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

Question
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！

➡詳しくは p.39 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。

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

Reading Point

What are Thomas’ stories about?
Thomas the Tank Engine is a blue steam engine
Introduction and Retelling
1
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2

Words
engine

Questions

5

[éndʒ n]

steam [stíːm]

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

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

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

show called Thomas & FriendsTM.

animate [ǽnəmèit]

POINT

Engine?

Thomas also appears in an animated television

locomotive
[lòukəmóutiv]
móutiv]

air

in 1946. In the stories, Thomas has many adventures

countries today.

fellow [félou]

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

with his fellow locomotives on the Island of Sodor.
e
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Q1

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

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。

