
平成31～35年度用

教科書の内容案内

だから 
定着度がスゴい！

・基礎レベルから・
大学入試レベルまでをカバー

・くり返し学習に重点・

コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

H31～35 高英内容案内



中学校の復習～大学入試レベルまで
着実に英語力をつける教科書です。

基礎から発展まで1

定着を図る工夫2

「発見」のある題材3
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●（Ⅰ巻）5 課までは中学校の復習事項を中心に扱い，
7課からは難易度を上げ，セクション数も増やしました。

●本文の語彙は，大学入試頻出の重要単語・熟語を多く
使い，リーディングスキルや音声などを特設ページで扱
いました。

●（Ⅱ巻）4 課まではⅠ巻で学んだ復習事項も扱い，定
着が確実に図れるようにしました。

●新出文法事項に触れる機会を1項目につき計 6回設け
ることで，定着を高められるようにしました。

●文法は，わかりやすい図解を多用し，「本文ページ」と
「課末」で相互に参照できるようにしました。

●生徒の知的好奇心をくすぐり，国際社会を生きる日
本人としてふさわしい題材を精選しました。

コⅠ332
B5変型判 /162ページ
基礎語数1,070
新語数425

コⅡ330
B5変型判 /176 ページ
新語数 666

Ⅰ・Ⅱ巻



学習事項に何度も触れさせる構成で，
確実な定着を図ります。 ここが

ポイント

課末

本文 新出文法事項は
　6回くり返す

概要をつかむ
簡潔な解説と例文

理解度を確認する
基本的な問題

形と意味を結びつける
表現活動

文法のまとめは課ごと
記憶がフレッシュなうちに，
復習ができるので，
定着が高まります。

定着を高める
多彩な練習問題

和英対照に示した
例文の暗記で仕上げ

視覚に訴える
わかりやすい解説相互に参照
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（Ⅰ巻）

付録



高校英語の基礎をおさえ，
発展レベルへとつなげます。
本課に入る前にPre-Lessonを設置し，「品詞」や「句と節」など，

中学校では明示的に扱っていない基本事項を扱いました。※Ⅰ巻

1
ここが

ポイント

リーディングスキル，音声，言語の機能について，特設コーナーを

Ⅰ巻では 6か所，Ⅱ巻では 5か所に設け，集中的に扱いました。

ここが

ポイント

高校英語の入門

英語学習を
支える知識

1. いろいろな品詞

2. 動詞の働き
　（自動詞と他動詞）

3. 文の要素と文型

4. 単語のまとまり（句と節）

Pre-Lesson項目

Ⅰ巻
・スラッシュリーディング
・音の強弱とつながり
・日本人が区別しにくい発音
・知っていると役に立つ表現① 
・知っていると役に立つ表現②
・つながりを示す語句（ディスコースマーカー）

Ⅱ巻
・説明文の構成
・英語のリズムを作る「強勢」と「弱音」
・スキャニングの方法
・音の変化と聞き取りのコツ
・未知語の推測

特設コーナー 項目



多彩な設問と丁寧な解説で
学習事項の定着を図ります。

本文には「英問英答」，「リスニング T / F」，

「要約文の完成」など，文法・語彙にはわかりやすい解説と

多彩な設問を用意し，定着を図る工夫をしました。

2
ここが

ポイント

（Ⅰ巻）

本文

導入

課末

課末

題材への動機付け

読解のポイントを
まず提示

左は解説，右は
練習の見開き構成

重要熟語の確認

要約文の完成

英問英答と
リスニング T / F

文法は確認問題と
表現活動の
2本立て

指示語の確認

英語で授業

英語で授業

英語で授業



Lesson 8

From Boston
with Love

発見を促し，発信力を養う題材3

Lesson 4
Food Chain

Lesson 5

Useless
or Useful?

Lesson 9

A Priceless
Heritage
in Japan

「異文化理解」，「環境問題」，「人権」，「日本の文化」，「科学技術」など，

グローバル社会に生きる日本人として学ばせたい題材を精選しました。

「人々を笑わせ，考えさせる業
績」に与えられるイグノーベル
賞。本課では，耳が不自由な
人のための警報装置など， 3
つの業績について紹介します。

日本の文化遺産とも言われる
棚田。その秘められた機能と，
直面している問題について考
えます。

日本のさまざまな場所でシカ
の食害に悩まされています。
この事例をもとに，生態系を
守ることがなぜ大切なのかを
考えます。

1966年のボストンマラソン。
男性だけの大会に一人の女性ラ
ンナーが非公式に参加します。
彼女の不屈の行動が「女子マ
ラソン」の歴史をつくります。

ここが

ポイント

Lesson 4

African-American
First Lady

Lesson 8

An Industrial
Revolution
in the Sky

「空の産業革命」と言われるド
ローン。さまざまな活用例の
紹介とともに，その問題点も
考えます。

第 44 代アメリカ合衆国大統領
バラク・オバマの妻，ミシェル。
アフリカ系初の大統領夫人に
なった彼女の半生を追います。

Ⅰ巻

Ⅱ巻
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ポイ
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が

ポイ
ント

読解スキルをくり返し学習し，
入試に必要な英文読解力を
着実に伸ばします。

読解力を
鍛える構成1

教師にとって教えやすく，
生徒にとって学びやすい構成

巻頭のReading Skillで学習した内容を
意識しながら読解力を鍛えます。
左ページで学習した本文の内容を，
右ページと課末の練習問題を通じて
くり返し確認できます。

本文の主題や概要を
つかむ確認問題

本文全体の内容や要
点を再確認するため
の問題

要約文の完成問題

重要な熟語・表現の
確認問題

教えやすく学びやすい
「見開き構成」

身につけたい基本の読解スキルを，問題と
解説を通じて効率よく学習できます。

学習した読解スキル
を確認する演習問題

図表から本文の概要
を確認する演習問題

課末

本文

Part 1

Ⅲ巻

●本課は Part 1 と Part 2 の 2 部構
成になっており，段階的に無理なく
ステップアップすることができます。

●巻頭に長文を効率よく読むための基
本的な読解スキルを学習するReading 
Skillを設置し，本課の英文をスムー
ズに読み進められるようにしました。



2

コⅢ328
B5変型判 /176 ページ
新語数 737

Reading SkillとPart 1で学習した内容を活用しながらまとまった量の英文を読み，読解の応用力を鍛えます。
Part 1同様，本文を読んだ後に課末で課全体の内容を確認できます。

Power-Up Vocabulary!
各課の題材分野に関連の深い語
句や表現をまとめたページです。 
英文読解や英作文で活用できる
語彙力をいっそう伸ばすことが
できます。

本文内容を確実に理
解する英問英答問題

本文内容の理解を助
けるミニ情報

題材内容に関連した
ミニクイズ
（※Lesson 8, 10 のみ）

本文内容や要点を再
確認するT/F 形式の
リスニング問題

図表を使い本文の概
要をまとめる実践問
題

本文内容と関連した
テーマで行うコミュ
ニケーション活動

長文を読んで
読解の応用力を育成

課末 課末

本文

Part2



Lesson 1 Festivals in the World! 世界の祭り 異文化理解
Lesson 2 One Red Paper Clip 　　 現代版わらしべ長者 夢の実現
Lesson 3 Mother to Birds　　 「刷り込み」の発見　　　 動物の生態
Lesson 4 The 20-Second Rule　　 「三日坊主」対策 心理・生活の視点
Reading Love at First Sight　　 出会いの不思議 物語
Lesson 5 That Night Changed My Life! スーザン・ボイル，47 歳の挑戦 生き方
Lesson 6 How to Build a Dinosaur 恐竜をよみがえらせるための挑戦 自然科学
Lesson 7 “Hot” Lunches in Mumbai インドの弁当配達 異文化理解
Lesson 8 Saving Orphaned Animals 野生動物の保護 共生
Lesson 9 What Is Needed for Success? 天才の秘訣 人間の可能性
Lesson 10 Amazing Grace: Song to Soul 歌詞に込めた思い 歴史・平和

New Discovery　English Communication Ⅲ　題材 内容一覧
タイトル 内容 テーマ

Festivals in the World!
  Lesson 1  
日本人には思いもよらない世界各地の珍しい
祭りを取り上げ，祭りの歴史や文化，独特の慣
習などを紹介します。
本課はそれぞれの祭りに関する情報を，要点を
おさえながら読むことができるように構成されて
います。

Mother to Birds
  Lesson 3
オーストリアの動物行動学者コンラート・ロー
レンツの代表的な研究である「刷り込み」を
取り上げています。ローレンツは幼少期を動
物たちに囲まれて過ごし，成人してから本格
的に動物の研究に没頭しました。孵化したば
かりのヒナに見られる不思議な行動を確認
し，それが後にノーベル医学生理学賞の受
賞につながりました。本課ではローレンツの
「刷り込み」発見に至る経緯を，内容理解問
題で補いながら確実に読み進められるように
しています。

読解力の養成に適した題材を
豊富にそろえています。

Ⅲ巻



“Hot”  Lunches in
 Mumbai
  Lesson 7 
インド第 2 の都市ムンバイで 100 年以上続
く弁当配達組織を取り上げ，配達サービスの
しくみや彼らが必要とされる社会背景につい
て学びます。
1日に 15 万を超える配達を驚くべき正確さで
こなすサービスのしくみとその担い手たちに関
する情報を，図や画像で補いながら理解す
ることができます。

本文

読解スキル，リスニングスキルをさらに伸ばすための練習問題

Listening Practice
大学入試のリスニングを想
定した練習を行います。巻
末に掲載したリスニングス
クリプトを用いて音読練習
もできます。2 課ごとに配
置し，全4か所。

Reading Practice
学習した読解スキルを活用
しながら長文を読んで問題
に答える実践的な演習問
題です。全2か所。

How to Build a Dinosaur
  Lesson 6  
米国の古生物学者ジャック・ホーナー氏は長く恐竜
研究にたずさわり，恐竜を現代によみがえらせる方法
の探求を続けています。
次世代の子どもたちのためにも恐竜を復元したいと
考えた彼は，発生生物学と進化生物学を用いて「恐
竜復活プロジェクト」を進めています。
本課は実際に行われたホーナー氏の講演の一部で
構成されており，画像や欄外の情報を手がかりに科
学的なトピックを理解する力を養います。

Ⅲ巻



教授資料・準拠教材

〒113-8608　東京都文京区向丘1丁目13 番1号　☎03-5684-6111　http://www.kairyudo.co.jp/

開隆堂出版株式会社

学校用CD
価格　Ⅰ巻　本体19,000円＋税
　　　Ⅱ巻　本体23,000円＋税
　　　Ⅲ巻　未定
教科書本課，Reading，Action! のすべての
英文，新出語，熟語を収録。本課の本文はス
ラッシュ読みも収録。各巻CD8枚セット。

価格　Ⅰ・Ⅱ巻 各 本体1,600円＋税
教科書本課，Reading，Action! の本文の通
し読みとスラッシュ読み，新出語を収録。各
巻CD2枚セット。

リスニングCD

ワークブック
定価　Ⅰ・Ⅱ巻 各 本体650円＋税
　　　*Ⅲ巻は未定
文法と重要表現の練習問題，内容理解
問題などで構成されています。また，各
課のまとめページは，総合問題形式で
構成されています。

Teacher’s  Manual

▶指導書（解説編）
▶Teacher’s Book
▶教科書データCD-ROM
（収録物） ①年間指導計画案・評価規準（例）　②CAN-DOリスト案　③教科書文字データ　④本文
日本語訳　⑤単語・熟語リスト　⑥セクションドリル　⑦More Questions集　⑧True or False 
Questions集　⑨評価用テスト問題（発展・標準）　⑩スラッシュリーディング・ワークシート　⑪サイトト
ランスレーション・ワークシート　⑫ディクテーション・ワークシート　⑬基本文暗記シート　⑭オーラル・
イントロダクション用チャート

▶デジタル教科書CD-ROM　
　※主な機能については下記をご参照ください。

◎デジタル教科書の主な機能
1.本文スラッシュ読み機能

3.  Check It! B

（本文ページ画面）

▶

定価： Ⅰ巻セット本体26,000円＋税 ,  Ⅱ巻セット 本体30,000円＋税 ,  Ⅲ巻セット 未定

2.フラッシュカード機能

意味のまとまりごとに
区切ったスラッシュ読
みを再生。
再生スピードは３段階
から選択できます。

◀

各セクションのリスニ
ング問題 Check It! 
B の再生，答え合わ
せができます。スクリ
プトの表示機能付き

「英→日」，「日→英」
の両方で新出語を表
示できます。

◀

※以下はⅠ・Ⅱ巻の収録物です。Ⅲ巻の収録物は変わる場合もあります。

（Ⅲ巻には付属されません。）
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