


Character introduction 〈登場人物紹介〉

How to Listen to Audio 〈音声の聞き方〉
❶

❷

❸

Keisuke
 〈中学生〉

Shun
 〈ケイスケの友達〉

Honoka
 〈ケイスケの友達〉

Dad 〈ケイスケの父〉

Emily 
〈ケイスケの家にホームステイ中・アメリカ出身〉

George 
〈Emily の友達・イギリス出身〉

Mom 〈ケイスケの母〉

Miki
 〈ケイスケの妹〉

　本教材には各トピックの本文やサンプルアンサーの音声を聞

くためのしくみがあります。

❶ 各トピックの右頁上にはQ Rコードが印刷されています。

❷ その Q R コードにスマートフォンをかざして，カメラ機能

　 または専用アプリを利用して UR L（サイトのアドレス）を

　 読み取ってください。

❸ 表示されたアドレスをタップすれば音声画面が開きますの

　 で，聞きたい音声を選んで再生をしてください。

＊使用料は発生しませんが，通信費は発生します。
＊PCで再生する，もしくはQRコードがうまく読み取れない
　場合は以下のアドレスにアクセスしてください。

　https://www.english-jhs.com/

新学習指導要領対応
中学校外国語教材

中学生の皆さんへ
　令和３年度から，中学校で学習する内容が変わります。今までは高等学校

で学習することになっていた，英語の文の形や表現などの内容の一部を，今

後は中学校で学習することになります。

　これらの新しい内容は，皆さんが今使っている教科書にはのっていません。

このため，皆さんが令和３年度からの新しい学習内容に対応できるように，

この教材を作成しました。

　この教材では，様々な話を読みながら，新しい英語の文の形や表現などに

ついて学ぶことができるようになっています。内容は，部活動，友達との待

ち合わせ，携帯電話でのやり取りなど，中学生の皆さんにとって身近な１８

の話題を集めています。

　文を読むだけでなく，読んだ内容について，自分が思ったり考えたりした

ことを，クラスで話し合ったり，書いたりすることができるようになってい

ます。授業だけではなく，家庭学習にも使うこともできます。

　この教材を通して，皆さんの英語の世界が，いっそう広がっていくことを

願っています。

先生方へ
　この教材は，令和２年度に中学校第１学年・第２学年に在籍する生徒の皆

さんが，令和３年度から始まる新しい中学校学習指導要領（平成２９年３月

告示）において追加された内容を，移行期間中に学習することができるよう

にするために作成しています。新しい文法事項を用いて，英語で読んだり書

いたり話したりするコミュニケーションを通して理解することができるよう

な構成としています。

　新しく追加された内容がどの学年で学習することになるかは，令和３年度

以降に各学校で使用する教科書によって異なることになります。各学年の教

科書で学習する内容をご確認の上，必要となる部分を，計画的にご活用いた

だけましたら幸いです。

はじめに

デザイン
イラスト

ＤＴＰ
写真

● スギヤマデザイン
● 新谷圭子
● はしプロ（大橋直文）
● アフロ／共同通信社／ゲッティイメージズ／Adobe Stock ／ REX
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