ップ で，
充 実のラインア
ます。
改 革 」を応 援し
先 生の「 働き方

指導書・周辺教材

※指導書・教材類の内容・仕様は変更になる可能性がございます。

指導用教材

指導書セット
教科書の紙面上に文法・語句の解説や，訳例・解答例，音声指導のポイントを記載。
Goal
英語でのやり取りや発問例等も，豊富に掲載しています。

Teacherʼ s Book （朱書編）

8
指導・評価編

第
You can write the caption which
explains the situation.

You can listen to the explanation of the

photos and understand the situation.
年間指導計画や指導案を掲載。また，指導に生かせる評価のあり方や評価規準など，
先生方が知りたい情報を 1 冊にまとめています。

ピクチャーカード

各学年

B3 判

教科書のイラストや資料写真などを大判化した提示用教材。
裏面には本文や音声スクリプトなどを掲載しています。

1 時フラッシュカード

各学年

128mm× 364mm

教科書の新出語句（単語・熟語）を掲載順に収録し，大判化した
提示用教材。裏面には日本語訳を掲載しています。

指導用 CD

各学年

9 〜 10 枚

教科書内容を完全網羅した音声 CD セット。臨場感溢れる効果音とともに
本文ストーリーを再現。音声スクリプトや使い方を示した小冊子付き。

映像資料集

各学年

一式

各 Unit の本文ストーリーの実写のドラマ映像や参考資料の映像を収録。
言語の使用場面や状況の確認に効果的です。

1. Goal Check

“First, check the goal.”

About

You

Kota＇s mother is
washing the dishes.

2. Pre-listening

訳例や解答例，文法・語法の解説，題材関連情報などを掲載した冊子です。
February 14th
is Tina＇s birthday.

解説編

Unit 8

We made a plan for Tina.
The plan is…

Part 1

本文

“Look at the picture.

教科書 p.120

Answer the questions.”

指導 CD ⑧ 1

Date
Class
No.
Name
各単元に対応した，日々の授業を支えるワークシートを掲載。
PDF 形式のほか，
Nick is talking on the phone.
音読する □□□□□
He is baking a cake.
加工可能な Word 形式のファイルもデータ
DVD 内に収録しています。

ワークシート編

3. Story

On the phone:

“Guess the story.

Kota : Hello?

Nick : Kota, itʼs Nick. Howʼs everything?
A
教科書のストーリーを最大限に活用した指導法
「ラウンドシステム」の授業のすすめ方や
Kota : Fine. Weʼre making a special photo
ラウンドシステム・ガイドブック
Eri is writing a message.
指導のポイントを紹介した冊子です。
album for Tina. And you?

B

C
“Listen to the story, and

Nick : Iʼm baking a cake in the kitchen.
My motherʼs helping me.

データ DVD

指導 DVD ⑧

Kota : Cool.

Kota : OK, see you later.

音声 CD

3

②「あなたは ?」とたずね返す言い方。

Unit

8

Teacher ʼ s Book （朱書編）

指導書
Reading Task
ワークシート編
Goal

Getting
g Ready fo
for the P
Party

You can listen to the explanation of the
photos and understand the situation.

Unit 8

1. Goal Check

Part 1

Date

About

Class

教科書 p.120

▼

No.

Name

▼

▼

音読する

□□□□□

Kota : Hello?

② Nick の母親は何をしているところでしょうか。

February 14th is Tina＇s birthday.
We made a plan for Tina.
The plan is…

“Look at the picture.

Answer the questions.”

リーディングタスクが充実。本文の内
指導 CD ⑧ 1

3. Story
2 Nick は Kota に，何時に家に来てほしいと言っていますか。
（

Nick is talking on the phone.
He is baking a cake.

）

“Guess the story.

ストーリーを
実写のドラマ
映像で！

New Words

本文

On the phone:

You

どんなことかというとね…
ね…。

英語でのやり取りや発問例等を豊

1時

① Kota と Nick は何をしているところでしょうか。
2. Pre-listening

ぼくたち
ぼく
たちはあ
はある計
る計画を
画を立て
立てた。
立て

“Check New Words.”

・

指導 CD ⑧ 2
第

“First, check the goal.”

ときどき元気をなくしてい
ていた Tina のために，

テンツを収録。英語の授業をサポートします。

・

・

are waiting in line.

1. 次の質問の答えになる文に線を引きましょう。

生日。
2 月 14 日は Tina の誕生日

Kota＇s mother is
washing the dishes.

You can write the caption which
explains the situation.

・

・

②「どんな具合 ?」と状況をたずねる言い方。

Tina
and his father
④「またあとでね。
」という言い方。

教科 書に沿った「学習者用デジタル教科 書」のほか，
「指導者用デ
4. Vocabulary Check
ピクチャーカード・フラッシュカード・参考映像などの豊富なコン

Word Board

・

次の表現を本文から探して，下線を引きましょう。

デジタル教科書，デジタル教材

ジタル教科書（教材）」には本文の音声再生などの充実した機能と，

Hajin is choosing Read
photos.
教科書連動コンテンツに掲載している音声，および評価テスト
（リスニング）の音声を収録。
& Check
・

Kota is talking on the phone.

1

Nick＇s mother is
setting the table.

① 電話で「もしもし。
」という言い方。

指導書

2

年間指導計画や本文，指導語彙，テスト問題例，ストーリーのイラスト等のデータを収録。
Nick : Come to our house at three oʼclock, OK?

answer the questions.”

→

5. Story (2nd)

Nick : Kota, itʼs Nick. Howʼs everything?
Kota : Fine. Weʼre making a special photo
album for Tina. And you?

“Check the story again.”

Nick : Iʼm baking a cake in the kitchen.
My motherʼs helping me.

指導者用デジタル教科書（教材） 1 年 Unit 8

Kota : Cool.

富に掲載しています。特に，授業

容理解だけではなく，登場人物の気持
A

Eri is writing a message.

B

C

Nick : Come to our house at three oʼclock, OK?
Kota : OK, see you later.

“Listen to the story, and

指導 DVD ⑧

2

Read & Think

冒頭に行う Small Talk 例が充実。

3

answer the questions.”

1

1. a special photo album とは，何が special なのだと思いますか。
ちを考える問いなどの補充問題や書く
Nick＇s mother is
setting the table.

・

Hajin is choosing photos.

Word Board

4. Vocabulary Check

・

“Check New Words.”

・

・
・

・

2. Kota が Cool. と言ったのはどうしてでしょう。

Tina and his father are waiting in line.

・

力を育てる Summary Writing も掲載。
指導 CD ⑧ 2

Kota is talking on the phone.

New Words

Small Talk

▼

▼

▼

→

5. Story (2nd)

Read & Check
次の表現を本文から探して，下線を引きましょう。
① 電話で「もしもし。
」という言い方。

②「どんな具合 ?」と状況をたずねる言い方。

②「あなたは ?」とたずね返す言い方。

④「またあとでね。
」という言い方。

ウェブサイト

Reading Task
1. 次の質問の答えになる文に線を引きましょう。
① Kota と Nick は何をしているところでしょうか。
② Nick の母親は何をしているところでしょうか。
2 Nick は Kota に，何時に家に来てほしいと言っていますか。 （

）

“Check the story again.”

Read & Think

Teacher: Yesterday, I went to my friendʼs birthday party.
This is the03chuei_1_p118_127_unit8.indd
picture. I ate a lot of delicious
food.
118
What did I eat? Please guess.
Any idea, (Student 1)?
S1: Birthday cake?

光 村 図 書 の 教 科 書 紹 介 サイトから， 教 科 書 の 内 容 解 説 資 料 や

1. a special photo album とは，何が special なのだと思いますか。

Small Talk

130

118

Summary 2020/02/03
Writing

one hundre
red and eighteen

Teacher: Yesterday, I went to my friendʼs birthday party.
This is the03chuei_1_p118_127_unit8.indd
picture. I ate a lot of delicious
food.
118
What did I eat? Please guess.
Any idea, (Student 1)?

Teacher: Yes. I ate fried chicken.
How about you all?
What did you eat last night?
How about you, (Student 2)?

S1: Birthday cake?

S2: I ate curry and rice.

Teacher: That’s right. I ate birthday cake. Anything else?
Any other ideas?

S2: Yes. It was great.

S1: Fried chicken?

2020/02/03 9:57 03chuei_1_p118_127_unit8.indd 119

Teacher: Oh, you ate curry and rice? Was it good?

2. Kota が Cool. と言ったのはどうしてでしょう。

[TEXTBOOK p.119]

9:57 03chuei_1_p118_127_unit8.indd 119

Kota and Nick are

[TEXTBOOK p.119]

2020/02/03 9:57

・What do you want to do for your friend ’s birthday?

・What do Kota and his friends do for Tina’s birthday?

photo album for Tina. Nick is
[TEXTBOOK p.119]

1. Listen to the story. Write the numbers in order.

on the phone. Kota and his friends are
a cake. His

Summary Writing
Kota and Nick are

photo album for Tina. Nick is
is helping
him.

2020/02/03 9:57

・What do you want to do for your friend ’s birthday?

a
on the phone. Kota and his friends are
a cake. His

年間指導計画， CAN-DO リストなどをダウンロードできます。

・What do Kota and his friends do for Tina’s birthday?
a

is helping him.

指導者用デジタル教科書（教材）

2. Watch the video and check.

[TEXTBOOK p.119]
1. Listen to the story. Write the numbers in order.
2. Watch the video and check.

生徒用教材
ワークブック
学習サブノート

各学年

拡大教科書

各単元の新出語句や基本文などの知識の確認を中心に，読解問題や
自己表現を含む総合的な問題演習帳。切り取り可能な解答書付き。

映像や音声など，自宅での英語学習

弱視の生徒の学習負担を軽減するため，文字や画像を大きくした

B5 判

新出語句や基本文の確認をはじめ，授業で学んだことを自由に書き込み，
自分なりのまとめや整理が可能な学習ノートです。

に 活 用 で きるコン テンツ を 豊 富 に

教科書です。単純に拡大するのではなく，教材内容を損なわない

用 意。 教 科 書 記 載 の QR コードを

ように再構成しています。拡大教科書は，特別支援を要する生徒

B6 判

基本的な文法・文型の例文を学習順に整理した活用例文集。
基本文の確認や応用練習に最適。自学自習に便利な赤シート付き。

読 み取ると， これらを自由に視 聴・

の指導にも有効とされています。

各学年

リスニング CD

各学年 2 枚組
ミニブック付

B5 判

教科書連動コンテンツ

B5 判

基本文型集

ラウンドシステム・ワークブック
34

各学年

各単元の本文のリスニングや音読練習に最適な音声教材。
各 Unit の新出語句や基本文の音声も収録しています。
「ラウンドシステム」方式の授業にお使いいただける
ワークシート集です。

閲覧することができます。
「広がる学び
深まる学び」
トップページへは
こちらから

指導書・教材等に関する詳しい内容は，
内容解説資料「先 生 の 働 き 方 改 革 を
応援します。」をご覧ください。

ENGLISH COURSE 編集の趣旨と特色 35

