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教科書本文内の
QR コードから
音声が聞ける！

AI による精密な発音診断で豊かな発話力を育てる

festa!

文法書（450 ページ）
全データを指導書
付属 ROM やワーク
ブック QR 等に収録！
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FLEX 刊行に寄せて

FLEX は，大学受験はもちろん，その先の人生において本当の意味で使える英語を身に付けてほ
しいとの想いからスタートしました。先生方の多様な授業スタイルにも対応しながらその想い
を実現するためには，多くのハードルがありましたが，著者をはじめ多くの関係者の方のお力
添えで刊行することができました。特に今回の新指導要領版においては，上智大学の池田真先
生にご協力頂いたことで CLIL の要素が加わり，英語力はもちろん思考力も高めることができる
一冊となりました。この教科書がより良い英語授業を実現し，生徒の未来を切り拓く一助とな
れば幸いです。

増進堂

編集部

FLEX
English CommunicationⅠ
CⅠ 720
B5 判
192 頁
新出語数：456 語
総語数：5460 語
総語数（+OP 含む）：6483 語

p.2 ➡

教授用資料

■ Teacher’s Manual

■ Teacher’s Manual PDF データ版

p.50 ➡

※ PDF データ版には Teacherʼs Book と指導書
付属 ROM は付属しません。

376 頁（予）

教科書の解説や訳例，補充問題，評価基準など。
・Teacherʼs Book 分売あり
・指導書付属 ROM

指導用音声

■教科書内 QR コードコンテンツ

■生徒用音声 CD [ 3 枚組 （予
]
）p.55 ➡

教科書内にある QR コードから本文の Words，
本 文（ 普 通 読 み ）
， 本 文（フレ ーズ 読 み ）
，
SOUND TIPS の音声が聞けます。 p.55 ➡

教科書の Words，本文（普通／フレーズ読み）
，
SOUND TIPS などを収録。

■学校用音声 CD [ 8 枚組 ]（予）p.55 ➡
教科書本文音声や設問など音声を収録。

※ QR コードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

指 導 用ソフト

■指導用デジタル教科書 Web 版（フリーライセンス）

p.90 ➡

パソコンや iPad 等を用いて，教科書画面を表示したり，音声を流したりすることにより授業をサポート
する指導用ソフト。
※インストール版（フリーライセンス）対応 OS：Windows10，Google Chrome，各種タブレット。

Standard

生徒用補助教材

■ Workbook Advanced

72 頁
96 頁

教科書の復習用ノート。
2 種類のレベル別。

p.52 ➡

■予習＆授業ノート

120 頁

書き込み式のノート，
予習や授業で活用できる。

p.54 ➡

■生徒用デジタル教科書 Web 版

スマホやタブレットで教科書の設問を
解いたり，直感的に学べるソフト。

p.96 ➡

■ festa!

AI を使った音声認識ウェブアプリ。
読んだ音声を AI が評価。

p.84 ➡

■ RepeaTalk

リピート読みやシャドーイングなどの音読
タスクや AI による評価ができるアプリ。

p.88 ➡
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精読中心でも活動中心でも
深い思考力を育てる

FLEX
English
CommunicationⅠ
版型：B5 判

語数：新出語数：456 語

ページ数：192 ページ

総語数：5460 語
総語数（+OP 含む）：6483 語

マーク・ピーターセン先生校閲による質の高い英文
マーク・ピーターセン先生監修の英文で，音読する際のリズムが最適な英文に仕上げています。

教科書記載の QR コードを読み込めば，Words，本文普通読み，本文フレーズ読み，
SOUND TIPS の音声を聞くことが可能です。※インターネットの環境が必要です。

豊富な写真・図版を掲載
オーラルイントロダクションやリテリング活動などに活用できる教科書の本文の内容に
沿った写真や図版を各パートに掲載しました。
写真には番号や下にキーワードを掲載したことにより，活動しやすくなりました。

深い思考が期待できる活動
教科書各レッスンには，CLIL の授業で使う深い思考力を導くような手順や仕組みを取
り入れて，活動に結びつけました。生徒一人ひとりが深く考え，グループで活動したり，
発表したり，英文を書いたりすることができます。

生徒の興味を引く旬のトピックを厳選
松岡修造氏の金言を基にコミュニケーションにおいて大切なことを考えたり，『きかんしゃ
トーマス』から SDGs について考えたり，生徒にとって知っておきたい，考えておきたいテー
マとトピックを通じて学ぶことができます。

1 レッスン分の英文を通読可能
各 Part に分割した本文だけでなく，1 レッスンの英文をまとめて見開きで読めるように
したことで，速読を始めとする様々な「読み方」に対応することができるようになりました。

充実の Skill
Reading Skill や Listening Skill に加えて，Conversation Skill も収録されているなど，
Skill の解説が非常に充実しています。
これを本文の聴き取り，読解や Final Task などで活用することで定着を図ります。

様々な授業スタイルへの対応
オーソドックスな精読の授業はもちろんとして，リテリング活動を重視する授業や深い思
考力を伴う授業など様々な授業スタイルに対応できます。
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マーク・ピーターセン先生の英文校閲により，
音読や読解で読みやすい英文が実現しました。

本文の内容理解問題はテンポよく確認できる難
易度設定なので読解もスムーズに進みます。

生徒の知的好奇心を刺激するトピックなので，
楽しみながらも考える力を養います。

全パートを俯瞰的に読解できる，見開きの速読
用ページを各レッスンに収録しています。

Reading Skill を各レッスン前に適宜配置し，的
確な読解スキルの定着を可能にしました。
■著者
池田 真

上智大学教授

Mark Petersen

金沢星稜大学教授・
明治大学名誉教授

石﨑 陽一

東京都立武蔵野北高等学校教諭

Joe Green

大阪星光学院高等学校教諭

十亀 有紀

活動中心スタイル
活動中心では，題材や英文の良さはもちろん，活動のための支援となる画像や，使いやすい構成が必要とな
ります。FLEX では以下の点においても工夫を施しているので，生徒一人ひとりがアウトプットするのに最適な
教科書となっています。
マーク・ピーターセン先生の校閲
で，音読する際のリズムが最適と
なるよう英文を編集しました。

東京都立戸山高等学校教諭

前田 浩之
平田 大悟

開成中学校・高等学校教諭

鴇崎 孝太郎
山崎 勝

埼玉県立和光国際高等学校教諭

橋本 雅文

京都教育大学・
京都外国語大学非常勤講師

■編集協力
有本 純

写真・図版，キーワードを各パートに入れ，より
リテリング活動に取り組みやすい構成にしました。
Words と Expressions が写真の近くにあり，重要
な表現などを活動にすぐに取り入れられます。
本文の横にある Comprehension Questions の
流れとリテリングの流れが同じになるよう意識し
ています。

福島県立いわき総合高等学校教諭

豊島岡女子学園中学校
・高等学校教諭

Ⅰ

QR コードから音声が聞ける

精読中心では，題材や英文の良さ，読解のためのテクニック，設問の質などが重要とされますが，FLEX で
は以下の点にこだわり作成していますので，生徒の読む力を着実に向上させることが可能です。

ENGLISH COMMUNICATION

教科書の特長

精読中心スタイル

FLEX

C Ⅰ 720

FLEX シリーズは，先生方の授業スタイルに応じて，柔軟に対応
できる仕組みとなっており，精読中心や活動中心，それぞれの授
業形態において，効果的に活用することができます。

CLIL のアプローチを導入
新学習指導要領で，思考力や主体的に学びに向かう姿勢などを育てることが重要視され
ている中，FLEX では上智大学の池田真先生のご協力を得て，CLIL のアプローチを取り
入れました。
各レッスンの Final Task のコーナーに，深い思考力を導き出すような手順や仕組みのタス
クを設けています。

関西国際大学教授

音声は QR コードから
教科書記載の QR コードを読み込めば，Words，本文普通読み，本文フレーズ読み，SOUND TIPS の音声
を聞くことが可能です。※インターネット環境が必要です。
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教材配当表

注目のレッスン

タイトル／概要／分野／語数

文法事項

配当時数

Reading Skill 1-3(Punctuation ／品詞と文の要素／品詞の感覚と基本の 5 文型 )
Starting Lesson：Mascot Characters for Towns
マスコットキャラクターの紹介

文 化（162）

中学校の復習

3

日常（391）

①助動詞
② to 不定詞

5

日常（434）

③動名詞
④間接疑問文

7

Final Task ／お気に入りのマスコットキャラクターを選び，紹介し，自分の街のキャラクターを作成する。

Communication Skill (Softener)
Lesson 1：How Can We Become Stronger?
松岡修造が発信する人生を豊かにする言葉

Lesson 1：How Can We Become Stronger?
かつて，プロのテニスプレイヤーとして活躍し，今ではスポーツキャスターとして活動
している松岡修造氏。
メディアでの情熱的でポジティブなイメージとは裏腹に，彼は自分がネガティブな人間
だと語っています。
そんな彼を励まし，支えてきたものとは何だったのでしょうか。

Final Task ／いろいろなフレーズの分類から，自分の好きな言葉を選択し，紹介する。

Reading Skill 4,5 ( 句と節／ and･but･or が並べるもの )
Lesson 2：The Jar of Life
人生の中で大切にするものとその順番

Final Task ／人生における優先順位の重要さを理解し，それを自分自身に置き換えて考えたり，話したりする。

Lesson 3：It’s Always Sunny in Space!
太陽とエネルギー問題

科 学（441）

8

⑦関係代名詞
⑧過去完了形

8

Reading Skill 7 ( 様々な注意すべき型 )
Lesson 4：Malala: Fighting for Women’s Rights
マララと女性権利拡大への行動

社 会（467）

Final Task ／マララのスピーチを聞き取り，改めて教育について考えたり，理由を書き出したり，発表したりする。

Reading Skill 8 ( 物語文の読み方 )
物 語（574）

Lesson 5：Mount Fuji
世界文化遺産リストの富士山

文 化（525）

Final Task ／世界遺産を自然と文化に分類し，その背景を調べたり，自分が選んだ世界遺産について紹介したりする。

Lesson 6：Thomas the Tank Engine and SDGs
きかんしゃトーマスと SDGs

5

⑨使役動詞
⑩節を導く形式主語 it

8

展開を考え発表したり，スキットを演じたりする。

Reading Skill 9 ( 論説文の読み方 )
Lesson 7：Virtual Water
人類の生活と仮想水

社 会（620）

Final Task ／グループで，水の使用量について意見交換し，自宅の使用量について考えさせ，そこからグループで水
の節約法について意見を共有する。

⑬関係代名詞の非制限用法
⑭関係副詞

9

⑮仮定法過去
⑯仮定法過去完了

8

Listening Skill 1 ( 自然な流れの中で起こる音の変化１)
Lesson 8：Wearable Robots May Change Our Life
山海教授のロボットスーツにかける想い

科 学（626）

Final Task ／ロボットを目的別に分類し，いくつかの側面からの長所と短所について書き出し，それらをもとに自分
自身でロボットを創造する。

Optional 2：Sowing the Seeds of Hope
サンゴ礁復活へ奮闘する金城さんの取り組み

自然（465）

5

Listening Skill 2 ( 自然な流れの中で起こる音の変化２)
Lesson 9：Biomimicry – Inspired by Nature
バイオミミクリーの秘密に迫る

自然（656）

Final Task ／バイオミミクリーの他の例を学び，グループで一つ選択し，特長などについて話し合い，自分たちで考
えた新しい製品についてスピーチしたり共有したりする。

⑰知覚動詞
⑱分詞構文

文 化（688）

Final Task ／ドナルド・キーンの翻訳した書籍のジャンルや時代をまとめ，有名な物語の一節の流れを読み取り，自
分自身の好きな物語について書いて共有する。

Listening Skill 4 ( ストレス・パタン２)

Lesson 6：Thomas the Tank Engine and SDGs
2015 年 9 月の国連サミットで採択された持続可能な世界を目指すための SDGs。
そんな SDGs を先駆けて取り入れたのが，世界中で大人気のアニメーション『きかんしゃ
トーマス』でした。子供向けのアニメーション作品で SDGs を扱うことに一体どんな意
義があるのでしょうか。
Lesson 8：Wearable Robots May Change Our Life
ロボット工学を専門とする筑波大学の山海教授は，「着られるロボット」として HAL と
いう画期的なロボットを開発しました。
彼は一体どのようなきっかけがあって，このロボットを作ろうと考えたのでしょうか。そ
の思いに迫ります。

8

Lesson 9：Biomimicry – Inspired by Nature

Listening Skill 3 ( ストレス・パタン１)
Lesson 10：Donald Keene and His Love of Japan
ドナルド・キーンと日本文学

パキスタンやアフガニスタンのある地域では，いまだに紛争や抗争が続いており，それ
に際して女性の権利の弾圧までもが行われています。
教育を受ける権利を制限された少女マララは，女性の教育を受ける権利を取り戻そう
と大きな決断を下すのでした。

8

社 会（612）

⑪関係代名詞 what
Final Task ／ SDGs の目標から一つ選択し，自分たちの好きなアニメなどのキャラクターと組み合わせたストーリー ⑫強調構文 It is ... that ～

Lesson 4：Malala : Fighting for Women’s Rights

Ⅰ

Optional 1：A Tale of Terror
ある家に泊めてもらった日の衝撃的な出来事

ENGLISH COMMUNICATION

Final Task ／宇宙開発が及ぼす影響についてそのポジティブ・ネガティブの両方の側面から考え，意見を共有したり
発表する。

⑤後置修飾
⑥現在完了形

1 人の大学教授が１つの大きな瓶を持って，学生たちの前にやって来ました。彼はそ
こに大きな石や小石，砂，を入れていきながら学生たちに問いかけます。
瓶と，
そしてそこに入れられた石や砂は何を意味していたのでしょうか。そこには「人生」
に関する大切なメッセージが込められていました。

FLEX

Reading Skill 6 ( 文のつながりを把握する )

Lesson 2：Jar of Life

⑲前置詞 + 関係代名詞
⑳完了進行形

8

ー

「バイオミミクリー（生物模倣）」とは，さまざまな動植物の生態等をヒントにして，技
術開発を進めていくことです。例としては家の壁や車のミラー，注射針など，様々なも
のが開発されていきます。
私たちの身近なものの背後に隠された自然の「工夫」について紐解いていきます。

※総授業数は，週３時間，年間 30 週として計算し，90 時間としました。
（ Listening Skill 4 は弾力的な運用としています。）
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内容紹介

ココが新しい！
POINT

１

導入→本文
導入

POINT

リーディングに集中する場合は，教科書を半分にたためば OK!

POINT

QR コードから音声がその場ですぐに聞ける！

2

Listening

3

導入時に使えるリスニングでスキーマを活性化させます。

本文

Words

Reading Point

➡詳しくは p.55 へ

POINT

2

新出語と脚注です。語彙はリテリングの際のキーワードとし
ても活用できます。太字は高校生にとって重要な語です。

FLEX

教 科 書 を半 分 に折りたためば， 英 文と
Q&A に集中できるので，初見や授業後の
リーディングに最適です。

Tank Engine and SDGs

ENGLISH COMMUNICATION

本文のどこにポイントを置いて
読み進めればよいかが分かる
Thomas the
Focus Question です。

LESSON 6

導入やリテリングで使える写真・図版とキーワードがストーリー順で
各パートに！

Reading Point

What are Thomas’ stories about?
Thomas the Tank Engine is a blue steam engine
Introduction and Retelling
1

2

Words
engine

Questions

5

[éndʒ n]

show called Thomas & FriendsTM.

22nd series which aired in 2018, Thomas leaves

[éər]
10

creator [kriéitər]

Introduction and
Retelling

2
1
2

各パートの内容に沿った写真・
図版とキーワードです。
導入，リテリングのいずれにも
使うことができます。

a blue steam engine
a British children’s book
series

3

is still read by children
more than 160 countries

and meets new engine friends in India, China,

female [fíːmeil]

Australia, and other countries. The show’s creators

incorporate [ink�ːrp
�ːr rèit]
�ːrp
sustainable [səstéinəbl]
development
[divéləpmənt]
ənt]

4

storyline

15

[st�ːrilàin]

Q2
Who is this series still read
by today?

Sodor for the first time. He travels around the world

feature [fíːtʃər
[fíːtʃər]
t ]
tʃər

e

１

1

In the show’s

Comprehension Questions
各パートごとに内容理解ができているかを
確認する fact-ﬁnding の質問です。
設問の解答の流れが本文の流れになるよ
うに工夫しました。

This series is still read by children in more than 160
Thomas also appears in an animated television

locomotive
[lòukəmóutiv]
móutiv]
animate [ǽnəmèit]

POINT

Engine?

countries today.

fellow [félou]

air

in 1946. In the stories, Thomas has many adventures
with his fellow locomotives on the Island of Sodor.

steam [stíːm]

導入時に使える質問です。
リスニングと併用も可能です。

What is Thomas the Tank

Ⅰ

21/02/18 11:08 v3.50

e

97
B332T_T_[097].smd Page 1

Q1

in a British children’s book series. He first appeared

Grammar Mark

also worked to feature more female characters in

Q3

the show by adding three female engines to the

In the 2018 season, what

Steam Teams, a group of steam engines including

does Thomas do for the

文法項目には本文中にマークを入れてい
ます。

first time?

Thomas who are the main characters.

episode [épəsòud]

In addition, the United Nations (UN) decided to

1. Thomas (the Tank Engine)
[tά(ː)məss ðə tǽŋk éndʒ n]
e

トーマス(蒸気機関車と，人々を
登場する青い機関車)

ソドー島(トーマスの住む架空の
島)
TM

8. Thomas & Friends

3

brand and makes its animation. They incorporate

描くイギリスの幼児向けの本に

4. the Island of Sodor

POINT

work with a US toy maker which has Thomas’
20

Q4

some of its 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) into the storylines of several episodes from

QR コード
QR コードから Words，本文普通読み，
本文フレーズ読み，SOUND TIPS の音
声を聞くことができます。

What did the United
Nations decide to do?

that series.

きかんしゃトーマス(鉄道の
きかんしゃトーマス(鉄道の
模型およびアニメーションで制
1
2

leaves Sodor, travels, meets
to feature more female
characters

1
2

the United Nations, a US toy maker
17 Sustainable Development Goals

作されるイギリスの幼児向けテ
レビ番組)

語 末 が 子 音 で，次 の 語 頭 が 母 音 の 場 合， 2 つ の 語 は つ な げ て 発 音 し ま す。in an

SOUND TIPS

animated では，in と an，an と animated の 2 ヵ所でつながるので，[inænənimeitid]
と 3 語が 1 つのまとまりとして発音されます。

Expressions
本文で出現する重要な熟語と例
文を適宜示しています。

Expressions
in an animated，a group of，with a，some of its

l.10 for the first time：Thomas left the Island of Sodor for the first time and visited other countries.
98
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本文に関する，音声面で大切なポイント
をまとめています。
リスニング力やスピーキング力の向上に役
立ちます。

21/02/18 11:10 v3.50

7

Final Task

内容紹介

Final Task

Mount Fuji

Final Task

本文以降～

CLIL の授業で使う深い思考力を導くような手順や
仕組みを取り入れた活動です。
（➡ p.48）

1 The following photos are Natural or Cultural World Heritage Sites. In your group, talk about
whether each place is a Natural or Cultural World Heritage. Then, put each photo number into
the boxes below.
Example Conversation

Thomas the Tank Engine and SDGs

A: Which of the following photos
are Natural World Heritage
Sites?
B: No. 3, 4 and 6, I think.
C: I think No. 3 is a Cultural
World Heritage. What do you
think, A?
A: I agree with C. It’s a Cultural
World Heritage.

Comprehension

Final Task
1 Which of the following goals are you interested in? Talk about them with your group members
and choose one as your group’s goal.

Example Conversation

Comprehension 1

LESSON 6

Comprehension

全パートを読んだ後に行う , 英文全体の理解
度を確認するための設問です。

1 Choose the appropriate answer.

Cultural World Heritage Sites

A: I’m interested in No. 7. I want to
know more about solar energy.
B: Sounds interesting. What I’d
like to discuss is No. 5.
C: I think we Japanese people
should get more interested in
“ Gender Equality.”
A: Then, shall we decide No. 5 as
our goal?

Natural World Heritage Sites

Goal:

1. The United Nations decided to work with a US toy maker to

.

2 Choose one of the two types of world heritage sites which is shown in

a. incorporate some of the SDGs into storylines in Thomas & FriendsTM
b. get money from the company
c. sell more toys

5

and look into some

Comprehension 2

5

2 You will create a story about the goal chosen in
5

本文全体のサマリーを穴埋め形式にしていま
す。
下の語群から適語を選択して完成させます。

.

a. by 2020
b. by 2030
c. by 2040

3 Introduce a place that you recommend for the Natural or Cultural World Heritage List. You
can draw a picture or put a photo on a sheet to introduce the place.

/

Cultural

▶Why do you recommend it?

a. more private cars
b. good transport networks
c. money and time

What

When

Why

Where

How

Sample
93

.

a. anytime
b. very late in their lives
c. at an early age

15
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2 Fill in the blanks with the appropriate words and phrases to complete the summary.
His stories are about (2.

Nations decided to work with a US (3.

5 Give each group member a role in the skit, practice it, and perform it.

) in a British children’s book

) with his fellow locomotives.

109

The United

20

) to incorporate some of the SDGs into the

Grammar ＆ Exercises

Thomas & FriendsTM series. In the series, Thomas leaves Sodor and meets new engines
from all over the world. Also, (4.

) characters were more featured by the show’s

creator.
The UN created the 17 SDGs to achieve a more (5.

) future for everyone. It

hopes to meet the goals by 2030. The UN and the toy company see great value in the goals.
They chose six of the goals that were a natural fit with the stories in Thomas & Friends
Children form ideas about the world around them very early in their lives.
) the SDG episodes give them are easy to understand.

children learn important (7.

TM

21/02/18 11:05 v3.50

Shinji: “I think a husband should share housework
with his wife. I’m good at cooking.”
Kanako: “That’s wonderful. I believe you’ll be a nice husband.”
Ken: “Mr. M, I want to be good at cooking, too, like
Shinji. What should I do? Put a spell on me!”
Mr. M: “I will give you this special apron. The name of the
apron is “Cook-king.” If you wear it, you will be able to
cook anything very well. You will be a good cook.”
Ken: “Thank you, Mr. M! I’ll wear it and cook better
than Shinji! I’ll be a great husband!”

Ⅰ

Thomas the Tank Engine is a blue steam (1.

(6.

3 Talk about the outline of the story with your group members by using the following items.

4 Write a story for a skit of your episode.

4. The SDG episodes can help children learn important values

series.

1

ENGLISH COMMUNICATION

10

. Character(s) such as anime will appear in
the story. Talk about the ideas for the story with your group members and write them down in
the box below.

Who

The name of a place you recommend. Which type of World Heritage is it?

Natural

to help people get from their homes to school and work.

1

historical or cultural backgrounds of each heritage.

FLEX

2. The UN has a hope of meeting the goals

3. Cities need

Put its number into the right box.

25

LESSON 6

B332T_T_[098-111].smd Page 12

Rapid Reading

21/02/18 11:10 v3.50

WPM 表

.

Grammar & Exercises

The

They can help

) at an early age.

30

● 強 調 構 文 It is . . . that 〜
adventures / female / life lessons / engine

a

sustainable / toy maker / values

It was Italy that she especially wanted to visit.
(彼女が特に訪れたかった国はイタリアでした。)

G12

106

b

It is Hiroshi that needs help with the math homework.
(算数の宿題で助けを必要としているのはヒロシです。)

B332T_T_[098-111].smd Page 9

5

21/02/18 11:10 v3.50
○〈It is (was)＋強調される語句＋that 〜〉

強調したい語句を It is (was) と that の間において，その意味を強調する。強調されるのは名詞(文

例文
例文にはイラストを付けて，状況が分かりや
すいように工夫しました。

解説

の主語・目的語)・副詞(句・節)などである。

1 Put the words in brackets into the correct order.
1. 私がこの本を借りたのはトムからでした。
It was ( that / borrowed / book / I / from / Tom / this ).

10

It was
2. 私が学校を休んだのは昨日です。
It was ( absent / school / yesterday / from / was / I / that ).

.

It was
3. 昨日ここに来たのは彼女の妹でした。
It was ( came / here / that / yesterday / sister / her ).

.

It was

文法項目の解説を簡潔に示しています。

15

.

191

2 The following conversation is about a plan for the weekend. Use the grammar in G12 (It is ...
that 〜) to make a conversation like the example below. Then, have the conversation with your
partner.
ex.

Exercises
Grammar の各文法項目が理解できているか
を問う , 確認用の練習問題です。
また，大問２には Grammar と言語活動を結
びつけた問題を収録しています。

B332T_T_[191].smd Page 1

It’s this Saturday that
we’re going to go shopping
together.

21/02/18 11:33 v3.50

Rapid Reading
No. It’s not this Saturday but next
Saturday.

25

Oh, I see. I’m looking forward to
it.
Me, too.
108
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8

20

1 レッスン分を通読し ,True or False で理解度を確認できるページです。巻末
の WPM 表にも対応しています。
本文を最初に通読させたい場合はこのページから学習をスタートすることも可
能です。
本文を隠して音声のみ使用すればリスニングのトレーニングにもなります。

21/02/18 11:10 v3.50
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Reading Point

What are Thomas’ stories about?
Thomas the Tank Engine is a blue steam engine
Introduction and Retelling
1

2

Words
5

e

fellow

[stíːm]

2
1
2

a blue steam engine
a British children’s book
series

3

is still read by children
more than 160 countries

[ǽnəmèit]

This series is still read by children in more than 160

TM

.

In the show’s

22nd series which aired in 2018, Thomas leaves

[éər]
10

[kriéitər]

feature

[fíːtʃər]

and meets new engine friends in India, China,

female

[fíːmeil]

Australia, and other countries. The show’s creators

incorporate

[ink�ːrp rèit]

development
[divéləpmənt]
storyline

15

[st�ːrilàin]

Who is this series still read
by today?

also worked to feature more female characters in

Q3

the show by adding three female engines to the

In the 2018 season, what

Steam Teams, a group of steam engines including

does Thomas do for the
first time?

Thomas who are the main characters.

episode [épəsòud]

In addition, the United Nations (UN) decided to

1. Thomas (the Tank Engine)
[tά(ː)məs ðə tǽŋk éndʒ n]
e

work with a US toy maker which has Thomas’

トーマス(蒸気機関車と，人々を
描くイギリスの幼児向けの本に

brand and makes its animation. They incorporate

登場する青い機関車)

4. the Island of Sodor
ソドー島(トーマスの住む架空の
島)

8. Thomas & Friends

Q2

Sodor for the first time. He travels around the world

creator

sustainable [səstéinəbl]

4

Engine?

show called Thomas & Friends

e

1

in 1946. In the stories, Thomas has many adventures

Thomas also appears in an animated television

locomotive
[lòukəmóutiv]

air

What is Thomas the Tank

countries today.

[félou]

animate

in a British children’s book series. He first appeared
with his fellow locomotives on the Island of Sodor.

engine [éndʒ n]
steam

Q1

TM

20

Q4

some of its 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) into the storylines of several episodes from

What did the United
Nations decide to do?

that series.

きかんしゃトーマス(鉄道の
模型およびアニメーションで制
1
2

leaves Sodor, travels, meets
to feature more female
characters

1
2

the United Nations, a US toy maker
17 Sustainable Development Goals

作されるイギリスの幼児向けテ
レビ番組)

語 末 が 子 音 で，次 の 語 頭 が 母 音 の 場 合， 2 つ の 語 は つ な げ て 発 音 し ま す。in an

animated では，in と an，an と animated の 2 ヵ所でつながるので，[inænənimeitid]
と 3 語が 1 つのまとまりとして発音されます。

Expressions
in an animated，a group of，with a，some of its

l.10 for the first time：Thomas left the Island of Sodor for the first time and visited other countries.
98
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Reading Point

Why were the 17 SDGs created?
The 17 SDGs were adopted by the United Nations

Q5

G11

Introduction and Retelling
1

2

Words
adopt

[ədά(ː)pt]

create

[kriéit]

5

a

better

and

more

The UN has a

hope of meeting the goals by 2030.

Nations General Assembly?

Their global

gender equality, and fighting climate change.

Q6
What does the UN have a

quality

[kwά(ː)ləti]

achieve these goals.

hope of doing?

[s�nətéiʃ n]

10

responsible
[rispά(ː)nsəbl]
consumption
[kəns�mpʃ n]
e

1. United Nations General
Assembly
[ju(ː)náitid néiʃ nz
dʒén r l əsémbli]
e

e e

国連総会

The UN and the toy company see great value in
the goals. They chose six of the SDGs that were a

production
[prəd�kʃ n]

4

achieve

People all over the world are now working to

e

3

2

help

[kláimət]

e

2

the 17 SDGs, the United Nations
General Assembly
a better and more sustainable
future

adopted by the United

to

climate

sanitation

1

created

challenges include improving education, achieving

[ikwά(ː)ləti]

equality

a hope, the goals, by 2030
education, gender equality,
climate change

When were the 17 SDGs

sustainable future for everyone.

gender [dʒéndər]

1

General Assembly in 2015. They are what the UN

15

natural fit with the kind of stories that are often

Q7

seen in Thomas & FriendsTM: Quality Education

What did the UN and the

(Goal 4), Gender Equality (Goal 5), Clean Water

toy company see in the 17

and Sanitation (Goal 6), Sustainable Cities and

SDGs?

Communities (Goal 11), Responsible Consumption
and Production (Goal 12), and Life on Land (Goal
15).

Q8
How many of the 17 goals
were a natural fit with
Thomas’ stories?

1

The UN, the toy company,
great value

1
2

a natural fit with
in Thomas & FriendsTM

文を読む場合，強勢を置いて読む語と弱く読む語を区別しましょう。弱く発音するのは，
冠詞，助動詞，前置詞，接続詞などです。強く読む場合，音を高く大きく，母音を少し長
く発音します。以下の英文の下線箇所に注意して読んでみましょう。

The 17 SDGs were adopted by the United Nations General Assembly

Expressions
in 2015.

l.8
100

all over the world：The news was delivered all over the world.
32
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Reading Point

What do the stories about three of
the goals tell us?

Here are examples of how three of the goals were
brought into the world of Thomas:
Goal 11: Thomas talked about living in cities. He

Introduction and Retelling
1

Words

private

yard

[trǽnspɔːrt]

5

[nétw�ːrk]
[práivət]

clean the air.
10

Q10
What does Reg do when

Goal 12: Thomas talked about reusing and

[ínsekt]

coconut [kóukən�t]

people get from their homes to school and work.”
public transport, instead of private cars, to help

[jάːrd]

insect

living in cities use?

Thomas also said that more people should use

[skrǽp]

scrap

What should more people

said, “ Cities need good transport networks to help

transport
network

Q9

something is broken and
can’t be repaired?

recycling. He gave the example of his friend Reg.
Reg works at a scrap yard and knows if waste can

1
2

be reused or recycled. Thomas said,“ When something

cities, good transport networks
use public transport, clean the air

2

is broken and can’t be repaired, Reg recycles it!
Q11

Once, he even made a Christmas tree from scrap! ”

3

G12

15

Goal 15: Thomas said that it is especially forests

Why should we take care of
forests?

that we take care of. “ Nearly all the insects,
plants, and animals on Earth live in forests,” he
said. “ When I visited China, I traveled through a
bamboo forest, and I was really lucky to see a panda
20

in the wild! When I went to India, I saw monkeys
in the coconut trees.”

1
2

waste, reused, recycled
can’t be repaired, recycles

1
2

forests, take care of
all the insects, plants, animals

語末が[t]，[d]や[p]，[k]など破裂する音で，次の語が子音で始まる場合，破裂する音
はとても弱くなるか，消えてしまいます。

Expressions
need good transport networks，should use，friend Reg，coconut trees，

l.7

instead of 〜：You should help us instead of just sitting and watching television.

help people，take care

l.16 take care of 〜：Thank you for taking care of our dog while we were away.
102
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Reading Point

What do the messages in the SDG
episodes give?

The world today is quite different from how it was

Introduction and Retelling
1

Words

diversity

when Thomas the Tank Engine was first created.

What have greatly changed

People’s values have greatly changed.

since Thomas the Tank

There are

also new problems that people are faced with today.

response [rispά(ː)ns]

5

[dəv�ːrsəti]

Q12

Engine was first created?

The SDGs in Thomas & FriendsTM are an important
response to these changes.

responsibility
[rispὰ(ː)nsəbíləti]

It is very early in their lives that children form
Q13

ideas about the world around them. The messages
in the SDG episodes are easy to understand, and
10

they give life lessons.

For example, the episodes

When do children form
ideas about the world
around them?

can help children learn about the importance of
diversity.
1
2

genders who work together.

quite different, was first created
values, have greatly changed

3

1

1
2

very early, children form
easy to understand, life lessons

The engines feel a

responsibility to take care of the environment and
15

2

The stories are about engines of both

2

are excited about receiving a good education. They

Q14
What can children learn at

can help children learn important values at an

an early age through the

early age.

SDG episodes?

the importance of
diversity
children, important
values

語末が子音で，次の語頭も子音の場合，前の語末子音はとても弱くなるか，発音されなく
なります。例えば，first created では first の[t]が弱く発音されます。

Expressions
that people

l.1

be different from 〜：We are all different from each other.

about the world

help children

work together

important values

l.16 at an early age：If you want to be a good pianist, you should start taking lessons at an early age.
104
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Comprehension

Grammar & Exercises

1 Choose the appropriate answer.

● 関 係 代 名 詞 what

1. The United Nations decided to work with a US toy maker to

.
TM

a. incorporate some of the SDGs into storylines in Thomas & Friends
b. get money from the company
c. sell more toys

2. The UN has a hope of meeting the goals

a

What is especially interesting is that painting.
(特に興味があるのはあの絵です。)

5

b

.

5

a. by 2020
b. by 2030
c. by 2040

G11

I bought what she hoped to get as a birthday present.
(私は，彼女が誕生日に欲しかったものを買いました。)

c

That is what he asked me to bring.
(それは，彼が私に持ってくるように頼んだものです。)

3. Cities need

to help people get from their homes to school and work.

10

a. more private cars
b. good transport networks
c. money and time

○関係代名詞 what は先行詞をその中に含んだもので，先行詞＋関係代名詞で言い換えると，〈the
thing(s)＋which (that)〉となり，
〜すること，〜するものという意味を表す。また関係代名詞
10

4. The SDG episodes can help children learn important values

.

a. anytime
b. very late in their lives
c. at an early age

1. 手に持っているものを見せてください。
Show me ( have / you / hand / in / what / your ).

Thomas the Tank Engine is a blue steam (1.
His stories are about (2.

Nations decided to work with a US (3.
Thomas & Friends

TM

1 Put the words in brackets into the correct order.

15

2 Fill in the blanks with the appropriate words and phrases to complete the summary.
series.

what で導かれる節は，文の主語・補語・目的語・前置詞の目的語などになる。

15

) in a British children’s book

) with his fellow locomotives.

The United

20

) to incorporate some of the SDGs into the

3. 私がこれから言うことをよく聞いてください。
Please listen to ( say / what / going / I / am / to ).

) characters were more featured by the show’s

20

creator.
The UN created the 17 SDGs to achieve a more (5.

) future for everyone. It

.

a new smartphone.

series. In the series, Thomas leaves Sodor and meets new engines

from all over the world. Also, (4.

Show me
2. 私が今ほしいものは新しいスマートフォンです。
( want / what / now / I / is ) a new smartphone.

25

hopes to meet the goals by 2030. The UN and the toy company see great value in the goals.

Please listen to

.

2 Imagine that you will stay on a deserted island for one year. You can take one item with you
to the island. Use the grammar in G11 (“ what ”) to write sentences about your item and why
you chose it. Then, give a presentation about your idea in your group. ※deserted island(無人島)

They chose six of the goals that were a natural fit with the stories in Thomas & FriendsTM.
Children form ideas about the world around them very early in their lives.
(6.

) the SDG episodes give them are easy to understand.

children learn important (7.

) at an early age.

Sample

The

What I want to take to the deserted island is a picture of my family. My family is
my treasure. If I see the picture there, I will always remember what my family has
done for me.

They can help
30

Memo
adventures / female / life lessons / engine
sustainable / toy maker / values
106
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Final Task

Grammar & Exercises

1 Which of the following goals are you interested in? Talk about them with your group members

● 強 調 構 文 It is . . . that 〜

and choose one as your group’s goal.
a

Put its number into the right box.

It was Italy that she especially wanted to visit.

Example Conversation

(彼女が特に訪れたかった国はイタリアでした。)

G12

b

A: I’m interested in No. 7. I want to
know more about solar energy.
B: Sounds interesting. What I’d
like to discuss is No. 5.
C: I think we Japanese people
should get more interested in
“ Gender Equality.”
A: Then, shall we decide No. 5 as
our goal?

It is Hiroshi that needs help with the math homework.
(算数の宿題で助けを必要としているのはヒロシです。)

5

○〈It is (was)＋強調される語句＋that 〜〉
強調したい語句を It is (was) と that の間において，その意味を強調する。強調されるのは名詞(文

Goal:

の主語・目的語)・副詞(句・節)などである。

2 You will create a story about the goal chosen in

1 Put the words in brackets into the correct order.
1. 私がこの本を借りたのはトムからでした。
It was ( that / borrowed / book / I / from / Tom / this ).

10

It was
2. 私が学校を休んだのは昨日です。
It was ( absent / school / yesterday / from / was / I / that ).

.

It was
3. 昨日ここに来たのは彼女の妹でした。
It was ( came / here / that / yesterday / sister / her ).

.

It was

3 Talk about the outline of the story with your group members by using the following items.
15

.

2 The following conversation is about a plan for the weekend. Use the grammar in G12 (It is ...
that 〜) to make a conversation like the example below. Then, have the conversation with your
partner.

No. It’s not this Saturday but next
Saturday.
Oh, I see. I’m looking forward to
it.
Me, too.
108

20

40

Who

What

When

Why

Where

How

4 Write a story for a skit of your episode.
Sample

It’s this Saturday that
we’re going to go shopping
together.

ex.

5

1 . Character(s) such as anime will appear in
the story. Talk about the ideas for the story with your group members and write them down in
the box below.

25

Shinji: “I think a husband should share housework
with his wife. I’m good at cooking.”
Kanako: “That’s wonderful. I believe you’ll be a nice husband.”
Ken: “Mr. M, I want to be good at cooking, too, like
Shinji. What should I do? Put a spell on me!”
Mr. M: “I will give you this special apron. The name of the
apron is “Cook-king.” If you wear it, you will be able to
cook anything very well. You will be a good cook.”
Ken: “Thank you, Mr. M! I’ll wear it and cook better
than Shinji! I’ll be a great husband!”

5 Give each group member a role in the skit, practice it, and perform it.
41
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Rapid Reading
Part 1
Thomas the Tank Engine is a blue steam engine in a British children’s book series.
He first appeared in 1946. In the stories, Thomas has many adventures with his
fellow locomotives on the Island of Sodor. This series is still read by children in more
than 160 countries today.
Thomas also appears in an animated television show called Thomas & FriendsTM.
In the show’s 22nd series which aired in 2018, Thomas leaves Sodor for the first time.
He travels around the world and meets new engine friends in India, China, Australia,
and other countries. The show’ s creators also worked to feature more female
characters in the show by adding three female engines to the Steam Teams, a group of
steam engines including Thomas who are the main characters.
In addition, the United Nations (UN) decided to work with a US toy maker which
has Thomas’ brand and makes its animation. They incorporate some of its 17
Sustainable Development Goals (SDGs) into the storylines of several episodes from
that series.

China, I traveled through a bamboo forest, and I was really lucky to see a panda in the
wild! When I went to India, I saw monkeys in the coconut trees.”
Part 4

5
5

10
10

The world today is quite different from how it was when Thomas the Tank Engine
was first created. People’ s values have greatly changed. There are also new
problems that people are faced with today. The SDGs in Thomas & FriendsTM are an
important response to these changes.
It is very early in their lives that children form ideas about the world around them.
The messages in the SDG episodes are easy to understand, and they give life lessons.
For example, the episodes can help children learn about the importance of diversity.
The stories are about engines of both genders who work together. The engines feel a
responsibility to take care of the environment and are excited about receiving a good
education. They can help children learn important values at an early age.
total words 612
min.

sec.

Part 2
The 17 SDGs were adopted by the United Nations General Assembly in 2015. They
are what the UN created to help achieve a better and more sustainable future for
everyone. The UN has a hope of meeting the goals by 2030. Their global challenges
include improving education, achieving gender equality, and fighting climate change.
People all over the world are now working to achieve these goals.
The UN and the toy company see great value in the goals. They chose six of the
SDGs that were a natural fit with the kind of stories that are often seen in Thomas &
FriendsTM: Quality Education (Goal 4), Gender Equality (Goal 5), Clean Water and
Sanitation (Goal 6), Sustainable Cities and Communities (Goal 11), Responsible
Consumption and Production (Goal 12), and Life on Land (Goal 15).

15

20

Part 3
Here are examples of how three of the goals were brought into the world of Thomas:
Goal 11: Thomas talked about living in cities. He said, “ Cities need good transport
networks to help people get from their homes to school and work.” Thomas also said
that more people should use public transport, instead of private cars, to help clean the
air.
Goal 12: Thomas talked about reusing and recycling. He gave the example of his
friend Reg. Reg works at a scrap yard and knows if waste can be reused or recycled.
Thomas said, “ When something is broken and can’t be repaired, Reg recycles it! Once,
he even made a Christmas tree from scrap! ”
Goal 15: Thomas said that it is especially forests that we take care of. “ Nearly all
the insects, plants, and animals on Earth live in forests,” he said. “ When I visited
110

42

25

30

TRUE OR FALSE

1. (

)

2. (

)

3. (

)

1. Thomas leaves Sodor for the first time and travels around the world and meets new friends.
2. The United Nations hopes to meet the goals by 2030.
35

3. The life lessons in the SDG episodes are too difficult for children to understand.

43 111

44

45

精読中心の授 業スタイル

活動中心の授 業スタイル
授業展開の例

授業展開の例
１ Reading Skill で読解のテクニックをインプット

５ 全 Part 終了後にレッスン末の内容確認問題に取り組む

２ オーラルイントロダクションを活用して導入

６ Rapid Reading でレッスン全体を振り返り，
True or False で理解できているかどうかを確認

３ Skill を活用しながら本文を通読

５ 写真だけを見ながらペアでリテリングを行い，内容
をチェック

２ 本文を通読

６ リテリングした内容を英文として書き出し，発表する

FLEX

文のつながりを把握する

Reading Skill 6

読解やリスニングにも役立つ
Skill をインプットする。

４ 写真下のキーワードを見ながら，リテリングの準備

３ 本文の流れや理解を Comprehension
Questions で確認

４ Comprehension Questions で内容を確認

1

１ オーラルイントロダクションや本文の写真などを
活用してスキーマを活性化

Reading Skill 一覧

言葉のつながりを知ろう

文のつながりを把握する

１

指示・代用・言い換え表現
1 つの文の語の配置がわかれば，次は複数の文に目を向けましょう。 2 つ以上の文の場合，文と文のつながりに注目する
ここでは代名詞が指すもの
[the＋名詞]による言い換えthis・that・so・such の指示関係に注目しましょう。

● 代名詞が指すもの

5

Tom has already finished half of his sandwich.

He is really hungry.

代名詞が指すものは，すでに読

Skill 2：品詞と文の要素

んだ文中にある。

He told his children many stories .

They were exciting to them .

● this，that，so，such の指示関係

Do you always study like that ?

I know you’ve studied all night .

that・such が前文のどの部分を
受けているか注意しましょう。

Mr.Brown is always telling lies .

オーラルイントロダクション
で内容に関するスキーマを
活性化させる。

ENGLISH COMMUNICATION

Skill 1：Punctuation

ことが大切です。英語では指示語句・代用表現・言い換え・省略・接続語句などを用いて， 2 文が密接につながります。

We can’t believe such a man .

Skill 3：品詞の感覚と基本の 5 文型

10

● [the＋名詞]による言い換え

Tom is an excellent doctor. He met many kinds of patients, but the good doctor always hated treating other
doctors.

Skill 4：句と節

一度出てきた語は代名詞で表すことができます。しかし，その後の文で the good doctor のように，代名詞ではなく，
the＋より一般的な名詞に言い換えが行われることがあります。各レッスンの本文でもこういった言い換えがよく行

15

われるので，注意して読みましょう。

Skill 5：and･but･or が並べるもの
Skill 6：文のつながりを把握する
44

Skill 7：様々な注意すべき型

オーラルイントロダクション
で内容に関するスキーマを
活性化させる。

97

Skill 8：物語文の読み方
Skill 9：論説文の読み方
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine is a blue steam engine

2

Words

Thomas the Tank Engine is a blue steam engine
Introduction and Retelling
Words
e

[stíːm]

steam
fellow

[félou]

animate

Thomas also appears in an animated television

a blue steam engine
a British children’s book
series

3

Q2
Who is this series still read

incorporate

[ink�ːrp rèit]

sustainable

[səstéinəbl]

the show by adding three female engines to the
Steam Teams, a group of steam engines including

ソドー島(トーマスの住む架空の
島)

first time?

8. Thomas & FriendsTM

４

Q4

some of its 17 Sustainable Development Goals

What did the United
Nations decide to do?

e

that series.

模型およびアニメーションで制
作されるイギリスの幼児向けテ
レビ番組)

語 末 が 子 音 で，次 の 語 頭 が 母 音 の 場 合， 2 つ の 語 は つ な げ て 発 音 し ま す。in an

animated では，in と an，an と animated の 2 ヵ所でつながるので，[inænənimeitid]
と 3 語が 1 つのまとまりとして発音されます。

Expressions
in an animated，a group of，with a，some of its

l.10 for the first time：Thomas left the Island of Sodor for the first time and visited other countries.
98

99
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LESSON 6

Comprehension

５

.

2. The UN has a hope of meeting the goals

章末の Comprehension で，
さらに本文の内容の詳細を
理解させる。

5

.

a. by 2020
b. by 2030
c. by 2040

3. Cities need

to help people get from their homes to school and work.

10

1

Comprehension Questions
を解くだけで，本文の概要
を把握できているかどうか
を確認できるように設問を
工夫しています。

2

leaves Sodor, travels, meets
to feature more female
characters

Thomas the Tank Engine is a blue steam (1.
His stories are about (2.

Nations decided to work with a US (3.
from all over the world. Also, (4.

The United

20

) to incorporate some of the SDGs into the

creator.
The UN created the 17 SDGs to achieve a more (5.

) future for everyone. It

25

hopes to meet the goals by 2030. The UN and the toy company see great value in the goals.
They chose six of the goals that were a natural fit with the stories in Thomas & FriendsTM.
Children form ideas about the world around them very early in their lives.
(6.

) the SDG episodes give them are easy to understand.

children learn important (7.

) at an early age.

The

They can help
30

adventures / female / life lessons / engine

106

21/02/18 11:10 v3.50

The 17 SDGs were adopted by the United Nations General Assembly in 2015. They
are what the UN created to help achieve a better and more sustainable future for
everyone. The UN has a hope of meeting the goals by 2030. Their global challenges
include improving education, achieving gender equality, and fighting climate change.
People all over the world are now working to achieve these goals.
The UN and the toy company see great value in the goals. They chose six of the
SDGs that were a natural fit with the kind of stories that are often seen in Thomas &
FriendsTM: Quality Education (Goal 4), Gender Equality (Goal 5), Clean Water and
Sanitation (Goal 6), Sustainable Cities and Communities (Goal 11), Responsible
Consumption and Production (Goal 12), and Life on Land (Goal 15).

5
5

10
10

The world today is quite different from how it was when Thomas the Tank Engine
was first created. People’ s values have greatly changed. There are also new
problems that people are faced with today. The SDGs in Thomas & FriendsTM are an
important response to these changes.
It is very early in their lives that children form ideas about the world around them.
The messages in the SDG episodes are easy to understand, and they give life lessons.
For example, the episodes can help children learn about the importance of diversity.
The stories are about engines of both genders who work together. The engines feel a
responsibility to take care of the environment and are excited about receiving a good
education. They can help children learn important values at an early age.
total words 612
min.

sec.

15

20

25

30

TRUE OR FALSE

46

1. (

)

2. (

)

3. (

)

1. Thomas leaves Sodor for the first time and travels around the world and meets new friends.
2. The United Nations hopes to meet the goals by 2030.
35

3. The life lessons in the SDG episodes are too difficult for children to understand.
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What did the United
Nations decide to do?

1
2

the United Nations, a US toy maker
17 Sustainable Development Goals

レビ番組)

99
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写真や写真の下にあるキー
ワード，Words を参 考に，
インプットした英文内容に
ついて，
どういった流れだっ
たかを思い出しながらリテ
リングの準備をします。
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LESSON 6

Thomas the Tank Engine and SDGs

Reading Point

What are Thomas’ stories about?
Thomas the Tank Engine is a blue steam engine
Introduction and Retelling
1

2

Words

steam [stíːm]

111
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Rapid Reading は， 速 読
用のページとして，1 レッス
ン分の英文を見開きで読む
ことができます。ページ下
部 に True or False を 掲 載
しているので，内容理解の
確認もできます。

５

10

creator [kriéitər]

2

is still read by children
more than 160 countries

Australia, and other countries. The show’s creators

female [fíːmeil]
incorporate [ink�ːrp
�ːrp
�ːr rèit]

development
[divéləpmənt]

the show by adding three female engines to the
15

storyline [st�ːrilàin]

In the 2018 season, what
does Thomas do for the
first time?

In addition, the United Nations (UN) decided to
work with a US toy maker which has Thomas’

トーマス(蒸気機関車と，人々を

brand and makes its animation. They incorporate

描くイギリスの幼児向けの本に
登場する青い機関車)

4. the Island of Sodor
ソドー島(トーマスの住む架空の
島)
TM

8. Thomas & Friends

20

Q4

some of its 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) into the storylines of several episodes from

What did the United
Nations decide to do?

that series.

きかんしゃトーマス(鉄道の
模型およびアニメーションで制
1
2

leaves Sodor, travels, meets
to feature more female
characters

1
2

the United Nations, a US toy maker
17 Sustainable Development Goals

作されるイギリスの幼児向けテ
レビ番組)

語 末 が 子 音 で，次 の 語 頭 が 母 音 の 場 合， 2 つ の 語 は つ な げ て 発 音 し ま す。in an

animated では，in と an，an と animated の 2 ヵ所でつながるので，[inænənimeitid]
と 3 語が 1 つのまとまりとして発音されます。

Expressions
in an animated，a group of，with a，some of its

l.10 for the first time：Thomas left the Island of Sodor for the first time and visited other countries.
98

B332T_T_[098-111].smd Page 1

６

Steam Teams, a group of steam engines including
Thomas who are the main characters.

episode [épəsòud]
1. Thomas (the Tank Engine)
[tά(ː)məs ðə tǽŋk éndʒ n]

写真だけを見て，ペアでリ
テリングを行い，お互いに
内容を確認し，チェックを
行います。

Q3

also worked to feature more female characters in

sustainable [səstéinəbl]

4

Q2
Who is this series still read
by today?

Sodor for the first time. He travels around the world
and meets new engine friends in India, China,

feature [fíːtʃər
[fíːtʃər]
t ]
tʃər
1

In the show’s

22nd series which aired in 2018, Thomas leaves

air [éər]

3

６

show called Thomas & FriendsTM.

animate [ǽnəmèit]

a blue steam engine
a British children’s book
series

Engine?

Thomas also appears in an animated television

locomotive
[lòukəmóutiv]

1

What is Thomas the Tank

This series is still read by children in more than 160
countries today.

fellow [félou]

2

Q1

in a British children’s book series. He first appeared
in 1946. In the stories, Thomas has many adventures
with his fellow locomotives on the Island of Sodor.
5

engine [éndʒ n]

Part 4

Part 3
Here are examples of how three of the goals were brought into the world of Thomas:
Goal 11: Thomas talked about living in cities. He said, “ Cities need good transport
networks to help people get from their homes to school and work.” Thomas also said
that more people should use public transport, instead of private cars, to help clean the
air.
Goal 12: Thomas talked about reusing and recycling. He gave the example of his
friend Reg. Reg works at a scrap yard and knows if waste can be reused or recycled.
Thomas said, “ When something is broken and can’t be repaired, Reg recycles it! Once,
he even made a Christmas tree from scrap! ”
Goal 15: Thomas said that it is especially forests that we take care of. “ Nearly all
the insects, plants, and animals on Earth live in forests,” he said. “ When I visited

SDGs) into the storylines of several episodes from
(SDGs)
that series.

in an animated，a group of，with a，some of its

China, I traveled through a bamboo forest, and I was really lucky to see a panda in the
wild! When I went to India, I saw monkeys in the coconut trees.”

Part 2

sustainable / toy maker / values
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Part 1

Comprehension Questions
を解くだけで，本文の概要
を把握できているかどうか
確認できるように設問を工
夫しています。

Q4

some of its 17 Sustainable Development Goals

と 3 語が 1 つのまとまりとして発音されます。

Thomas the Tank Engine and SDGs

Thomas the Tank Engine is a blue steam engine in a British children’s book series.
He first appeared in 1946. In the stories, Thomas has many adventures with his
fellow locomotives on the Island of Sodor. This series is still read by children in more
than 160 countries today.
Thomas also appears in an animated television show called Thomas & FriendsTM.
In the show’s 22nd series which aired in 2018, Thomas leaves Sodor for the first time.
He travels around the world and meets new engine friends in India, China, Australia,
and other countries. The show’ s creators also worked to feature more female
characters in the show by adding three female engines to the Steam Teams, a group of
steam engines including Thomas who are the main characters.
In addition, the United Nations (UN) decided to work with a US toy maker which
has Thomas’ brand and makes its animation. They incorporate some of its 17
Sustainable Development Goals (SDGs) into the storylines of several episodes from
that series.

20

作されるイギリスの幼児向けテ

animated では，in と an，an と animated の 2 ヵ所でつながるので，[inænənimeitid]

) in a British children’s book

) with his fellow locomotives.

) characters were more featured by the show’s

３

does Thomas do for the
first time?

In addition, the United Nations (UN) decided to
work with a US toy maker which has Thomas’
brand and makes its animation. They incorporate

98

Rapid Reading

2 Fill in the blanks with the appropriate words and phrases to complete the summary.
series.

Thomas & FriendsTM series. In the series, Thomas leaves Sodor and meets new engines

Steam Teams, a group of steam engines including

語 末 が 子 音 で，次 の 語 頭 が 母 音 の 場 合， 2 つ の 語 は つ な げ て 発 音 し ま す。in an

15

LESSON 6

マーク・ピーターセン先生校
閲の英文なので，上質でス
ムーズに読み進められます。

l.10 for the first time：Thomas left the Island of Sodor for the first time and visited other countries.

.

a. anytime
b. very late in their lives
c. at an early age

In the 2018 season, what

Expressions

a. more private cars
b. good transport networks
c. money and time

4. The SDG episodes can help children learn important values

Q3

the show by adding three female engines to the

模型およびアニメーションで制

brand and makes its animation. They incorporate
(SDGs) into the storylines of several episodes from

also worked to feature more female characters in

きかんしゃトーマス(鉄道の
きかんしゃトーマス

In addition, the United Nations (UN) decided to
work with a US toy maker which has Thomas’
20

２

by today?

Thomas who are the main characters.

4. the Island of Sodor

In the 2018 season, what
does Thomas do for the

Thomas who are the main characters.

[épəsòud]

きかんしゃトーマス(鉄道の

a. incorporate some of the SDGs into storylines in Thomas & FriendsTM
b. get money from the company
c. sell more toys

[épəsòud]

登場する青い機関車)

Q3

also worked to feature more female characters in
15

storyline [st�ːrilàin]
episode

8. Thomas & FriendsTM

1 Choose the appropriate answer.

[st�ːrilàin]

episode

描くイギリスの幼児向けの本に

島)

1. The United Nations decided to work with a US toy maker to

15

storyline

トーマス(蒸気機関車と，人々を
トーマス(蒸気機関車

4. the Island of Sodor

2

4

1. Thomas (the Tank Engine)
[tά(
[tά(ː)məs
ðə tǽŋk éndʒ n]

ソドー島(トーマスの住む架空の

2

and meets new engine friends in India, China,
Australia, and other countries. The show’s creators

and meets new engine friends in India, China,

登場する青い機関車)

the United Nations, a US toy maker
17 Sustainable Development Goals

feature [fíːtʃər]

incorporate [ink�ːrp rèit]

Q2
Who is this series still read

Sodor for the first time. He travels around the world

female [fíːmeil]

sustainable [səstéinəbl]
development
[divéləpmənt]
[divél

Australia, and other countries. The show’s creators

描くイギリスの幼児向けの本に

1

3

by today?

is still read by children
more than 160 countries

Sodor for the first time. He travels around the world

10

トーマス(蒸気機関車と，人々を

leaves Sodor, travels, meets
to feature more female
characters

a blue steam engine
a British children’s book
series

[fíːtʃər]

1. Thomas (the Tank Engine)
[tά(ː)məs ðə tǽŋk éndʒ n]

1

2
2

[fíːmeil]

[kriéitər]

development
[divéləpmənt]

4

In the show’s

22nd series which aired in 2018, Thomas leaves

1
1

In the show’s

22nd series which aired in 2018, Thomas leaves
10

creator [kriéitər]

feature

e

2
1
2

show called Thomas & FriendsTM.

[ǽnəmèit]

[éər]

show called Thomas & FriendsTM.

animate [ǽnəmèit]
air [éər]

female

air

creator

is still read by children
more than 160 countries

What is Thomas the Tank
Engine?

This series is still read by children in more than 160
countries today.

locomotive
[lòukəmóutiv]

1

in a British children’s book series. He first appeared
in 1946. In the stories, Thomas has many adventures
with his fellow locomotives on the Island of Sodor.
5

engine [éndʒ n]

This series is still read by children in more than 160
Thomas also appears in an animated television

locomotive
[lòukəmóutiv]
[lòuk

e

2

Engine?

countries today.

fellow [félou]

e

1

What is Thomas the Tank

in 1946. In the stories, Thomas has many adventures

e

97

Q1

[éndʒ n]

steam [stíːm]

マーク・ピーターセン先生校
閲の英文なので，上質でス
ムーズに読み進められます。

e

What are Thomas’ stories about?

Q1

in a British children’s book series. He first appeared
with his fellow locomotives on the Island of Sodor.
5

e

engine

３

Thomas the Tank Engine and SDGs

Reading Point
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写真を見て，内容を推測さ
せるなどして，スキーマを
活性化させる。

What are Thomas’ stories about?

1
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最後に，英文に書き起こして，その内容を発表します。
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CLIL とは？

CLIL の「４つの C」

１

17 の SDGs の ゴ ー ル の 中 か ら
興 味 の あ るもの を１つ 選 び， グ
ル ープ で 共 有し ま す。Example
Conversation を活用することで，
苦手意識のある生徒も積極的に取
り組むことができます。

Thomas the Tank Engine and SDGs

Final Task
1 Which of the following goals are you interested in? Talk about them with your group members
and choose one as your group’s goal.

Put its number into the right box.
Example Conversation

２

A: I’m interested in No. 7. I want to
know more about solar energy.
B: Sounds interesting. What I’d
like to discuss is No. 5.
C: I think we Japanese people
should get more interested in
“ Gender Equality.”
A: Then, shall we decide No. 5 as
our goal?

グループでゴールを１つ選び，そ
れをベースにした物語（スキット）
を考えます。

Goal:

Ⅰ

一般に思考は６つに分類されます。暗記・理解・適用・分析・評価・創造です。CLIL ではこれらを
LOTS（低次思考力）と HOTS（高次思考力）とに区分することで，扱うテーマや授業形態といった教
室内指導と学習評価において，学習者がどの程度の思考の負荷をかけるかを授業者が意識的に設計
できるようになっています。

インプットした本文の内容と新出の語彙表現，文法事項を活用しながら，個人，ペア，グループで活
動に取り組ませ，積極的なアウトプットを促します。

ENGLISH COMMUNICATION

（Coyle et al. 2010）

「CLIL」は
「Content and Language Integrated
Learning」の頭文字をとって作られた
言葉で，日本語では「内容言語統合型
学習」と呼ばれています。
CLIL においては，「４つの C」を意図
的に授業に入れることが重要だと考えら
れています。
４つの C とは
「Content（内容）」
「Communication（言語）」
「Cognition（思考）」
「Culture（協学）」です。

授業展開の例

FLEX

CLIL
CLIL 型授 業実践で思考力を育てる

2 You will create a story about the goal chosen in
5

３

5W1H の 情 報を 整 理し ながらス
キットの詳 細を詰めていきます。
知っているアニメや映画，ドラマ
などのキャラクターなどを参考に
することもできます。

1 . Character(s) such as anime will appear in
the story. Talk about the ideas for the story with your group members and write them down in
the box below.

3 Talk about the outline of the story with your group members by using the following items.
Who

What

When

Why

Where

How

4 Write a story for a skit of your episode.
Sample

FLEX では LOTS も HOTS も同時に扱えるような構成・内容となっています。
特に各レッスン末の Final Task は，「４つの C」をバランスよく配置した指
導ができるように設計しました。学習者を自然と深い思考に誘うことで，さま

４

ざまな思考力を着実に育成します。

実際にスクリプトを作成していき
ます。

Shinji: “I think a husband should share housework
with his wife. I’m good at cooking.”
Kanako: “That’s wonderful. I believe you’ll be a nice husband.”
Ken: “Mr. M, I want to be good at cooking, too, like
Shinji. What should I do? Put a spell on me!”
Mr. M: “I will give you this special apron. The name of the
apron is “Cook-king.” If you wear it, you will be able to
cook anything very well. You will be a good cook.”
Ken: “Thank you, Mr. M! I’ll wear it and cook better
than Shinji! I’ll be a great husband!”

5 Give each group member a role in the skit, practice it, and perform it.
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Thomas the Tank Engine and SDGs

各レッスンの本文を読みながらインプットした語彙表現や情報を活用し
て話したり，書いたりしながら活動を進めていきます。
ペアワークやグループワークにも適したタスクを多数ご用意しております
ので，よりアクティブな授業を実現することができます。

Final Task
1 Which of the following goals are you interested in? Talk about them with your group members
and choose one as your group’s goal.

Put its number into the right box.
Example Conversation
A: I’m interested in No. 7. I want to
know more about solar energy.
B: Sounds interesting. What I’d
like to discuss is No. 5.
C: I think we Japanese people
should get more interested in
“ Gender Equality.”
A: Then, shall we decide No. 5 as
our goal?

Goal:

2 You will create a story about the goal chosen in
5

. Character(s) such as anime will appear in
the story. Talk about the ideas for the story with your group members and write them down in
the box below.
1

５

グループでスクリプトを実際に演
じます。

3 Talk about the outline of the story with your group members by using the following items.
Who

What

When

Why

Where

How

4 Write a story for a skit of your episode.
Sample
Shinji: “I think a husband should share housework
with his wife. I’m good at cooking.”
Kanako: “That’s wonderful. I believe you’ll be a nice husband.”
Ken: “Mr. M, I want to be good at cooking, too, like
Shinji. What should I do? Put a spell on me!”
Mr. M: “I will give you this special apron. The name of the
apron is “Cook-king.” If you wear it, you will be able to
cook anything very well. You will be a good cook.”
Ken: “Thank you, Mr. M! I’ll wear it and cook better
than Shinji! I’ll be a great husband!”

5 Give each group member a role in the skit, practice it, and perform it.
109
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教 科書関連教材
教師用指導 書（ Teacherʼs Manual ）

指導のポイント・授業計画案 ／ 本文解説
各 Lesson の最初に指導する際
のポイントや授業計画案のサン
プルをまとめています。
観点別の評価の規準案なども掲
載されており，授業の準備から
評価まで包括的なサポートを実
現します。

376 頁（予）

精読にも活動にも頼れる一冊。

Final Task 解説
各 Lesson の終わりにある Final Task の解説部分は，その授業の進め方を 4 つの「C」やルーブリックを活
用しながら徹底的に解説しています。

Teacher ʼs Book

Ⅰ

授業の準備や流れについても詳細に解説して
おり，指導計画作成の際に参考資料として活
用することができます。

ENGLISH COMMUNICATION

「Content（内容）
」
「Communication（言語）
」
「Cognition（思考）
」
「Culture（協学）
」
の４つの「C」の観点から各タスクのポイントを
まとめています。

FLEX

各 Lesson の本文については詳細
な本文の解説を掲載しています。
語彙や表現，文構造の解説だけ
でなく，題材の背景知識なども
踏まえながら，より深く本文の
内容を読み解くためのエッセン
スが凝縮されています。

本文の構造や解答が一目で分かる授業必携の 1 冊！
学校用音声 CD のスクリプトや教科書の設問の解答例に留まらず，本文の解析を示したことでより授業でも
活用しやすい 1 冊になりました。
スラッシュリーディングの際に役立つことはもちろんとして，板書の際にも参考としてご活用いただけます。
音声 CD の 頭 出しに 必 要なト
ラック番号

設問の解答を収録

ルーブリック形式で生徒の評価方法についてま
とめており，それぞれの技能を 5 つの段階に分
けることで，より的確な指導をサポートします。

音声スクリプトも収録
Teacherʼs Book からも音 声 へ
のアクセスも可能

本文にはスラッシュを入れたり，行
間に補足説明を入れたりしています
ので，説明すべきポイントなどがわか
りやすくなっています。

50
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Work book

Standard

Standard：B5 判 72 頁
Advanced：B5 判 96 頁

Standard と Advanced のレベル分けで，最適な
「学び」を実現！
様々な入試に対応する問題形式 × 教科書内容の復習

各パートでは，次のような問題を扱っています。
● Words・Expressions：空所補充問題，4 択問題，類義語問題
● Grammar：適語（句）選択問題，日本語訳問題，並べ替え問題
● Comprehension：True or False 問題，内容一致問題

大学入学共通テストなどの外部検定試験で出題さ
れた問題を分析し，頻出の問題形式と，様々な試
験の対策となるような問題形式を取り揃えています。
教 科 書で 学 習したトピックと単 語・ 文 法 項目に
フォーカスした問題内容になっているため，復習を
しながら入試の問題形式に慣れることが可能です。

FLEX

本文と関連するトピックのリスニング問題

ENGLISH COMMUNICATION

Reading Focus は語彙，文法，日本語訳，
内容理解を問う問題を本文をベースに作
成しています。特に，段落の趣旨を読み
取る問題や，要約文の空所補充，事実，
意見を問う選択問題などは外部試験にも
みられる傾向でその対策もしっかりと出
来ます。また，リスニングでもイラスト
の内容合致，表・グラフ・地図など新傾
向に対する対策が可能です。

Ⅰ

大学入学共通テストなどで出題される図や表を
使った形式のリスニング問題に教科書に関連した
トピックで取り組むことができます。
本文に関連した別の素材に触れさせることで，イ
ンプット面にも磨きをかけます。
また，リスニング音声は，QR コードを読み取るこ
とで再生できます。

Advanced

QR コードから文法解説ページへ

各パートでは，次のような問題を扱っています。
● Words・Expressions：空所補充問題，英英定義問題，誤文訂正問題
● Grammar：適語（句）選択問題，並べ替え問題
● Comprehension：言い換え問題（句，単語），接続詞，副詞選択問題，
要約の内容一致問題，適所選択問題
QR コードを読み取ると，そのレッスンで取り上げ
ている文法項目の解説が表示されます。質の高い
例文と分かりやすい解説で学習をサポートします。

Workbook Standard と Advanced の違い
Standard
難易度

英検 ®3 級程度

英検 ®2 級程度

目標

日常学習・検定試験対策

日常学習・検定試験 / 入試対策

指示文

日本語

英語

QR コード

52

Advanced

文法の解説とリスニング音声

Advanced では，各 Lesson に関連入試
問題を収録しており，入試を意識した発
展的な学習に取り組むことができます。
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the show by adding three female engines to the
15

Steam Teams, a group of steam engines including

In the 2018 season, what
does Thomas do for the
first time?

Thomas who are the main characters.

予習＆授 業ノート

B5 判

120 頁

In addition, the United Nations (UN) decided to

教 科書関連音声教材
work with a US toy maker which

brand and makes its animation. They incorporate

授業の学習効果を高める，必携のノート！

20

「予習」のためのノートとしてだけでなく，より授業中に使いやすい紙面を実現したことで，授業内で知りえ
たことや考えたことを思いっきり書き込むことができるようになりました。
本文の流れをイラストで
確認する問題を収録！

has Thomas’

QR コードからは詳し
い文 法 解 説 が 閲 覧 可
能！

QR コード音声

Q4

some of its 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) into the storylines of several episodes from

いつでもどこでも教科書の音声が聞ける
！
that series.

What did the United
Nations decide to do?

教科書内の QR コードから音声を聞くことが可能。
Words，本文普通読み，本文フレーズ読み，SOUND TIPS の音声が聞ける。

Thomas the Tank Engine is a blue steam engine

Q1

in a British children’s book series. He first appeared

What is Thomas the Tank

in 1946. In the stories, Thomas has many adventures

Engine?

with his fellow locomotives on the Island of Sodor.
5

This series is still read by children in more than 160
countries today.
Thomas also appears in an animated television
show called Thomas & FriendsTM.

In the show’s

22nd series which aired in 2018, Thomas leaves
10

■ QR 画面サンプル

Q2
Who is this series still read
by today?

Sodor for the first time. He travels around the world
and meets new engine friends in India, China,
Australia, and other countries. The show’s creators
Q3

also worked to feature more female characters in

show by adding three female engines to the
語 末 が 子 音 で，次 の 語 頭 が 母 音 の 場 合， 2 つ の 語 は つ な げ て 発 音 し ま す。inthe
an
Steam Teams, a group of steam engines including
15

In the 2018 season, what
does Thomas do for the
first time?

Thomas who are the main characters.

animated では，in と an，an と animated の 2 ヵ所でつながるので，[inænənimeitid]

行間を広くとり，書き
込みやすさを実現！

In addition, the United Nations (UN) decided to

単語はフラッシュカード仕 様，
POINT.2 普通読みはスピード調整が
と 3 語が 1 つのまとまりとして発音されます。
日／英表示の切替なども可能。
可能（0.5 − 1.5 倍）

POINT.1

各パートのキーセンテ
ンスの理解を助ける簡
潔な解説。

work with a US toy maker which has Thomas’
brand and makes its animation. They incorporate
20

Q4

some of its 17 Sustainable Development Goals
(SDGs) into the storylines of several episodes from

What did the United
Nations decide to do?

that series.

in an animated，a group of，with a，some of its
語 末 が 子 音 で，次 の 語 頭 が 母 音 の 場 合， 2 つ の 語 は つ な げ て 発 音 し ま す。in an

animated では，in と an，an と animated の 2 ヵ所でつながるので，[inænənimeitid]

in an animated，a group of，with a，some of its
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手持ちの赤いチェック
フィルターで文字を消
すことも可能！

Ⅰ

Comprehension で英文の全体を
把握しながら，英文の流れを理
解できるので，今後の外部試験
などの対策にもピッタリです。

POINT.3

フレーズ読みは間隔調整が可能
（0 秒− 10 秒）

POINT.4

自然な発音に近づくための解説
を見ながら音読練習ができる。

Writing もガイド付きで，手
順に沿ってやればできる仕組
みなので安心。

Final Task の活動時のポイントを箇条
書きや吹き出しで分かりやすく解説！

学校用・生徒用音声 CD
リスニング対策に，豊富な音声を収録！
指導が難しいリスニングも，学校用音声 CD を活用することによって，効率よく学習を進めることができます。
広い書き込みスペースに，
自分の意見や考えを自由に
書き込むことができます！

54

学校用音声 CD 収録内容 （予定）

⑨SOUND TIPS

①Lesson 導入のListening ⑤Expressions

⑩Comprehension Questions

②Lesson 冒頭のQuestions ⑥本文 ( 普通読み )

⑪Comprehension 2

③Reading Point

⑦本文 ( フレーズ読み )

⑫Grammar 例文

④Words

⑧本文 ( ハイスピード読み ) ⑬Rapid Reading のTrue or False

生徒用音声CD
収録内容 （予定）
①Words
②本文（普通読み）
③本文（フレーズ読み）
④SOUND TIPS

55

データ ROM 紹介
指導書付属 ROM

充実したデータが
授業をしっかりサポート。

授業サポート
■フレーズリーディング用本文・訳例

■教科書画像データ

本文，訳例ともにスラッシュ（/）で区切ったデータ。

教科書内の写真やイラストの画像データ。

■フレーズリーディング用本文・訳例（縦並び）

■教科書関連内容動画資料

フレーズリーディング用本文と訳例を縦に並べた
データ。Excel 版も収録。

教科書に沿った動画での資料を閲覧するためのリンク集。

■題材背景資料集
本文内容に関連した背景知識をまとめた資料データ。

■ True or False 音声データ (mp3)
指導書に掲載している True or False の音声データ。

■ショートリーディング用データ
多読を目的とした，本文と関連した話題の短い英文。
内容理解問題も収録。

■指導用 Power Point
Final Task ／オーラル・イントロダクション＆リテリ
ング／フラッシュカード／一文／フレーズ／全文／
設問・解答の種類に分けて収録。

テスト作成
■テストクリエーター

◀全文

教科書の単語・熟語，文法テストを自動で作成して，Word もしくはワードパッドに出力することができます。

■パート別 Summary データ
各パートを要約した文字データと音声データを収録。

テスト
■単語・連語小テスト

■確認テスト

各レッスンの単語や連語の小テスト。

標準 (A)・発展 (B) の 2 種類に分類されたテスト問題。

■関連ブリッジプリント
高校の授業が始まる前に配布するための，中学校の
文法事項を復習する教材。

その他サポート
■本文・訳例

■授業計画案 / 観点別評価規準案

教科書本文と訳例，設問のテキストデータ。

教科書の年間計画と各レッスンの指導計画案，観点
別評価規準案。

■単語・連語リスト

■関連入試問題

単語・連語データ（発音記号，訳例・英語の定義付）。

本文のテーマに関連した大学入試問題。

■音声 CD スクリプト
教科書本文以外で音読されているスクリプト。

シート

■本文解析

■ Concept Mapping

■ワークシート（リテリング用）

本文内容を図式化し，時系列や関連性等，本文の
流れを構造的に理解するためのシート。

リテリングの際に，ペアで内容を理解できているか
を確認するためのシート。

本文の文構造や，話の展開をわかりやすく示した
プリント。

■解答一覧

■予習＆授業ノート文字データ

■ディクテーションシート

教科書の設問に対する解答一覧データ。

本文内容をテキストデータで収録。

本文を穴埋め形式にしたディクテーションシート用
シート。

■ Can-do リスト

■ワークシート（補充問題集）
教師用指導書に掲載されている，本文に関する補充
問題。

56

▼設問

英文やその他の素材で「何ができるようになるか」
を記したリスト。

■ワークブック文字データ
（Advanced, Standard）
本文内容をテキストデータで収録。

■教科書原典文字データ

■文法書データ

教科書の原典データを Word に収録 。

各英文法の詳しい解説書の pdf データ。

57

確認テスト

単語・連語小テスト

確認テストには，(A) 標準と (B) 発
展の 2 種類がございます。
（A）の
1 ページ目では，標準レベルの語
彙・表現・文法事項に関する問題
に取り組みます。

（B）の 1 ページ目では，発展レベ
ルの語彙・表現・文法事項に関す

単語・連語の小テストを各 Part ごとにご用意していま

る問題に取り組みます。

す。問題形式は英日和訳，英英定義選択，発音問題，
空所補充など様々なパターンがあります。

58
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関連ブリッジプリント

Concept Mapping

中学校で学習した文法事項を振り返
り，高校の英語学習へとつなげるブ
リッジ教材として活用できます。

各 Part の本文の内容を立体的に整
理することができる書き込み式の
ワークシートを収録しました。
該当の文法事項について特に重要な
ものだけにフォーカスした練習問題
も付属します。
60

61

ディクテーションシート

ワークシート（リテリング用ワークシート）

教科書本文の音声を聞き取って，
空所に当てはまる英語を書き入れ

教科書の写真とキーワードを参照

るワークシートです。

しながら，本文の内容を自分の言
葉でリテリングします。
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ワークシート（補充問題集）

フレーズリーディング用本文・訳例

意味のまとまりごとにスラッシュを入れた，フレーズ
リーディングに取り組む際に活用できる本文のテキス
トデータです。

指導書に掲載されている補充問題のためのワークシー
トです。教科書の設問に加えて，もう少し読解の問題
に取り組ませる際に活用できます。
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フレーズリーディング用本文・訳例（縦並び）

フレーズリーディングの本文と訳
例を縦に並べました。折りたたん
で使うことも可能です。

題材背景資料集

題材背景資料集は，各 Lesson の
トピックへの興味を引くのに役立
つ読み物です。

Excel 版のデータも収録しています。
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ショートリーディング用データ

Part 別 Summary データ

リテリング活動のモデルとしても活用できる Part ご
各 Lessonのジャンルに関連した，語数の異なるやさし

との要約文をご用意しました。Summary の音声も指

めの英文とその設問をご用意しました 。音声データは

導書付属 ROM に収録されています。

弊社 HP より無料でダウンロードできます。
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関連入試問題

True or False 音声データ

FLEX Ⅰ TF 音声スクリプト

指導書に掲載されている True or
False の音声データ (mp3) とその
文字データを収録しました。
各 Lesson のテーマに関連した大
学入試問題をご用意しました。訳
例・解答も収録しています。
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指導用 Power Point

指導用 Power Point
フラッシュカード

本文（全文読み）

Part 全体の音声を流せます。

Power Point 上でカードをめくっ

新出単語を強調します。

て使えます。

オーラルイントロダクション＆リテリング
教科書の画像を表示。本文の音声
とオーラルイントロダクションの
新出表現を強調します。

音声を聞くこともできます。

スラッシュが入ります。

本文（一文読み）
設問
本文と訳例を 1 文ずつに区切って
掲載。スライドを切り替えると，
音声が自動で流れます。

本文（フレーズ読み）

教科書の設問をスライドに掲載。
解答を表示，非表示に加え，音声
を聞くこともできます。

Final Task

フレーズリーディング用のスライ
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ドです。訳例がアニメーションで

Final Task の課題をスライドにま

表示され，音声も流れます。

とめました。解答例も収録。
73

教科書画像データ

教科書に掲載されている写真や図
版などの画像データを jpg 形式で
全て収録しています。
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教科書関連内容動画資料

教科書のトピックに関連して，授
業で活用できる動画資料への URL
を一覧でまとめました。
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ワークブック文字データ（Advanced）

ワークブック文字データ（Standard）

ワークブック (Standard）の文字データで
す。このまま活用することはもちろん，テ
スト作成の際にも役立ちます。

文法書データ

ワークブック (Advanced）の文字データで
す。このまま活用することはもちろん，テ
スト作成の際にも役立ちます。
76

高校で習う英文法の詳しい解説書のpdf
データを収録しています。
77

予習＆授業ノート文字データ

本文解析

本文の文構造の解析とストーリー
展開を示しました。pdf データで
収録しています。

本文・訳例

予習＆授業ノートのテキストデー
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タを収録しました。テスト作成の

教科書の本文とその訳例のテキス

際などにご活用ください。

トデータを収録しています。
79

音声 CD スクリプト

授業計画案

学校用音声 CD に収録されている
音声のスクリプトを収録しました。

単語・連語リスト

授業計画案をテキストデータで収
録しました。指導手順や留意事項
を端的にまとめています。

観点別評価規準案
新出単語の発音記号や訳，英英定
義などを一覧でまとめました。

本文で扱われている重要な連語表
現も同様にまとめました。
80

観点別評価規準案をテキストデータで収録しました。
4 技能 5 領域の学習目標を Part やタスクごとに，3 つ
の観点でまとめました。
81

Can-do リスト

教科書原典文字データ

教科書本文のベースになった英文
のテキストデータを収録しまし
た。（一部 Lesson のみ）

解答一覧

教科書の設問の解答のテキスト
データです。Final Task の解答例
も収録しています。

4 技能 5 領域に沿った「何ができ
るようになるか」を示したリスト
を Lesson ごとに収録しました。
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AI を使った４技能学習支援ツール
1 年間契約で生徒 1 人あたり年額 1,200 円 ( 税別 ) という低価格でご利用い
ただけます。

festa! はデジタル・ナレッジの AI による学習支援ツールトレパに教科書と連動したコンテンツを搭
載した PC やタブレット，スマートフォンで利用できる英語の 4 技能学習サポート教材です。

生徒の学習成果 ( 音声や発音の信頼度 ) を教師用管理アカウントから確認す
ることで，成績管理も行えます。また，PDF で生徒自身が自分のログを提出
することも可能です。

増進堂の検定教科書「FLEX English Communication Ⅰ」の内容に準拠して
いるため，無理なく毎日の授業や家庭学習でお使いいただけます。

教科書本文のネイティブスピーカーによる音読音声を収録しています。お手本
の音声をインプットし，それに近づけるように音読練習をすることで英語の発
音の精度が向上します。
トレパ本来の機能である教材の作成・編集機能も，お使いいただけます。
生徒のレベルに合わせてオリジナルの 4 技能教材を作ることができます。
AI を使ったデジタル教材と聞くと，扱いが難しそうに思えますが，ワンタッチで
発音の信頼度を測定できます。また，その場ですぐに評価を表示してくれます。

AI による発音の評価は，文単位や単語単位で表示されますので，生徒は自分
の発音の弱点をピンポイントで把握することができます。
先生が普段使用
している教 材で
も使用可能！

festa!
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自作の教材を作成しよう！～プレゼンテーション・スピーチ～
FLEX English Communication Ⅰ版には，教科書
と連動した合計 273 のタスクが収録されています。
音読トレーニングとリテリング練習に特化した 7 種
類の教材をパート毎に用意し，授業内でも家庭学
習でもお使いいただけるようになっています。

プレゼンテーションやスピーチを授業で行う場合，1 人で練習していても自分が正しく発音できている
7 種類のコンテンツを体験できる
サンプルに下記の QR コードから
アクセスできます。
※サンプルは Lesson 4 Part 1 のもので
す。

かどうかはなかなか判断できません。
そこで festa!（トレパ）のシステム上に，生徒が書いた原稿を貼りつけると，AI の自動音声によるお
手本の試聴と，自分で発話した英文の評価が可能な教材を簡単に作成できます。

festa! に貼り付けます
原稿のテキストデータを用意します

・本文音読（スタンダード）

・Comprehension Questions

・本文音読（ハイレベル）

・リテリング練習 easy

・キーセンテンス音読

・リテリング練習 hard

・Grammar & Exercises

お手本の音声を
聴けます
本文音読
録音

本文音読は生徒がひとまとまりの英文を音読し , その発音につい

評価表示

て AI が評価を算出するタスクとなっています。お手本として , ネ
イティブスピーカーが読み上げた音声を配置しておりますので ,
それを聞きながら，手本に近づけられるように発音を意識して音
読します。

エディター機能の権限を生徒のアカウントに付与して，生徒自身が自分のスクリプトを基に上記のよう
な教材を作成することも可能です。

また，新出単語，重要な文法表現に関連した単語などを穴抜き
した状態で表示されたテキストを見ながら音読する「ハイレベル」
をご用意し，生徒が自分のレベルにあった音読に取り組めるよう
にしています。
★ festa! はブラウザ上でお使いいただけるサービスとなります。動作環境は以下の表をご参照ください。

キーセンテンス音読
本文中の重要表現を含む英文，発音が難しい語を含む英文，
読み方に注意が必要な英文を集中的にトレーニングすることが
できます。
お手本の音声と自分の発音を比較しながら，英語らしい読み方
ができるように，また重要な表現が自分の中にインテイクされて
いくように繰り返し音読します。

本文の内容を自分の言葉で要約してアウトプットするリテリング
の練習ができるタスクです。写真 ( イラスト ) とリテリング用の穴
抜きがあるモデル文を掲載しています。イラストや写真を見なが
ら , モデル文の空欄に適切な単語を当てはめ , 音読します。

★契約は 30 アカウントからで，契約期間は 1 年単位となります。
( 契約開始が 2022 年 4 月 1 日であれば，2023 年 3 月末日まで）

festa!

リテリング

★フィルタリングサービス等が適用されている端末ではお使いいただけない
場合がございます。予めご確認をお願いいたします。
★トレパは英語 4 技能学習をサポートする株式会社デジタル・ナレッジの製
品です。トレパ Ⓡ のシステムの詳細につきましてはこちらのサイト (torepa.jp)
をご参照ください。

86

87

リピートーク

RepeaTalk
コトバンク株 式 会 社 が 開 発した英 語の 4 技 能
強化のための教員向けの音読指導アプリである
RepeaTalk に教科書コンテンツを搭載しました。
音読のトレーニングに取り組むことができ，それ
に対する AI の評価が算出され，さらに教員側か
らその添削をすることができます。

5

最後に本文の内容を自分の言葉で言い
かえるリテリングにチャレンジ。表示され
ている絵とキーワードを見ながら録音し

CHALLENGE
ます。

録音が終わったら収録した音声を提出し

ます。

6

教員用の管理画面で次のように生徒の
提出したデータを見ることができます。
生徒が発話した音声を聞いてコメントを

使い方（『FLEX English Communication Ⅰ』を例に）
1

まずは，お手本の音声をリスニング。

2

次に，お手本の英文が読まれた後に，

LISTENING

結果が表示されるようになります。

Q&A
Q
A
Q

Q

グ」や「オーバーラッピング」など様々

A

できるまで何度も練習することができま

Q

す。

A

契約期間はありますか？
無料トライアル後の本導入時は，3 ヶ月～のご契約となります。

3

何人まで対応できますか？
特に利用人数に制限はございません。

4

AI の精度を知りたいです。
Google の音声認識と同程度となります。

5

アプリの教材ですか？
はい，アプリの教材になります。生徒にはタブレットにアプリをインストールしてもらい学習してもらいま

Q
A

6

申し込み方法を教えてください。
まずは，無料トライアル版をお申し込みください。増進堂にお電話いただく，または担当の営業の者に
連絡を取っていただけましたら無料のデモ用のアカウントを手配いたします。

動作環境

・PC

【OS】Windows 7 以上 , Mac OS X 以上
【ブラウザ】Google Chrome 最新版
【その他】マイク (PC 付属も可 )

・iOS

iPad アプリ，iPhone アプリ
(OS の最新バージョンに対応 )
※ ブラウザからはご利用いただけません

・Android

Android アプリ
(OS の推奨バージョンは 8.0.0 以上 )
端末推奨 RAM( メモリ ) は 3GB 以上
※ ブラウザからはご利用いただけません
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QUESTIONS

2

す。また，ブラウザからも使用することが可能です。

次 に「Comprehension Questions」 に
ます。

料金を教えてください。
学校法人の場合，月額 600 円／ 1 ユーザー様 ( 年間契約時 ) となります。

A
Q

答えながら，本文の内容を整理していき

1

A

「リピート読み」以外にも「シャドーイン

PRACTICE
88

CHECK

返却すると，提出した生徒の画面に添削

同じ英文を音読をする「リピート読み」

な音読の練習を用意しましたので，納得

4

生徒に添削結果を返却します。

にチャレンジ。

REPEATING
3

書いたり，合格判定を選択したりして，

指導用デジタル教科書
指導用デジタル教科書
Web版
Web 版

ペン機能
ON を選択することで , 本文拡大画面のペン機能と同じように ,
教科書の見開き画面上でも文字を書くことができます。
※機能の詳細は p.93
p.77

（フリーライセンス）

初めて利用される方でも容易に使える操作性を重視しました。
初めて利用される方でも容易に使える操作性を重視しました。
Web
ブラウザ対応なので，PC でも iPad でも使用可能です。
Webブラウザ対応なので，PCでもiPadでも使用可能です。
こ
こでは，主な機能をご紹介します。
ここでは , 主な機能をご紹介します。

付箋機能
付箋を置いて文字を隠したり，付箋にテキストで文字入力した
りすることができます。※機能の詳細は p.94
p.78

※PCインストール版もございます。
※ PC
インストール版もございます。

ストップウォッチ・タイマー機能

教科書誌面

速読
速読用の時間計測につかえるストップウオッチやタイマーを用
時 計測
プ
や
意しました。

本文や単語などをクリックすると，それぞれの画面へ移ります
※画面は FLEX English Communication Ⅰのものになります。

ファイル配置機能
指導書付属 ROM に収録されているファイルや，自作の Power
Point ファイルなどのリンクを配置して，授業中にワンクリック
で呼び出すことができます。

拡大縮小機能

全画面表示モードに
切り替わります。

お使いのコンピュータのモニタサイズや画面解像度に合わせて
拡大縮小ができます。

リンク機能
あらかじめ URL を登録しておくことで , 授業
中にすぐさま参照したい Web サイトへアクセ
スすることができるようになります。

移りたいパートが一目でわかります。

フラッシュカード
単語を効率よく学習するためのモードです。
表示時間やランダム再生など，自主学習や生徒のレベル
に合わせて様々なモードをご利用いただけます。

クリックするとリンクとフラッ
シュカード機能が選択できる
ようになります。

Flash Card
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読む・ペンモードは次へ▶

DIGITAL | PC 版

ここでは , 各レッスンを選択でき
たり，Excel データ (CSV ファイル )
を用いて , 自作のフラッシュカー
ドを作ることも可能です。

本文（ペンモード）

本文（読むモード）

ペンモードは，本文中に品詞や節といった，文の構造の説明に使うことができる画面です。
文中にはスタンプ機能を使いながら , 構造の説明ができます。
本文解説をする上で , 大きな画面を用いて明示的に説明が行えます。

ツール

熟語

○読むモードとペンモードの切り替えボタン
○読み上げの設定
・1 文ごとの再生 ( 単文読み )
・全文再生 ( 全文読み )
・文の間にポーズを入れての再生 (ポーズ読み)
※音量とスピードも調節可能です。

記号をクリックすると , 和訳 , 例文 , 解説な
どが表示されます。例文の音声もあります。

アンドゥ機能
ペン・消しゴム機能

カラオケ
音声に合わせて本文の文字の色が変わります。
生徒が文字を目で追いかけるようになるので , より英文と音声に集中させることができます。
・Karaoke: 読まれている文を赤字で追いかけて表示します。
・Hide: 読まれた単語を追いかけて消していきます。

●カラオケ 赤字

スタンプ機能
クリック一つで文法事項を示す, 便利なスタ
ンプ機能もあります。
スタンプには , 主語や動詞といった主要素 ,
品詞 , 句や節を示すことができます。

上記の機能を使えば ...

※文字が消えていきます

板書のように本文の構造を示すことができます !
92
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DIGITAL | PC 版

※文字を赤字で追いかけます

●ハイド 文字消し

ふつうの黒板と同じような感覚で板
書が可能です。ペンの太さや色も
変更が可能で , 強調箇所等を示す
のに役立ちます。
消しゴム機能も「部分的に消す」か
「全てを消す」かを選択できます。

クリックすると，ひとつ前の作業
に戻ります

機能一覧

スラッシュ読み
ボタン一つで , 本文中にスラッシュが入り , 区切り
ごとに読み上げが可能です。
スラッシュ単位で , 理解力を促進させます。

フレーズ縦並び読み
英文と日本語訳をフレーズごとに縦並びにしまし
た。容易に英文の訳や意味を確認できます。
縦並びでも音声を読み上げます。

黒板機能
機能を ON にすることで , 黒板に英文が投影され
たような画面に切り替わります。
プロジェクターを通すと実際の黒板に白い文字だ
けが投影されるので , 英文を説明する際は , 黒板
に直接書き込みすることも可能です。

リンク先追加機能
本文中に関連する内容のファイルをリンク付けで
きる機能です。
リンク付けの機能を用いて , 授業準備を入念に行
うことができます。

画面を閉じても , 終了しても，一度書き入れた情
報やマーカーは , 保存されるように設定されてい
ます。

最先端の授業で生徒の学習支援と向上ができます !
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付箋機能

生徒用デジタル教科書
生徒用デジタル教科書
Web版
Web 版

家庭学習を充実させるための多様な機能を
家庭学習を充実させるための多様な機能を
盛り込みました。
盛り込みました。
ここでは
, その主なものをご紹介します。
ここでは，その主なものをご紹介します。

教科書誌面
教科書誌面

タブレットやスマートフォンなどのデバイスで教科書紙面を閲覧することができます。
タブレットやスマートフォンなどのデバイスで教科書紙面を閲覧することができます。
教科書本体がなくても，いつでもどこでも学習を進めることができます。
教科書本体がなくても、いつでもどこでも学習を進めることができます。
※画面は開発中のものです。機能面やデザイン等は変更になる可能性がございます。

解答をメモ
教科書の各設問に対する答えをテキスト
入力でメモしておくことができます。
予習・復習の際にお使いいただけます。

音読サポート機能
本文の「普通読み」と「フレーズ読み」の音声を聞く
ことができるだけでなく，その他にも様々な機能で、
生徒の音読活動をサポートします。

She was born in

※文字を赤字で追いかけます

文法書を収録
教科書の各単元で扱われている文法事項の
より詳しい解説や豊富な例文を扱った文法
書の紙面データのアクセスすることができ
ます。家庭での文法学習が充実します。

画像拡大機能
教科書内の画像や図版を
拡大して，細かいところ
まで見ることができます。

単語クイズ
教科書の新出単語に関連した
単語のクイズに取り組むこと
ができます。

※画面は開発中のものです。機能面や
デザイン等は変更になる可能性がご
ざいます。
※生徒用デジタル教科書の使用には，
インターネット環境が必要となり
ます。
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※アプリではなく，ブラウザ上で使用
するサービスとなりますので，タブ
レット，スマートフォン，PCなど各
種デバイスでご使用いただけます。

教授用資料

■ Teacher’s Manual

・Teacher’s Book ，指導書付属ROM

■ Teacher’s Manual PDFデータ版
指導用音声

■ 教科書内QRコードコンテンツ
■ 学校用音声CD [8枚組]（予）
■ 生徒用音声CD [3枚組]（予）
指導用ソフト

■ 指導用デジタル教科書Web

（フリーライセンス）

生徒用補助教材

■ 予習＆授業ノート
■ Workbook Standard / Advanced
■ 生徒用デジタル教科書
■ festa!
■ RepeaTalk

(06)6532-1581（代表）

〒550-0013

大阪市西区新町3-3-6

(06)6532-1588
ホームページ

https://www.zoshindo.co.jp

