
三省堂

15 三省堂 1年 英語 730 2年 英語 830 3年 英語 930

指導書・教材のご案内

三省堂 〒 101-8371 東京都千代田区三崎町 2-22-14　　TEL（03）3230-9411（編集）・9412（営業）

http://tb.sanseido.co.jp/english/newcrown/

※当パンフレットの記載情報は2017 年1月現在のものです。

●大阪支社    　〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-3　TEL（06）6341-2177
●名古屋支社 〒 460-0002 名古屋市中区丸の内 3-21-31 協和丸の内ビル 2F　TEL（052）-953-9211
●九州支社 〒 810-0012 福岡市中央区白金 1-3-1　TEL（092）-531-1531
●札幌営業所 〒 060-0042 札幌市中央区大通西 15-2-1 ラスコム 15 ビル 3F　TEL（011）616-8722

内田洋行　教室用音声教材
バーコードリピーター　NEW CROWN 1・2・3

英語教科書・教育情報サイト
SANSEIDO ENGLISH 

● 専用のバーコードリピーター（ハード）
を使用して，呼び出したい文章や単語
のバーコードを付属のペンでなぞるだ
けで，該当箇所の音声を瞬時に再生で
きます。

● 机間指導をしながらのリモート操作も
可能です。

〈お問合せ先〉

周辺教材が揃っています 　〈許諾商品〉

●平成28～32年度中学校用

※当社が許諾し，株式会社内田洋行から刊行されている商品です。

NEW CROWNメールサポート   
newcrown@sanseido-publ.co.jp
・教科書，指導書，付属教材などに関するご質問にお答えします。

東京 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-3-25 ☎ 03（5634）6280

大阪 〒540-8520 大阪市中央区和泉町 2-2-2 ☎ 06（6920）2480

札幌 〒060-0031 札幌市中央区北1条東 4丁目 1-1 ☎ 011（214）8630

福岡 〒810-0041 福岡市中央区大名 2-9-27 ☎ 092（735）6240
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① 解説編
教科書の基本方針や各レッスン・パートの「指導のポイン
ト」（題材，文構造・文法，言語活動）を提示。ていねいな「背
景的知識」「オーラル・イントロダクションの例」「語句・
表現の解説」「音声指導例」なども収録しています。

② 指導編
年間の指導計画や評価計画を作成する際や，実際の指導と
評価の中で参考となる資料。教科書に沿った授業案や評価
の例が具体的に示されています。NEW CROWN の CAN-
DO リストも掲載。

③ Team-Teaching Manual
教科書で扱っている教材のねらい，題材などについて英語
で解説をしました。ALT のための指導用資料，または英語
で授業を行う際の授業案作成やティーチャートークの参考
としても使用できます。

④ ワークシート集
コピーして使えます。 Drill,  Practice,  USE Read,
USE Speak/Write, Project, Letʼs Talk, Letʼs Listen,
Letʼs Read に対応。補充問題も掲載。USE Read はパラ
レルな英文を用意。

⑤ Teacher’s Book
教師用指導書のエッセンス。授業に必要な「注意すべき語句・
表現，文法，音声の解説」「音声指導」「リスニング・スクリ
プト」などが，教科書の紙面に重ねてコンパクトに納められ
ています。

⑥ 指導用音声 CD＋指導用データ資料 DVD-ROM
CD に は Drill，Practice，Letʼs Listen，Project な ど
のリスニング問題用音声を収録。DVD-ROM には教科書
本文と日本語訳，スクリプト，新出語句や文法・文構造の
データ，DrillやWord Bank等のイラスト一覧，「ワークシー
ト集」のデータ，年間指導計画表などを収録。
※本文，新出単語などの音声は , 指導用教材『指導用 CD』（別売）に収録。

　 指導書（Teacher’s Manual）
★Teacherʼs Book のみ別売可能

各学年　AB 判・176 頁　定価（本体 6,000 円＋税）

学年　判型　　規格等
1 年　B5 ※ 　6 分冊 　定価（本体 27,000 円＋税）
2 年　B5 ※ 　6 分冊 　定価（本体 27,000 円＋税）
3 年　B5 ※ 　6 分冊 　定価（本体 27,000 円＋税）
※ Teacherʼs Book のみ AB 判

「ことばを使う力」「自ら学ぶ力」「他とかかわる力」を育みます

15　 三省堂　 1年 英語 730　  2年 英語 830　  3年 英語 930

ENGLISH SERIES 
New Edition

　平成28年度版の特徴

●学びのレッスン構成
「習得」から「活用」へ，学ぶプロセスを「見える化」
― 4 技能を総合的にバランスよく育成

●学びをサポート
学び方がわかる多彩な情報が満載
― 自ら学ぶ生徒を育成

●小学校から中学校へのスムーズな接続
入口は音から文字へのスムーズな移行
出口は高校につながる確かな英語力の育成

●多様な題材
興味を持つ，感動する，考えを深める
― 考える力と豊かな心を育成
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指導用CD

ピクチャーカード

アクティビティ アイディア集

フラッシュカード

教科書のあらゆる英文を収録した音声 CD です。本文の朗読のほか，新出語句，リスニングタスクの音声など授業で使う音声が各種多
数収録しています。　
 構成　Lesson の本文の朗読（効果音あり，効果音なし，リピート用）／新出語句（Words）／基本文（POINT）／ Drill ／ Practice ／
　Word Bank ／ Sounds ／ Letʼs Talk ／ Letʼs Listen ／ Letʼs Read ／付録 Further Reading ／英語の歌，リスニングテストなど

教科書本文の場面や内容を，大型のカードにイラストや写真などで視覚化。教科書に掲載されていないイラストや写真を豊富に補充。
裏面には絵や写真に対応した本文や，Listening Input の文を掲載。本文の Oral Introduction や内容理解，言語材料の導入，Drill，
言語活動など，授業展開のうえで幅広く活用できます。

コミュニケーション活動を活性化するためのアイディア集。教科書の言語材料
の配列に合わせた活動ができます。
コピーしてすぐに使えるワークシート形式になっています。

全学年のすべての新出語句（単語や連語）を収録しました。裏面には語句の意味を掲載しています。1 年では，アルファベットの大文字・
小文字も収録しています。

学年　規格等
1 年　CD 14 枚　価格（本体 35,000 円＋税）
2 年　CD 14 枚　価格（本体 35,000 円＋税）
3 年　CD 14 枚　価格（本体 35,000 円＋税）

学年　判型　規格等
1 年　B3　  267 枚　定価（本体 45,000 円＋税）
2 年　B3　  222 枚　定価（本体 45,000 円＋税）
3 年　B3　  192 枚　定価（本体 45,000 円＋税）

学年　判型・頁
1 年　B5　128 頁　定価（本体 2,200 円＋税）
2 年　B5　128 頁　定価（本体 2,200 円＋税）
3 年　B5　128 頁　定価（本体 2,200 円＋税）

学年　規格等
1 年   縦 12.8 ×横 36.4cm 737 枚 定価（本体 25,000 円＋税）
2 年   縦 12.8 ×横 36.4cm 562 枚 定価（本体 25,000 円＋税）
3 年   縦 12.8 ×横 36.4cm 494 枚 定価（本体 25,000 円＋税）

教科書のあらゆる英文を収録した音声 CD です。本文の朗読のほか，新出語句，リスニングタスクの音声など授業で使う音声が各種多教科書のあらゆる英文を収録した音声 CD です。本文の朗読のほか，新出語句，リスニングタスクの音声など授業で使う音声が各種多教科書のあらゆる英文を収録した音声 CD です。本文の朗読のほか，新出語句，リスニングタスクの音声など授業で使う音声が各種多
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全学年のすべての新出語句（単語や連語）を収録しました。裏面には語句の意味を掲載しています。1 年では，アルファベットの大文字・

can
very much

教科書本文の場面や内容を，大型のカードにイラストや写真などで視覚化。教科書に掲載されていないイラストや写真を豊富に補充。

　指導用教材

66 67

ワークシート

教えてあげよう
Class           No.           Name

Date:

ポイント  今までに習った動作を表す語（動詞）を使って「～しないように」という命令文に慣れる。

１．下の①～⑥の絵を見て，絵の中の人物が何を言っているのかを英語で考えよう。

　必ず“Don’t”を含んだ文を作ろう。文が考えられたら，パートナーにその文を言ってみよう。

① ② ③

④ ⑤ ⑥

２．１で作った英文を書いてみよう。

　① 

　② 

　③ 

　④ 

　⑤ 

　⑥ 

IDEA BOX
take pictures 写真をとる　guidebook ガイドブック　swim 泳ぐ　here ここで　
signboard 看板　wash 洗う　comic books まんが　test テスト　cell phone 携帯電話
noisy うるさい　badminton バドミントン　rule きまり

1-28 一緒にやろうよ！
15分

◉ 言語材料 Let’s ～.

◉ ねらい 「～をやろう！」という相手を誘う表現と，その答え方が言えるようになる。

用意するもの ワークシート，カード，拡大コピーしたカード

活動形態 クラス

活動方法 （1）イラストのカードを拡大したものを見せながら，次の表現を確認する。

　play tennis / play basketball / play video games / read a book /

　listen to music / go shopping / go swimming / go jogging など

（2）ワークシートとカード（切ったものを1枚ずつ）を配布し，活動のルール

を確認する。

　・カードを誰にも見せない。

　・ジャンケンをして勝った人が誘い，負けた人がそれに答える。

　・ 同じカードだったら，お互いのワークシートにサインし合い，先生から

新しいカードをもらい，活動を続ける。

　・違うカードだったら，他の人に質問をする。

（3）例を参考に会話を練習する。

全く同じカードだったら 全く違っていたら
A：  Let’s play tennis after  

school.

B： Yes, let’s.  

→それぞれ新しいカードをもらう

A：  Let’s play tennis after  

school.

B： Sorry, I can’t. 

→他の人に質問する

（4）席を立って，お互いに質問し合う。

（5）5分たったら自席に戻り，カードを参考に英文を書く。

留意点 （1）日本語を使わず，英語でコミュニケーションするよう伝える。

（2）カードを見せ合わない。

応用・発展 活動後，何人かに発表させてもよい。

評価のポイント （1）積極的に活動に参加しているか。

（2）Let’s ～.を使って誘うことができているか。

（3）誘われたとき，適した返答ができているか。

■ 教科書との関連 Lesson 4 GET Part 3

058-077_28AA1_24-32_sai.indd   66-67 15/11/27   23:00

68 69

play tennis play soccer play baseball

play basketball play table tennis play volleyball

play video games play the piano watch TV

read a book listen to music study English

go shopping go swimming go jogging

一緒にやろうよ！
カードワークシート

一緒にやろうよ！
Class           No.           Name

Date:

ポイント  Let＇s ～ . の表現を使って，誘う言い方を練習しよう。

１．クラスメートに質問をして，同じカードを持っている人を探そう。

　①カードをもらう。（だれにも見せない。）

　②ジャンケンをする。

　③勝った人が誘い，負けた人がそれに答える。

　　（同じカードだったら）お互いサインし合う。先生のところに行き，それぞれ新しいカードを

　もらい，活動を続ける。

　　（違うカードだったら）他の人に質問をする。

同じカードだったら 違うカードだったら

A：Let’s play tennis after school.

B：Yes, let’s. 

　  →それぞれ新しいカードをもらう

A：Let’s play tennis after school.

B： Sorry, I can’t.

　  →他の人に質問する

　④たくさんサインをもらった人の勝ち。

サ
イ
ン

２．上の会話例を参考に，自分の会話を書き起こそう。

　

　

　

　

058-077_28AA1_24-32_sai.indd   68-69 15/11/27   23:00

122 123

play the piano play tennis

listen to music watch TV

cook lunch study English

sing a song practice judo

動詞カード①
カード

絵カード①
カード

094-127_28AA1_40-51_sai.indd   122-123 15/11/27   23:11

付録（絵カード）
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三省堂は, CoNETS プラットフォームを通じてデジタル教科書を提供してまいります。

指導者用 学習者用

『　　　　　　　』

＊現在ご利用中のものとハイブリッド版との差額をお支払いいただくことで、ハイブリッド版へグレードアップすることもできます。
＊年間ライセンスはライセンスを更新していただくと、引き続きご利用になれます。

＊「学習者用」は指導者用デジタルテキストをご購入いただいた学校のみの販売とさせていただきます。
＊これまでご購入いただいた「学習者用」のライセンスはすべて「教科書利用期間一括」に自動延長されています。

　指導用教材　教えやすく, 学びやすいデジタル教科書！

指導者用デジタルテキスト
学習者用デジタルテキスト

指導者用デジタルテキスト①②③〈校内フリーライセンス〉 〈1 年間 or 教科書利用期間一括〉

学習者用デジタルテキスト①②③〈1 端末 1 ライセンス〉 〈教科書利用期間一括〉

OS

OS

ライセンス期間

ライセンス数

価格

価格

インストール方法

インストール方法

年間（1年間） 24,000 円＋税 DVD-ROM /
ダウンロード

DVD-ROM /
ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

年間（1年間） 24,000 円＋税

教科書利用期間一括 80,000 円＋税

教科書利用期間一括

1 ライセンス

一括導入（100ライセンスまで）

大規模導入（校内フリー）

80,000 円＋税

3,000 円＋税

60,000 円＋税

100,000 円＋税

教科書利用期間一括 104,000 円＋税

Windows 版

iOS 版

ハイブリッド版
　（Windows 版＋ iOS 版）

Windows 版／ iOS 版
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授業の流れを考慮した教材アイテムの配置

豊富なムービー

便利なピクチャーカード

充実のフラッシュカード
題材に関する資料映像の他，スピーチやプレゼ
ンテーションを扱った USE Speak などの活動
映像をご用意しました。

本文の場面や内容をイラストや写真で視覚化。
授業展開のうえで，幅広く活用できます。

Words（新出語句）だけでなく，Drill や Word 
Bank にも授業で使えるフラッシュカード機能も
ついています。

■指導者用 ■学習者用

OS OS

ディスプレイ
ディスプレイ

OSOS

ブラウザ
ブラウザ

対応デバイス対応デバイス

その他
その他

ストレージ
空き容量

ストレージ
空き容量

CPU CPU
メモリ メモリ
ハードドライブ
空き容量

ハードドライブ
空き容量

Windows7 SP1，Windows8.1，Windows10 
（32bit/64bit 対応）※ 1

Windows8.1，Windows10 
（32bit/64bit 対応）※ 1

1024 × 768 ピクセル以上
TrueColor（32bit）※ 2

1920 × 1080 ピクセル以上

iOS 8，9 ※ 3iOS 8，9 ※ 3

Internet Explorer 11
Internet Explorer 11

iPad（第 4 世代以降），iPad Air，iPad Pro ※ 4iPad（第 4 世代以降），iPad Air，iPad Pro ※ 4

.NET Framework 4.5 以降   Aero 設定：ON ※ 2 
.NET Framework 4.5 以降 

※ Microsoft, Aero, Internet Explorer および Windows は, 米国 Microsoft Corporation の, 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
※ 1　WindowsRT には対応しておりません。
※ 2　Windows7 の場合のみ。
※ 3　iOS10 には 2017 年 3 月中旬以降に対応予定です。
※ 4　iPad mini には対応しておりません。

（注）指導者用の iOS 版は端末間連携ができないなど, 一部機能に制限があります。

2GB 以上（ビューア 1GB ＋教材 1GB）4GB 以上（ビューア 1GB ＋教材 3GB）

Intel Core i3 以上推奨 Intel Core i3 以上推奨

動作環境や導入にあたっての条件等は CoNETS の Web サイトにて最新の情報をご確認ください。http://www.conets.jp/

4GB 以上 4GB 以上

6GB 以上（ビューア 1GB ＋教材 5GB） 2GB 以上（ビューア 1GB ＋教材 1GB） 

　指導用教材　教えやすく, 学びやすいデジタル教科書！

Windows デスクトップ Windows ストアアプリ

iOSiOS（注）

デジタル教科書

YOU

動作環境（2017 年1 月現在） 動作環境（2017 年1 月現在）
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8
Lesson①　The students   language arts.

 （ ）

②　This girl   .

 （ ）

③　That boy   a speech .

 （ ）

1  右の絵に合うよう，（　　）から適する語句を選ぼう。

⑴ Miki is （ wash  washes  washing ） her face now.

⑵ Koji （ is run  is runs  is running ） now.

□ speak　　□ answer　　□ help　　□ tomorrow　　□ question　　□ sure read a book　本を読む　　talk with friends　友だちと話す　　
clean the classroom　教室をそうじする

⑴  （　　）　⑵  （　　）
⑶  （　　）　⑷  （　　）
⑸  （　　）　⑹  （　　）

Tom      math now.
（ ）

現在進行形の肯定文
を理解し，使おう。8Lesson GET Part 1

教科書 pp.100‐101

Idea Box

A 読む　B 作る
C 飲む　D （じっと）聞く
E 習う　F  立っている

意味が言えるかな?

基本文の確認 基本文の練習BA

CDを聞いて　　に英語を書き取ろう。（　　）には右から意味を選んで記号を書こう。

CDを聞いて英語を書き取ろう。（　　）には英文の意味を書こう。

2  正しい英文になるよう，次の語を適する形にかえて書こう。

⑴  eat → I am  lunch now. （食べている）

⑵ use → Emma is  a computer now. （使っている）

⑶ study → Ken and Kumi are  English now. （勉強している）

⑷ swim → Ms Brown is  now. （泳いでいる）

3  絵を見て，「今～しています。」という英文を完成しよう。

⑴ ⑵ ⑶ ⑷

cook write run talk

⑴ Emma is   now.

⑵ Paul   a letter now.

⑶ Ken   in the park now.

⑷  

CDを聞いて英語を書き取り，英文の意味を完成しよう。教科書の聞き取り

74

1  日本語に合う英文になるように，（　　）の語句を並べかえよう。

⑴ ラージは映画を見ています。　（ Raj  a movie  is  watching ） .
  

⑵ ボブはバスケットボールを練習しています。　（ basketball  Bob  practicing  is ） .
  

⑶ メイリンは宿題をしています。　（ homework  is  her  Meiling  doing ） .
  

学習日　　月　　日

Words

72

POINT

73

2  〔　　〕の指示にしたがって，次の英文を書きかえよう。

⑴ I take pictures.　〔「今～しています」という文に〕
  

⑵ Ken climbs a tree.　〔「今～しています」という文に〕
  

⑶ These birds fly in the sky.　〔「今～しています」という文に〕
  

⑷ Ms Brown reads a book.　〔「今～しています」という文に〕
  

1  絵の人物が今していることを言う英文を２文書こう。

例 Ken is studying English now.

・                                                  

・                                        

2  1  の例にならって，学校の先生や友達が今していることを言う英文を書こう。

                                         

表現しよう

教科書p.108 文法のまとめ

⑴ ⑵

　生徒用教材　教科書で学習した内容が確実に定着する　ワークブック・ドリルブック

学年　判型・頁
1 年　 B5・136 頁　定価（本体 650 円＋税）
2 年　 B5・128 頁　定価（本体 650 円＋税）
3 年　 B5・120 頁　定価（本体 650 円＋税）

● セクションごとに文法・語句・表現などの基本問題を，
　レッスンごとにパラレルな読解問題を配置しています。
● 題材に関するコラムも充実しています。
● 音声 CD にはワークブックの学習に必要な教科書の本
　文・基本文・新出語句の一部の音声を収録しています。

ワークブック

音声CD付き

〈生徒用〉

オールカラー

生徒1人に1枚　音声 CD 付き！

教科書 USE Read とパラレルな英文を読む。

教科書の登場人物と一緒に復習する。

特 長 1

特 長 3

特 長 2

★基本文（POINT）を
　聞いて書く。

★新出語句（Words）を
　聞いて書く。

★本文（GET Part）を
　聞いて書く。

「USE Read のワーク」で読み方を復習し，そして「レッスンのまとめ」で USE Read の英
文とトピックがパラレルな英文を読み，読む力をさらに伸ばします。

（例）

無料

別冊解答付き

車いすバスケットボール

教科書 USE Read

シッティングバレーボール

レッスンのまとめ

車いすラグビー

USE Read のワーク

⇨ ⇨
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　生徒用教材　教科書で学習した内容が確実に定着する　ワークブック・ドリルブック

学年　判型・頁
1 年　 B5・80 頁　定価（本体 430 円＋税）
2 年　 B5・64 頁　定価（本体 430 円＋税）
3 年　 B5・64 頁　定価（本体 430 円＋税）

● 1 項目・1 ページ・10 分で基礎・基本を定着させることが
　できます。
● 繰り返し書くことで文法・語彙を習得することができます。
● イラストが豊富で楽しみながら効果的に練習することができ
   ます。

ドリルブック

3 ステップで繰り返し練習！

STEP 1

STEP 2

STEP 3

特 長

教科書本文から新出文法の文を抜き出す。

既習語を使って新出文法の文を繰り返し書く。

新出文法の文で簡単な自己表現をする。

60 61

次の日本語を英語にしよう。

⑴ あした 　　　　　　　 ⑵ 手伝う 　　　　　　　

⑶ 話す 　　　　　　　 ⑷ すみませんが 　　　　　　　

⑸ 答え 　　　　　　　 ⑹ もちろん 　　　　　　　

次の日本語に合うように，　　　	に適する語を書こう。

 Raj : Hello.　（もしもし）

 Emma : Hello.  This is Emma.  ⑴　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 

　　　　　　　Raj, please?　（もしもし。エマです。ラジと話すことはできますか）

 Raj : ⑵　　　　　　　.  What’s up?　（私です。どうしましたか）

 Emma : ⑶　　　　　　  　 　　　　　　  　 　　　　　  　　 　　  　　　　　 with 

tomorrow’s homework?  I ⑷　　　　　　　 get the answer.

  （明日の宿題を手伝ってくれませんか。答えがわからないのです）

 Raj : ⑸　　　　　　　.  Question 1 or 2?　（もちろんです。問1か2のどちらですか）

 Emma : Question 2, please.　（問 2をお願いします）

次の日本語に合うように，　　　	に適する語句を書こう。

⑴ 美紀の数学の宿題を手伝ってあげてくれませんか。

 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 Miki 　　　　　　　 her math 

homework?

⑵ すみませんが，エイミーと話すことはできますか。

 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 Amy, 　　　　　　　?

⑶ どうしましたか。

 　　　　　　　 　　　　　　　?

次の場合に言う英語を書こう。

⑴ （これらの）ボールを運んでもらえるように依頼するとき。

  

⑵ （依頼されたことに対して）忙しいことを理由に断るとき。

  

語句1

表現2

表現3

表現4

Can you help me? — Sure. / I’m sorry.  I can’t.  I’m busy now.

月　　日

教科書 98ページ

語句・表現ドリル

Can you 〜 ? で「〜してくれませんか」と依頼することができます。
Point

Let’s Talk 7

	 次の絵を表す，現在進行形の文を本文（p.100）から抜き出そう。

⑴ This girl  .

  

⑵ This boy  .

  

⑶ These students  .

  

	 日本語を表す英文を完成させよう。 WB p.89

⑴ コウジは今ピアノを弾いています。

 Koji 　　　　　　　 　　　　　　　 the piano now.

⑵ エイミーは今バイオリンを弾いています。

 Amy 　　　　　　　 　　　　　　　 the violin now.

⑶ ミキは今カレーを作っています。

 Miki is 　　　　　　　 　　　　　　　 now.

⑷ 私は今絵を描いています。

 I 　　　　　　　 　　　　　　　 a picture now.

⑸ トムと私は今コンピュータを使っています。

 Tom and I 　　　　　　　 　　　　　　　 computers now.

	 例にならい，絵の人物になったつもりになって，「私は～しています」という意味を表す文を書こう。

walk my dog

例

do my homework

例  I am walking my dog now.

  

 

1

日本語訳

日本語訳

日本語訳

2

3

「（今）〜しています」「〜しているところです」と，現在動作をしている最中だと言うときは，〈be
動詞（am, is, are）＋動詞の -ing 形〉で表します。

Tom is studying math now.
Point

8Lesson 文法ドリル Part 1GET
月　　日

教科書100〜101ページ

NCrown1-ドリル.indd   60-61 15/11/06   17:03

【採用品】 教科書完全準拠

● 授業の復習から
　→繰り返し練習を手軽に！
● 内容や場面を表すイラスト
　→文の内容や場面を想像する手助けに！

● 既習語を使った練習
　→新出文法の練習に集中！
　→さらに Word Bank の語彙など，単語学習
　　の繰り返しにも！

● 中学生が言いやすい自己表現
　→新出文法を身近な形で定着！

別冊解答付き
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学年　判型・頁
1 年　 B5・136 頁　定価（本体 400 円＋税）
2 年　 B5・136 頁　定価（本体 400 円＋税）
3 年　 B5・128 頁　定価（本体 400 円＋税）

● 新出語句や授業で学んだことを書き込み，
　まとめや整理ができる学習ノートです。
● 予習・復習，定期テスト前のまとめに効果的です。
● Lesson の Part ごとに POINT 文とその解説が示されています。
● 脚注に POINT 文以外の文法項目・表現などの情報も加えています。

英語サブノート

新出語句や文法・表現を書いて整理するノート！特 長

　生徒用教材　英語の基礎基本を定着する英語サブノートと　ペンマンシップ+フォニックス

具体例 1

具体例 2

具体例 3

具体例 4

POINT文（基本文）とその解説。

新出語句を記入して整理。

文や語句を練習。

POINT文以外の重要事項を説明。

● POINT 文の日本語訳もつけています。

● 品詞の記入欄もあります。

● 授業中のメモや復習時の整理にも
　活用できます。
　※ 1 年のみ, 4 線に書きます。

● 見開き右ページでは題材に関する情報も
　加えています。

2色刷
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音声CD付き

〈教師用〉

オールカラー

判型・頁
 B5・40 頁　定価（本体 300 円＋税）

● アルファベット・単語・英文の書き方を系統的に練習します。
● 英語を書くときのコツや，英文字について知っておくと役立つ
　 コラムを掲載しています。
● 教科書と同じ手書きの書体を手本にし，4 線の上で練習します。
● フォニックスに対応しています。
　教師用には指導用の CD が 1 枚付いています。

ペンマンシップ
+フォニックス

教科書完全準拠のペンマンシップ特 長 1

● 教科書の手書き風書体・イラス
　ト・単語・英文をそのまま使用
　しています。

充実のフォニックス

充実のペンマンシップ

特 長 2

特 長 3

● 活動のための指導用ＣＤが付いています。

● 小文字を中心にアルファベットを書く練習が充実しています。
● きれいに，速く書けるように始点・終点・一筆書きを意識させます。
● 段落を追って単語や英文を書く練習に取り組みます。

全12ページ

全27ページ

　生徒用教材　英語の基礎基本を定着する英語サブノートと　ペンマンシップ+フォニックス 【採用品】 教科書完全準拠
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【採用品】

【採用・
　店売品】

【店売品】

教科書の本文と基本文，新出語句（単語・
連語）の読みを教科書配列順に収録してい
ます。

教科書の内容に関する基礎から応用までの
力を養成する総合問題集です。巻末の定期
テスト予想問題でテスト対策も万全です。

基本的な文型・文法の定着を図り，例文を
暗記・活用するための整理帳。教科書の配
列に準じ，左頁に英文，右頁に和訳の構成。
各 Lesson に確認問題を収録。

教科書に出てくる全ての語句・表現を収録。
教科書の本文を用例文として示し，本文を
学習しながら単語が覚えられます。

教科書の内容を理解するための解説書で
す。本文の日本語訳や各文の説明，学習
のポイントやテスト直前の整理がわかり
やすくまとめられています。

採用品の「リスニング CD」に，教科書の
リスニング問題の音声を追加して収録した
市販用の CD です。

学年　規格等
1 年　CD　2 枚　　価格（本体 2,200 円＋税）
2 年　CD　2 枚　　価格（本体 2,200 円＋税）
3 年　CD　2 枚　　価格（本体 2,200 円＋税）

学年　判型・頁
1 年　B5・144 頁　定価（本体 1,000 円＋税）
2 年　B5・144 頁　定価（本体 1,000 円＋税）
3 年　B5・144 頁　定価（本体 1,000 円＋税）

学年　判型・頁
1 年　B6・80 頁　　定価（本体 480 円＋税）
2 年　B6・64 頁　　定価（本体 480 円＋税）
3 年　B6・72 頁　　定価（本体 480 円＋税）

学年　判型・頁
1 年　B6・224 頁　　定価（本体 800 円＋税）
2 年　B6・192 頁　　定価（本体 800 円＋税）
3 年　B6・176 頁　　定価（本体 800 円＋税）

学年　判型・頁
1 年　B5・216 頁　定価（本体 2,000 円＋税）
2 年　B5・216 頁　定価（本体 2,000 円＋税）
3 年　B5・208 頁　定価（本体 2,000 円＋税）

学年　規格等
1 年　CD　2 枚　　価格（本体 3,400 円＋税）
2 年　CD　2 枚　　価格（本体 3,400 円＋税）
3 年　CD　2 枚　　価格（本体 3,400 円＋税）

　生徒用教材
リスニング CD

教科書ガイド CD　　　　 教科書ガイド CD　　　　 教科書ガイド CD　　　　 教科書ガイド CD　　　　 

実力アップ問題集　　　　　オールカラー　　　　　　　　　　　　　　　

英語の基本文型（暗記用シート付き）　　　　  2 色刷　　　　  　　　　  　　　　  

英単語集（暗記用シート付き）　　　　  2 色刷　　　　  　　　　  　　　　  

教科書ガイド　　　　  2 色刷　　　　  　　　　  　　　　  

教科書完全準拠

別冊解答付き
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三省堂

15 三省堂 1年 英語 730 2年 英語 830 3年 英語 930

指導書・教材のご案内

三省堂 〒 101-8371 東京都千代田区三崎町 2-22-14　　TEL（03）3230-9411（編集）・9412（営業）

http://tb.sanseido.co.jp/english/newcrown/

※当パンフレットの記載情報は2017 年1月現在のものです。

●大阪支社    　〒 530-0002 大阪市北区曽根崎新地 2-5-3　TEL（06）6341-2177
●名古屋支社 〒 460-0002 名古屋市中区丸の内 3-21-31 協和丸の内ビル 2F　TEL（052）-953-9211
●九州支社 〒 810-0012 福岡市中央区白金 1-3-1　TEL（092）-531-1531
●札幌営業所 〒 060-0042 札幌市中央区大通西 15-2-1 ラスコム 15 ビル 3F　TEL（011）616-8722

内田洋行　教室用音声教材
バーコードリピーター　NEW CROWN 1・2・3

英語教科書・教育情報サイト
SANSEIDO ENGLISH 

● 専用のバーコードリピーター（ハード）
を使用して，呼び出したい文章や単語
のバーコードを付属のペンでなぞるだ
けで，該当箇所の音声を瞬時に再生で
きます。

● 机間指導をしながらのリモート操作も
可能です。

〈お問合せ先〉

周辺教材が揃っています 　〈許諾商品〉

●平成28～32年度中学校用

※当社が許諾し，株式会社内田洋行から刊行されている商品です。

NEW CROWNメールサポート   
newcrown@sanseido-publ.co.jp
・教科書，指導書，付属教材などに関するご質問にお答えします。

東京 〒135-0016 東京都江東区東陽 2-3-25 ☎ 03（5634）6280

大阪 〒540-8520 大阪市中央区和泉町 2-2-2 ☎ 06（6920）2480

札幌 〒060-0031 札幌市中央区北1条東 4丁目 1-1 ☎ 011（214）8630

福岡 〒810-0041 福岡市中央区大名 2-9-27 ☎ 092（735）6240


