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指導資料セット I／II

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
🅐🅐 空間描写，空間把握，前置詞・副詞：in / on / to / through / outside
🅑🅑 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 🅐🅐in New York City and grew up in an 

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

lived on the top floor.  ③People of German, Italian, and 

Puerto Rican backgrounds lived on different floors. 

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

into people on the other floors. 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 exit 🅑🅑was 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 New York City 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
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●本文 ●日本語訳
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CHAPTER 1 Part1 ● 教科書 p.9

英語コミュニケーション指導書_販売見本_本冊_FM_Century School Book.indd   16-17 2020/12/01   14:22

指導書本冊
・指導の際の指針，授業の展開案，用法の解説など，

教科書を使いこなすための情報が満載です。
・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。

各パートに注意す
べき表現と読みの
ポイントを提示

1 ※単体（PDF）での販売もあります。

※単体（PDF）での販売もあります。Teacher’s Book（朱書本）
・教科書の紙面に解答，スクリプト，音声 CDトラック，語句や文法の解説などの情報を掲載しました。

挟み込み頁で各パートの英語の指導案を提示しました。
・DVD-ROM の指導用パワーポイントデータと連動しています。
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 題材資料集
・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。
・コピーし配付してお使いいただけます。
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I : 表現集 ／II : DVD-ROM データサンプル集

指導用データ DVD-ROM
・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
・PC を使った授業で使っていただける「指導用パワーポイント」を収録　（→ p.39）

・表現集：英語で発表，やりとりを行うために必要な表現をまとめました。
・DVD-ROM データサンプル集：収録データの紙面見本と特長を紹介しています。

［収録内容］
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
⑨ Extra Reading
⑩ Make It Yours! 活動シート
⑪文法補充問題
⑫ Vocabulary 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
⑰文法解説パワーポイント
⑱指導書別冊 PDF
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DATA

指導者用音声 CD I／II（各 12 枚組）／III（枚数未定）

・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

♪

板書例を多数掲載

New Rays
English Communication I・II・III

※ IIIについては p.39 を参照


