用問題

英作文問題

イディオム問題
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1CHAPTER The Future Is Yours
　　  　　COMPREHENSIONPart 1 Textbook p.9

Read the following passage and answer the questions.

　　I was born in New York City and grew ⑴ ⒜ into  ⒝ on  ⒞ up  in an apartment building 

apartment, I often ran ⑵ ⒜ over  ⒝ through  ⒞ into 

“Hi!”

⑶ ⒜ in  ⒝ on  ⒞ at 

　　⑷ ⒜ Every  ⒝ ⒞ All 

of a submarine.  Outside, I often felt like I was in ⑸ ⒜ another  ⒝ other  ⒞ different world, 

a world of imagination.

1 Choose the best word for blanks ⑴ to ⑸ and complete the passage. 

⑴ 　　　     ⑵ 　　　      ⑶ 　　　      ⑷ 　　　      ⑸ 　　　

2 Choose the phrase that best completes each sentence. 

1. In the 1st paragraph, “ ” is most 

likely to mean …
⒜
⒝
⒞
⒟

2. In the 2nd paragraph, “the hatch of a submarine” most likely means …
⒜
⒝
⒞
⒟

3. It seems that the author …
⒜ enjoyed his neighbors and learned a lot from them.

⒝ liked his neighbors, but didn’t like the sweets.

⒞ didn’t get along with his neighbors and often felt sad.

⒟

1 Choose the word that best matches the meaning. V BC L RO UA A Y
1

2

3

4

5. a talk with someone in a friendly way

　　　　【 】

2 Choose the best phrase for each blank. Change the form of the verbs if necessary. I MID O
1. I _________________ your brother at the station yesterday.

2. I had pizza last night, but I _________________ eating it again.

3 _________________

4. My father was born and _________________ in Sendai.

5 _________________

　　　　【 】

3 Fill in the blanks and complete the sentences. G MA RR AM
1. 最近 lately ，日が短くなってきました。  

　　 ________________________________________________________________________________. 

2. 秋はすぐそこまで来ている のです。

　　Autumn _________________________________________________________________________________. 

3. もうすぐ長袖 a long-sleeve shirt が必要です。  

　　 ’ll ____________________________________________________________________________________. 

EXPRESS YOURSELF!

1. Change the form of the verbs and complete the message on Twitter.

　　⑴ 　　　　　　 ⑵ 　　　　　　 ⑶ 　　　　　　 ⑷ 　　　　　　 ⑸ 　　　　　　
2. Write about a town or country you’ve visited before. When did you visit? How did you feel?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

   I ⑴  visit  Hakone with my family now.  It ⑵  be  one of the most famous hot spring 

resorts in Japan.  I ⑶  be ⑷  visit  Ohwakudani and 

⑸  have 

NAVIGATOR 「今どこにいるか」→「場所の紹介」→「これまでに行ったことがあるか」→「何をしたか」→「感想」の順に書こう。

学 習 日 　　  　　OUTPUTPart 1 Textbook p.9

1パート
2ページ構成

教科書
本文を使った
読解問題

単語問題

英作文問題

文法問題

イディオム問題

WORKBOOK Advanced2
本冊112頁，解答・解説書104頁，
英文分析シート10枚（バラ）

教科書本文を使って音声を確認し，
声に出して身につけるワークブックです。 
実践問題でリスニング力をアップします。音声はQRコードで提供。

2 3

STEP 1 Sound Image ─ Listen and Repeat
流れてくる音声を聞いて，その通りに声を出して発音の練習をしましょう。単語の音のイメージをとらえるよう
にしましょう。音声は 3回ずつ流れます。

子音の連続では間に母音を入れないこと，語尾の tや dの飲み込みや発音しない箇所に注意！

1．□ grew □ building □ climbed □ stairs □world

2．□ neighbors □ often      □ snacks　　 □ uncooked □ taught

STEP 2 Sound Change ─ Listen and Write down
1．流れてくる英語のフレーズを聞いてそのまま書き取りましょう。フレーズになると音が変化することがある
ことに注意しましょう。音声は 2回ずつ流れます。書き取ったら日本語に訳してみましょう。

特にくっつく音に注意して音声を聞こう

（1）  apartment building there   

（ ）

（2） sat on the emergency stairs 

（ ）

（3）  with my family   

（ ）

（4）  tried it   

（ ）

（5） till you 

（ ）

2．上のフレーズが「英語―ポーズ，日本語―ポーズ」の順番で流れます。ポーズのところで英語の口調をまね
て発音しましょう。

Need more practice Good enough Perfect

1 回目 英文を見ながらリピーティング 1 2 3
2 回目 英文を見ないでリピーティング 1 2 3
3 回目 英文を見ないでリピーティング 1 2 3

CHECK!

STEP 3 Sound Flow ─ Listen and Read out
1．英文を聞いて，音の流れの中で起こる音の強弱，くっつく音，消える音を確認しましょう。
2．赤字の箇所を強く読むことを意識して，音声に続いて英文を 2回読みましょう。

1 ❶I was born in New York City and （1）grew up in an apartment building there. ❷My family, with Irish 

roots, lived on the top floor. ❸People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different 

floors. ❹When I climbed the stairs to our apartment, I often ran into people on the other floors. ❺They 

said “Hi” to me and sometimes offered me tea and sweets. ❻I liked my neighbors and had nice chats with 

them. ❼I gradually got interested in foreign cultures.

2 ❶Each apartment had an emergency exit. ❷When I felt sad, I went through it and （2）sat on the 

emergency stairs for a while. ❸For me, the exit was like the hatch of a submarine. ❹Outside, I often felt 

like I was in another world, a world of imagination.

3 ❶When I was 14, I （3）lived in France with my family. ❷During our stay there, one of my French 

neighbors, a nice old lady, often made French snacks for me. ❸One day, she served me a dish made 

with raw onions. ❹“Oh, no!” I thought. ❺I hated uncooked onions; my family, like some other Irish 

families, seldom ate such onions. ❻However, when I told her so, she said, “Really?  Obviously, you’ve 

never eaten a delicious uncooked onion dish.” ❼In fact, the onion snack was very delicious! 

4 ❶The French lady taught me a lesson: Don’t say you dislike something （4）when you haven’t even tried 

it. ❷Now I always say to myself, “Never refuse to try something new. ❸You may like it. ❹You’ll never 

know（5）till you give it a try.”

Need more practice Good enough Perfect

1 回目 リスニング 1 2 3
2 回目 英文を見ながらシャドーイング 1 2 3
3 回目 英文を見ないでシャドーイング 1 2 3

CHECK!

Part 1～2

The Future Is Yours
CHAPTER
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CHAPTER 1 The Future Is Yours

activity A 本文をスラッシュ（ / ）の区切りに注意して読んでみよう。また，必要な書き込みをしよう。

　　I was born / in New York City / and grew up / in an apartment building there. My family, /

with Irish roots, / lived on the top floor.  People of German, Italian, / and Puerto Rican 

backgrounds / lived on different floors. When I climbed the stairs / to our apartment, / I often 

ran into people / on the other floors. They said “Hi!” to me / and sometimes offered me / tea and 

sweets. ②I liked my neighbors / and had nice chats with them. I gradually got interested / in 

foreign cultures. 

　　Each apartment / had an emergency exit. ③When I felt sad, / I went through it / and ①sat 

on the emergency stairs / for a while. For me, / the exit was / like the hatch of a submarine.  

Outside, / I often felt like / I was in another world, / a world of imagination. 

activity C  grammar
1．名詞（S）+自動詞（V）+［前置詞 +名詞］　＜「S+V」文型
① I sat on the emergency stairs for a while.

訳

2．名詞（S）+他動詞（V）+［名詞（代名詞）=目的語（O）］　＜「S+V+O」文型
② I liked my neighbors and had nice chats with them. 

訳

3．名詞（S）+自動詞（V）+［形容詞 =補語（C）］　＜「S+V+C」文型
③When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while.

訳

activity D idioms
1．He ended up becoming a famous scholar in that field. end up doing （ ）

訳

2．I often ran into people on the other floors. run into ... （ ）

訳

3．When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while. 
  for a while （ ）

訳

4．Outside, I often felt like I was in another world, a world of imagination.
feel like ... （ ）

訳

activity E   （　　）に日本語を入れ，要約文を完成させなさい。下線部には前の語句の英語を入れなさい。

　ロバート・キャンベルさんは（　　　　　　　　）生まれ，家系　　　　　　　　はアイルランド系であり，

アパート　　　　　　　　　　　の最上階に　　　　　　　　　　　住んでいた。そこにはさまざまな国の生

い立ちをもつ人たちがいて，会えば気持ちよくあいさつを交わし，ときにはお茶　　　　　　　　やスイーツ

　　　　　　　　をごちそうにもなり，（　　　　　　　　）を楽しんだ。彼は，次第に，（　　　　　　　　）

に興味をもつようになった。彼はときに，寂しく感じた　　　　　　　　とき，アパートにある非常口

　　　　　　　　　　　に座った。非常口は，彼には（　　　　　　　　）のようであった。ハッチの外は，

現実とは違う想像の世界　　　　　　　　　　　のように感じられた。

S E L F - C H E C K
□自動詞と他動詞の区別と文型との関係を理解できる。
□「S+V」「S+V+O」「S+V+C」の文型を理解できる。

5

□ specialist
名 ❶（ ）

形 ❷
□ gradually 副 ❾（ ）

□ literature
名 ❸（ ）

英文学❹
□ emergency 

名 10（ ）

非常口11

scholar 名 ❺（ ） hatch 名 12（ ）

Irish
形 ❻（ ）

名 国名 Ireland
□ submarine 名 13（ ）

Puerto Rican
形 ❼（ ）

名 国名 Puerto Rico
□ imagination 

名 14（ ）

動 15

□ chat 名 ❽（ ）

activity B new words

The Future Is Yours

My family, with Irish roots, lived on the top floor.
問  2つのコンマ（,）の用法を説明せよ。
➡答  2つのコンマにはさまれた with Irish rootsは，My familyを補足説明するために文中に「挿入」された句であることを示すコン
マである。意味は，「私の家族，（私たちは）アイルランド系ですが，最上階に住んでいました」となる。

プラスポイント

CHAPTER

1 1分31秒目標通読時間

Part 1

QR
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左ページはノート代わりに使えます。音声はQRコードで提供。

生徒が予習・復習に使用できるCDです。

学習ノート4
本冊96頁，解答・解説書48頁

Listening WORKBOOK3
本冊72頁，解答・解説書48頁

生徒用音声CD（2枚組）5
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生徒用教材 5種類の生徒用教材で予習・復習をサポート

WORKBOOK Standard1
本冊72頁，解答・解説書72頁

教科書の文法・語彙・慣用表現を身につけるためのワークブックです。 
教科書の文法事項の解説+練習問題ページもあります。

教科書の本文を使った内容理解問題＋文法・語彙・慣用表現問題。
各課末に総合問題を収録しました。
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CHAPTER

1 The Future Is Yours CHAPTER 1 The Future Is Yours

Exercises for Expression
　　日本語の意味になるように，    の中に適切な語を入れなさい。単語
1. 児童文学の偉大な作品　　　　a great work of children’s l　　　　　　
2. 想像力を働かせる　　　　　　use one’s  i　　　　　　
3. 彼女は国際法の専門家です。　She is a  s　　　　　　  in international law.

　　本文に出てきた単語を使って，以下の表現をつくりなさい。単語
1. emergencyを使った表現

　　⑴ an 　　　　　　 　　　　　　 　　  非常口
　　⑵ 　　　　　　 　　　　　　 　　　　非常食
　　⑶ 　　　　　　  for an 　　　　　　 　緊急時に備える
2. chatを使った表現

　　⑴ 　　　　　　  a 　　　　　　 　　　おしゃべりをする
　　⑵ a  b　　　　　 　　　　　　 　　　短いおしゃべり

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。イディオム
1. しばらくの間外出します。もしだれか来たら携帯電話に連絡してください。

　　I’m going out 　　　　　 　　　　　 　　　　　 . Call my cellphone if someone 

should come. 

2. 私は旧友に駅で偶然会い，「僕を覚えていますか。ジャックです」と言った。
　　I 　　　　　 　　　　　 an old friend at the station, and I said, “Remember me? I’m Jack.”
3. 私はかぜをひいた気がする。

　　I 　　　　　 　　　　　  I’ve caught a cold.        

4. 彼はマイナーな俳優から始め，最終的に有名な俳優になった。
　　He started out as a minor actor, and 　　　　　 　　　　　  becoming a famous actor.

Express Yourself ! 上で学んだ単語やイディオムを使って，以下の日本語を英語にしなさい。
1. 彼女は最終的に英文学の専門家になった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 昨日公園をぶらぶら歩いて (walk about)いたときに，小学校のときの友人に偶然会った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 私たちは立ち止まって，しばらくの間おしゃべりした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Exercises for Expression
　　日本語の意味になるように，    の中に適切な語を入れなさい。単語
1. 父はめったに家にいない。　　　　　　My father  s　　　　　　  stays at home.

2. 彼女は生卵を食べるのが好きではない。She doesn’t like eating  r　　　　　　  eggs.

3. 彼はネクタイをするのをいやがる。　　He  d　　　　　　  wearing ties.

　　本文に出てきた単語を使って，以下の表現をつくりなさい。単語
1. serveを使った表現

　　⑴ 　　　　　　  tea to the 　　　　　　 　　　客に紅茶を出す
　　⑵ 　　　　　　  is 　　　　　　  at six.　　　夕食は6時になります。
2. refuseを使った表現

　　⑴ 　　　　　　  to  h　　　　　　  him　　　　彼への援助を断る
　　⑵ 　　　　　　  one’s  o　　　　　　 　　　　　人の申し出を断る

　　日本語の意味になるように，     の中に適切な語を入れなさい。イディオム
1. 実際，彼の話は本当だった。

　　 　　　　　　 　　　　　　 , his story was true.

2. 彼は，あきらめるなと心のなかで思った。
　　He 　　　　　　 　　　　　　 　　　　　　 , “Never give up.”
3. すぐにやってみるべきだよ。

　　You should 　　　　　　  it 　　　　　　 　　　　　　  soon.

4. テレビゲームは私の趣味のひとつです。
　　Playing video games is 　　　　　　 　　　　　　  my hobbies.

Express Yourself ! 上で学んだ単語やイディオムを使って，以下の日本語を英語にしなさい。
1. 実際，そのお菓子 (sweets)はとてもおいしかったので，友だちに出した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2. 彼は，その問題は難しいと思ったが，クラスメートといっしょにやってみた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3. 彼女は，「それは明らかにいい考えだ」と心のなかで思った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 1

Part 1 ●教科書 p.9 Part 2 ●教科書 p.10

2

3

2

3

1パート
1ページ構成

単語基本問題

単語応用問題

英作文問題

イディオム問題
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1CHAPTER The Future Is Yours
　　  　　COMPREHENSIONPart 1 Textbook p.9

Read the following passage and answer the questions.

　　I was born in New York City and grew ⑴ ⒜ into  ⒝ on  ⒞ up  in an apartment building 

apartment, I often ran ⑵ ⒜ over  ⒝ through  ⒞ into 

“Hi!”

⑶ ⒜ in  ⒝ on  ⒞ at 

　　⑷ ⒜ Every  ⒝ ⒞ All 

of a submarine.  Outside, I often felt like I was in ⑸ ⒜ another  ⒝ other  ⒞ different world, 

a world of imagination.

1 Choose the best word for blanks ⑴ to ⑸ and complete the passage. 

⑴ 　　　     ⑵ 　　　      ⑶ 　　　      ⑷ 　　　      ⑸ 　　　

2 Choose the phrase that best completes each sentence. 

1. In the 1st paragraph, “ ” is most 

likely to mean …
⒜
⒝
⒞
⒟

2. In the 2nd paragraph, “the hatch of a submarine” most likely means …
⒜
⒝
⒞
⒟

3. It seems that the author …
⒜ enjoyed his neighbors and learned a lot from them.

⒝ liked his neighbors, but didn’t like the sweets.

⒞ didn’t get along with his neighbors and often felt sad.

⒟

1 Choose the word that best matches the meaning. V BC L RO UA A Y
1

2

3

4

5. a talk with someone in a friendly way

　　　　【 】

2 Choose the best phrase for each blank. Change the form of the verbs if necessary. I MID O
1. I _________________ your brother at the station yesterday.

2. I had pizza last night, but I _________________ eating it again.

3 _________________

4. My father was born and _________________ in Sendai.

5 _________________

　　　　【 】

3 Fill in the blanks and complete the sentences. G MA RR AM
1. 最近 lately ，日が短くなってきました。  

　　 ________________________________________________________________________________. 

2. 秋はすぐそこまで来ている のです。

　　Autumn _________________________________________________________________________________. 

3. もうすぐ長袖 a long-sleeve shirt が必要です。  

　　 ’ll ____________________________________________________________________________________. 

EXPRESS YOURSELF!

1. Change the form of the verbs and complete the message on Twitter.

　　⑴ 　　　　　　 ⑵ 　　　　　　 ⑶ 　　　　　　 ⑷ 　　　　　　 ⑸ 　　　　　　
2. Write about a town or country you’ve visited before. When did you visit? How did you feel?

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　

   I ⑴  visit  Hakone with my family now.  It ⑵  be  one of the most famous hot spring 

resorts in Japan.  I ⑶  be ⑷  visit  Ohwakudani and 

⑸  have 

NAVIGATOR 「今どこにいるか」→「場所の紹介」→「これまでに行ったことがあるか」→「何をしたか」→「感想」の順に書こう。

学 習 日 　　  　　OUTPUTPart 1 Textbook p.9

1パート
2ページ構成

教科書
本文を使った
読解問題

単語問題

英作文問題

文法問題

イディオム問題

WORKBOOK Advanced2
本冊112頁，解答・解説書104頁，
英文分析シート10枚（バラ）

教科書本文を使って音声を確認し，
声に出して身につけるワークブックです。 
実践問題でリスニング力をアップします。音声はQRコードで提供。

2 3

STEP 1 Sound Image ─ Listen and Repeat
流れてくる音声を聞いて，その通りに声を出して発音の練習をしましょう。単語の音のイメージをとらえるよう
にしましょう。音声は 3回ずつ流れます。

子音の連続では間に母音を入れないこと，語尾の tや dの飲み込みや発音しない箇所に注意！

1．□ grew □ building □ climbed □ stairs □world

2．□ neighbors □ often      □ snacks　　 □ uncooked □ taught

STEP 2 Sound Change ─ Listen and Write down
1．流れてくる英語のフレーズを聞いてそのまま書き取りましょう。フレーズになると音が変化することがある
ことに注意しましょう。音声は 2回ずつ流れます。書き取ったら日本語に訳してみましょう。

特にくっつく音に注意して音声を聞こう

（1）  apartment building there   

（ ）

（2） sat on the emergency stairs 

（ ）

（3）  with my family   

（ ）

（4）  tried it   

（ ）

（5） till you 

（ ）

2．上のフレーズが「英語―ポーズ，日本語―ポーズ」の順番で流れます。ポーズのところで英語の口調をまね
て発音しましょう。

Need more practice Good enough Perfect

1 回目 英文を見ながらリピーティング 1 2 3
2 回目 英文を見ないでリピーティング 1 2 3
3 回目 英文を見ないでリピーティング 1 2 3

CHECK!

STEP 3 Sound Flow ─ Listen and Read out
1．英文を聞いて，音の流れの中で起こる音の強弱，くっつく音，消える音を確認しましょう。
2．赤字の箇所を強く読むことを意識して，音声に続いて英文を 2回読みましょう。

1 ❶I was born in New York City and （1）grew up in an apartment building there. ❷My family, with Irish 

roots, lived on the top floor. ❸People of German, Italian, and Puerto Rican backgrounds lived on different 

floors. ❹When I climbed the stairs to our apartment, I often ran into people on the other floors. ❺They 

said “Hi” to me and sometimes offered me tea and sweets. ❻I liked my neighbors and had nice chats with 

them. ❼I gradually got interested in foreign cultures.

2 ❶Each apartment had an emergency exit. ❷When I felt sad, I went through it and （2）sat on the 

emergency stairs for a while. ❸For me, the exit was like the hatch of a submarine. ❹Outside, I often felt 

like I was in another world, a world of imagination.

3 ❶When I was 14, I （3）lived in France with my family. ❷During our stay there, one of my French 

neighbors, a nice old lady, often made French snacks for me. ❸One day, she served me a dish made 

with raw onions. ❹“Oh, no!” I thought. ❺I hated uncooked onions; my family, like some other Irish 

families, seldom ate such onions. ❻However, when I told her so, she said, “Really?  Obviously, you’ve 

never eaten a delicious uncooked onion dish.” ❼In fact, the onion snack was very delicious! 

4 ❶The French lady taught me a lesson: Don’t say you dislike something （4）when you haven’t even tried 

it. ❷Now I always say to myself, “Never refuse to try something new. ❸You may like it. ❹You’ll never 

know（5）till you give it a try.”

Need more practice Good enough Perfect

1 回目 リスニング 1 2 3
2 回目 英文を見ながらシャドーイング 1 2 3
3 回目 英文を見ないでシャドーイング 1 2 3

CHECK!

Part 1～2

The Future Is Yours
CHAPTER

1 QR

B-format_EC-listening_TMO_05.indd   2-3 2020/09/15   16:00

STEP 1：
単語のリピート

STEP 2：
フレーズの
聞きとり・
リピート

STEP 3：
センテンスの
リピート。
強く読む箇所
や消える音を
表示

2パートごとに
見開き
2ページ構成

2 3

CHAPTER 1 The Future Is Yours

activity A 本文をスラッシュ（ / ）の区切りに注意して読んでみよう。また，必要な書き込みをしよう。

　　I was born / in New York City / and grew up / in an apartment building there. My family, /

with Irish roots, / lived on the top floor.  People of German, Italian, / and Puerto Rican 

backgrounds / lived on different floors. When I climbed the stairs / to our apartment, / I often 

ran into people / on the other floors. They said “Hi!” to me / and sometimes offered me / tea and 

sweets. ②I liked my neighbors / and had nice chats with them. I gradually got interested / in 

foreign cultures. 

　　Each apartment / had an emergency exit. ③When I felt sad, / I went through it / and ①sat 

on the emergency stairs / for a while. For me, / the exit was / like the hatch of a submarine.  

Outside, / I often felt like / I was in another world, / a world of imagination. 

activity C  grammar
1．名詞（S）+自動詞（V）+［前置詞 +名詞］　＜「S+V」文型
① I sat on the emergency stairs for a while.

訳

2．名詞（S）+他動詞（V）+［名詞（代名詞）=目的語（O）］　＜「S+V+O」文型
② I liked my neighbors and had nice chats with them. 

訳

3．名詞（S）+自動詞（V）+［形容詞 =補語（C）］　＜「S+V+C」文型
③When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while.

訳

activity D idioms
1．He ended up becoming a famous scholar in that field. end up doing （ ）

訳

2．I often ran into people on the other floors. run into ... （ ）

訳

3．When I felt sad, I went through it and sat on the emergency stairs for a while. 
  for a while （ ）

訳

4．Outside, I often felt like I was in another world, a world of imagination.
feel like ... （ ）

訳

activity E   （　　）に日本語を入れ，要約文を完成させなさい。下線部には前の語句の英語を入れなさい。

　ロバート・キャンベルさんは（　　　　　　　　）生まれ，家系　　　　　　　　はアイルランド系であり，

アパート　　　　　　　　　　　の最上階に　　　　　　　　　　　住んでいた。そこにはさまざまな国の生

い立ちをもつ人たちがいて，会えば気持ちよくあいさつを交わし，ときにはお茶　　　　　　　　やスイーツ

　　　　　　　　をごちそうにもなり，（　　　　　　　　）を楽しんだ。彼は，次第に，（　　　　　　　　）

に興味をもつようになった。彼はときに，寂しく感じた　　　　　　　　とき，アパートにある非常口

　　　　　　　　　　　に座った。非常口は，彼には（　　　　　　　　）のようであった。ハッチの外は，

現実とは違う想像の世界　　　　　　　　　　　のように感じられた。

S E L F - C H E C K
□自動詞と他動詞の区別と文型との関係を理解できる。
□「S+V」「S+V+O」「S+V+C」の文型を理解できる。

5

□ specialist
名 ❶（ ）

形 ❷
□ gradually 副 ❾（ ）

□ literature
名 ❸（ ）

英文学❹
□ emergency 

名 10（ ）

非常口11

scholar 名 ❺（ ） hatch 名 12（ ）

Irish
形 ❻（ ）

名 国名 Ireland
□ submarine 名 13（ ）

Puerto Rican
形 ❼（ ）

名 国名 Puerto Rico
□ imagination 

名 14（ ）

動 15

□ chat 名 ❽（ ）

activity B new words

The Future Is Yours

My family, with Irish roots, lived on the top floor.
問  2つのコンマ（,）の用法を説明せよ。
➡答  2つのコンマにはさまれた with Irish rootsは，My familyを補足説明するために文中に「挿入」された句であることを示すコン
マである。意味は，「私の家族，（私たちは）アイルランド系ですが，最上階に住んでいました」となる。

プラスポイント

CHAPTER

1 1分31秒目標通読時間

Part 1
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本文内容の
確認

教科書本文の難しい文構造などの解説とサマリー問題を収録。
左ページはノート代わりに使えます。音声はQRコードで提供。

生徒が予習・復習に使用できるCDです。

学習ノート4
本冊96頁，解答・解説書48頁

Listening WORKBOOK3
本冊72頁，解答・解説書48頁

生徒用音声CD（2枚組）5
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多文化共生時代のための“新しい光”

これからの多文化共生時代を生きる生徒一人ひとりが
自ら人生を切り拓き，「グローバル・パーソン」として羽ば
たくための〈たくましさ〉と〈しなやかさ〉という2つの力を
育てる-それが本教科書のコンセプトです。

CONCEPT

　生徒が生きるグローバル社会では，さまざまな文化背景をもつ人 と々のやりとりが想
定されます。そこで求められるのは，「違い」と向き合う力です。違いは，個性や多様性と
いった豊かさをもたらすと同時に，偏見や差別の原因にもなります。違いと向き合うに
は，自分のことをしっかり表現できる自己表現力〈たくましさ〉と，考え方の異なる他者と
の建設的な対話を成立させることができる対話力〈しなやかさ〉が求められます。英語教
育の高次の目標は，まさにこの２つの力の実現にあると思います。

　こうした思いを共有した編著者チームといいずな書店編集部で創り上げたのが，この『New Rays English 
Communication I』です。私たちはこのNew Raysというタイトルに，「新たな世界を照らし，現代の諸問題に光
を当てる」という意味を込めています。そして，New Raysを構成する10のCHAPTERと2つの物語は，その「光」
によって照らされるさまざまな世界や問題に生徒たちを誘います。題材は，高次の目標を達成するのに必要と思
われる力̶デザインの力，癒やしの力，対話の力，探索の力など̶に関連するものを精選しました。
　そしてまた，New Raysでは，タスクの中で，タスクを通して英語力を身につけるという考え方を大切にしてい
ます。使うことによってしか使う力は育たないからです。生徒一人ひとりの中に息づく英語力を育てることに
『New Rays English Communication I』が寄与できればと願っています。

著者からのメッセージ
新たな世界を照らし，現代の諸問題に光を当てる
慶應義塾大学名誉教授　田中茂範

著作者紹介
田 中 茂 範
武 田 修 一
阿 部 　 一

井 上 朋 子
佐 藤 芳 明
中 村 俊 佑

慶應義塾大学名誉教授

静岡県立大学特任教授

英語総合研究所所長

元常葉大学准教授

PEN言語教育サービス主任研究員

東京都立五日市高等学校教諭

畠山由香子
細 井 京 子
村上ひろ子
森 本 　 俊
吉 原 　 学
渡 辺 敦 子
渡 邊 正 三

お茶の水女子大学講師

コスモポリタン・インスティテュート主宰

神戸市立葺合高等学校教諭

玉川大学准教授

山梨学院大学特任教授

文教大学教授

山形県立山形東高等学校教諭

自分で考え，判断し，行動する力 異なるものと向き合い，協働を通して
さまざまな問題を乗り越える力

〈しなやかさ〉 ＝ 対話力〈たくましさ〉 ＝ 自己表現力

〈たくましさ〉を育てる1
私たちの考える〈たくましさ〉とは「自己表現力」。自分で考え，判断し，行
動する力です。本教科書では，現代的な問題を受け止め，思考し，言葉に
するプロセスを重視して，生徒一人ひとりの「自己表現力」を高めます。

▶現代を感じ，考える力を喚起する題材テーマ→p.2
▶各課のパートごとに「発信QUESTIONS」を設置→p.7，p.13
▶自分の言葉で表現するRecap & Retell→p.6，p.20
▶表現力の基礎をつくる文法・語彙のタスク→p.6，pp.22-23

〈しなやかさ〉を育てる
私たちの考える〈しなやかさ〉とは「対話力」。異なるものと向き合い，協
働を通してさまざまな問題を乗り越える力です。本教科書では，異なるも
のとの対話を追体験する題材や，グループ協働で行う「プロジェクト型
活動」などにより，生徒一人ひとりの「対話力」を高めます。

▶異文化理解・人権などをテーマとする題材→p.2，p.4（Ch.1，5，8）
▶「発信QUESTIONS」のpair     /share    活動→p.7，p.13
▶「プロジェクト型活動」などを行うMake It Yours!→p.4，p.6，p.21

学びやすさ・教えやすさをサポート
確かな英語力を身につけられるよう，生徒にとっては学びやすく，先生方
にとっては教えやすい教科書であることにも，最大限の配慮をしています。

▶学習の区切りがつけやすい見開き構成→p.6，p.8
▶音読練習などに活用できる「通読用英文」→p.7，p.18
▶英語による指導案も盛り込んだ使いやすい朱書本→p.26
▶毎日の授業をサポートする指導用教材→p.36，p.40
▶予習・復習をサポートする生徒用教材→p.38

2

3

本教科書では，生徒一人ひとりが確かな英語力を身につけられるよう，

日々の学びをサポートするための工夫を随所に凝らしています。
ここではその代表的なものをご紹介します。

3つの特徴

OriHime
– A Vehicle of Your Heart

Yoshifuji Kentaro, a Japanese robot 
communicator, created a robot 
called OriHime at the age of 23 in 
order to help people suffering from 
loneliness.  What led Yoshifuji to 
develop the robot?  How can it help 
people establish bonds with others?

CHAPTER 4
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart1

tanabata

G1

1. Where does the name OriHime come from?
2. What experience caused Yoshifuji to develop OriHime?
3. What does Yoshifuji want to do with OriHime?

5

10

15

Who do you think is operating OriHime in Figure 1?

ℓ.14  性別に関係のない　　cf. ：～がない，～が含まれていない

p.50

□ vehicle ªv];0klº

□ robot ªr/8b6tº

 communicator 
ªkcmj\;nck"0tcRº

□ suffer ªs&fcRº

loneliness ªl/8nlincsº

□ establish ª0st!bl0Íº

□ bond ªb^ndº

 in order to do

 suffer from ...

p.51

□ previous ªpr];vicsº

associate（v.）
ªcs/8Íi"0tº

 ring a bell

  be associated with ...

creator ªkri'0tcRº

□ unable ª¶n'0blº

□ attend ªct'ndº

□ neither ªn];ˇcRº

□ belonging
ªb0l%(;)©0©º

□ nor ªn5;Rº

maintain ªme0nt'0nº

□ enable ª0n'0blº

share A with B

neither A nor B

Figure 1

Comprehension Check
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Satoko and Nada is a manga series.  It illustrates the 
friendship between two international students in the U.S.―
Satoko from Japan and Nada from Saudi Arabia.  Ms. Takada 
Rio interviewed Yupechika, the author of Satoko and Nada.

Satoko and Nada

SATOKO

NADA
AND

1

CHAPTER 5

68
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CHAPTER 4 OriHime – A Vehicle of Your Heart

【 bond / quality / lonely / produce / extension / belonging / emotions / share / expression 】

Vocabulary Networking

To complete the Vocabulary Network, fi ll in each blank with the appropriate word 
from the list below.

□【（4）　　　　　　】a place with others
（場を共有する）

 have a strong【（5）　　　　　　】
（堅い絆がある）

・ remote control
（遠隔操作）

・ automatic train
 operation system
（自動列車運転装置）

・ autonomous cars / 
 self-driving car
（自動運転車）

・ autopilot
（自動操縦）

・ cyborg
（サイボーグ）

 have a sense of【（7）　　　　　　】
（所属感をもつ）

 think quietly about something
（あることについて静かに考える）

 do things together
（一緒に何かをする）

 read【（8）　　　　　　】on a 
 person’s face
（顔から感情を読み取る）　　　
 have a happy［sad］【（9）　　　　　　】
on one’s face
（幸せな［悲しい］表情をする）

 establish a bond（絆を築く）

feel【（6）　　　　　　】⇒ lonely experience
（孤独に感じる） （孤独な経験）

 improve the【（2）　　　　　　】
of the robot
（ロボットの質を高める）

 create a robot / 
【（1）　　　　　　】

a robot（ロボットを造る）

・ automatic control
（自動制御）

Robot
（ロボット）

a feeling（感情）

□ an 【（3）　　　　　　】of a person
（人間の延長）

・ AI（Artifi cial Intelligence）
（人工知能）

・ a drone（ドローン）

・ a machine that can work like 
 a person（人のように動く機械）

　　　　　　】
 person

（絆を築く）

lonely experience

 self-driving car
（自動運転車）

 operation system

・ autonomous cars / 

・ remote control

（Artifi cial Intelligence）
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指
導
用
資
料

※本ページに掲載されている仕様および価格等は2021年4月現在のもので，予告なしに変更になることがあります。

周辺教材

❶指導書本冊
❷Teacher’s Book（朱書本）
❸題材資料集

指導資料セット

収録内容：

Teacher’s Book（朱書本）

※上記❷の単体での販売となります。

WORKBOOK Standard

B5判
本冊72ページ+解答・解説書72ページ

定価：660円（本体600円+税）

Listening WORKBOOK

B5判
本冊72ページ+解答・解説書48ページ
※QRコードで音声を提供

定価：715円（本体650円+税）

学習ノート

B5判
本冊96ページ+解答・解説書48ページ
※QRコードで音声を提供

定価：660円（本体600円+税）

指導書本冊PDF

※上記❶のPDF版です。

音
声
教
材

デ
ジ
タ
ル
教
材

生
徒
用
教
材

指導用音声CD  CD11枚組

収録内容：本文／新語・イディオム／
リスニング問題／課末など

指導者用デジタル教科書（教材）
［シンプル版］

収録内容：教科書紙面
再生サイトへのリンクボタン

学習者用デジタル教材
［シンプル版］

収録内容：教科書紙面
再生サイトへのリンクボタン

WORKBOOK Advanced

B5判
本冊112ページ+解答・解説書104ページ
※英文分析シートをバラで提供

定価：715円（本体650円+税）

❹表現集
❺データDVD-ROM（指導用パワーポイント含む）

生徒用音声CD  CD2枚組

定価：1,100円（本体1,000円+税）

デジタル関連教材 指導用パワーポイントで授業準備を効率化

パソコンを使って，教科書の紙面を表示したり，書き込むことができます。
音声・動画再生ボタンから音声・動画を再生できます。

指導用パワーポイント（指導資料セットDVD-ROMに収録）

「指導者用」「学習者用」2種類のデジタル教科書（教材）［シンプル版］

各課の導入，単語のフラッシュカード，本文の音読，文法指導の際に使えるパワーポイントデータを
ご用意しました。 
チャンキングのための英文を6種類掲載しています。

■  各課の導入：図版や写真を使ってアクティブな導入が行えます。

■  単語のフラッシュカード(音声付き)

■  本文の音読(音声付き) ■  文法指導

※単体での販売はありません。

指
導
用
資
料

※本ページに掲載されている仕様および価格等は2021年4月現在のもので，予告なしに変更になることがあります。

周辺教材

❶指導書本冊
❷Teacher’s Book（朱書本）
❸題材資料集

指導資料セット

収録内容：

定価：22,000円（本体20,000円+税）

Teacher’s Book（朱書本）

※上記❷の単体での販売となります。

定価：5,500円（本体5,000円+税）

WORKBOOK Standard

B5判
本冊72ページ+解答・解説書72ページ

定価：660円（本体600円+税）

Listening WORKBOOK

B5判
本冊72ページ+解答・解説書48ページ
※QRコードで音声を提供

定価：715円（本体650円+税）

学習ノート

B5判
本冊96ページ+解答・解説書48ページ
※QRコードで音声を提供

定価：660円（本体600円+税）

指導書本冊PDF

※上記❶のPDF版です。

定価：5,500円（本体5,000円+税）

音
声
教
材

デ
ジ
タ
ル
教
材

生
徒
用
教
材

指導用音声CD  CD11枚組

収録内容：本文／新語・イディオム／
リスニング問題／課末など

定価：16,500円（本体15,000円+税）

指導者用デジタル教科書（教材）
［シンプル版］

収録内容：教科書紙面
再生サイトへのリンクボタン

定価：未定

学習者用デジタル教材
［シンプル版］

収録内容：教科書紙面
再生サイトへのリンクボタン

定価：未定

WORKBOOK Advanced

B5判
本冊112ページ+解答・解説書104ページ
※英文分析シートをバラで提供

定価：715円（本体650円+税）

❹表現集
❺データDVD-ROM（指導用パワーポイント含む）

生徒用音声CD  CD2枚組

定価：1,100円（本体1,000円+税）
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