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N e w T r e a s u r e シリ ーズ の コン セプト・特 長
Stage 1

Third Edition
（全12レッスン）

技能別到達レベル

Stage 2

Third Edition
（全12レッスン）

Stage 4 Second Edition
（全11レッスン）

（全10レッスン）

（全12レッスン）

Stage 5

中1 〜中2範囲

中2 〜中3範囲

中学の復習・高校基礎

高校全範囲

受験対応

英語の文の形と時制の基本（現在・過
去・未来を表す文）
を確実に身につけま
す。

節や後置修飾などを学び、英語の表
現力を高めます。Stage2までで、中学
範囲の文法事項を学習します。

中学範囲をスパイラルに復習しな
がら、
大学入試に必要な文法事項
の基礎を一通り押さえます。

高校範囲の文法事項を体系的
に学習し、大学入試に必要な文
法事項の学習を完成させます。

難 関 大 学で要 求される英 語力
を養うため、各レッスンの本文中
で、大学入試で問われやすい構
文を学習します。

語数：約90〜300 words

語数：約400 〜 600 words

語数：約600 〜 800 words

語数：約800 〜 1,000 words

語数：約1,000 〜 1,400 words

自己紹介や日本文化などの身近な話題
から入り、世界各国の文化や社会的な
問題へと視野を広げていきます。
レポー
ト、手紙、伝記などの英文を通し、英語
への興味を深めます。

異文化や世界情勢についての理解を
より深め、中学生が興味を持てる題材
を通して、基礎読解力を高めます。ま
た、
スピーチなどの発信につながる実
用的な形式の英文も扱います。

人文・社会・自然科学など、大学
入試をより意識した題材を扱い
ます。
また、前後の文脈を読み取
る必要のあるエッセイや物語な
ど、より長い英文を読み込む訓
練を行います。

大学入試の基礎レベルの英文
を通し、大学入試を見据えた読
解力を底上げします。
また、
リー
ディングスキルを段 階 的に養
い、情報を整理し、英文の主題
をとらえる力を身につけます。

大学入試の標準〜発展レベルの
英文を扱います。高校生の知的
好奇心を育む入試頻出のテーマ
を扱い、実戦力を強化します。
ま
た、英文の要旨を読み取り、
まと
める力を養います。

Pronunciationでは個々の発音を学
習した単語をもとに扱い、聞き取る・発
話する力の土台を養います。また、
レッ
スン中の英文を通して、特定の言語機
能や日常的な場面と結びついた定型表
現を学習します。

Pronunciationでは、個々の発音に
加え、単語や文のつながり、
リズムな
ども豊 富に扱います。また、U s e &
Checkのエクササイズを通して、英語
を聞き取る力や話す力を伸ばすことが
できます。

P r o n u n c i a t i o n で は 、大 学
入 試でもよく問 われる音 の 区
別 や 、強 勢 な ど を 扱 い ま す。
Communicaitonでは、ディス
カッション・制作のそれぞれの話
題ごとに、
よりクラスでの活動に
重きを置いた内容を扱います。

読 解 素 材の導 入や内 容 理 解
問 題 を音 声 にて出 題し、より
実戦的な聞き取り力を養いま
す。また、S H A R I N G YO U R
OPINIONでは読解素材に関連
したテーマで自分の意見を述べ
る練習をします。

読解素材の導入や内容理解問
題を音声にて出題し、
より実戦的
な聞き取り力を養います。

書く・発信する

Actionでは、Readで扱ったテーマに
関連した内容について自分の立場で述
べる短い英文を完成させます。フォー
マットに沿って英文を完成させること
で、パラグラフ・ライティングの基礎を
段階的に身につけます。

Actionでは、Readで扱ったテーマに
関連した内容について自分の考えを
述べる発信力を養成します。具体例や
理由を添えるなど、書く力と合わせて
相手を納得させるための論理的な思
考力も身につけます。

レッスンのターゲット文法を用
いた 英 作 文 に加え 、C r i t i c a l
Thinkingでは、パラグラフ・ライ
ティングの手法を学びます。
１パ
ラグラフ程度の論理的な英文が
書けることを目指します。

部分空所補充の形で１パラグ
ラフ程 度の要 約を完 成させる
トレーニングを行います。また、
ターゲット文法や重要表現を用
いて、和文英訳や自分のことに
ついて書く練習をします。

１、
２パラグラフ（150語程度）
の論理的な英文を書くトレーニ
ングを行います。
また、Reading
英文の要約や、大学入試頻出表
現を用いた和 文 英 訳を扱いま
す。

語彙数

約1,200語

約1,100語

約800語

約800語

約850語

コマ数

約120コマ
１レッスンあたり約10コマ

約135コマ
１レッスンあたり約11コマ

約145コマ
１レッスンあたり約12コマ

約90コマ
１レッスンあたり約８コマ

約90コマ
１レッスンあたり約９コマ

文法

読む

聞く・話す

（めやす）

編集の基 本 方 針
大学入試で要求される英語力と実社会で求められる実践的英語力を育成します。
語彙や文法に制限のある検定教科書だけでは
「読む絶対量」
が少なく、英語力の土台となる文法の解説も十分ではあり
ません。
『New Treasure』
は、
「多彩な英文」
「豊富な語彙」
「充実した文法解説」
で、大学入試や実社会に対応できる
英語力を身につけることを目指しています。

「読む・書く・聞く・話す」
の４技能をバランスよく身につけるとともに、
論理的思考力、
コミュニケーション力を伸ばすという面を強化します。
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Stage 3 Second Edition

近年の大学入試では、読解問題の英文が長文化する傾向にあり、短時間で情報を読み取る訓練が必要となりま
す。また、自分の考えをまとめ、相手に伝わるように表現する力が必要な英作文などの出題も増えています。
『 New
Treasure』
では、英語学習の早い段階から、論理的思考力やコミュニケーション力を伸ばすための訓練を段階的に行
います。

文法シラバスの検定教科書との比較
文法事項

現在
現在進行形
過去
過去進行形
未来

検定教科書

中1

New
Treasure

未来
比較

Stage1（中1）

不定詞
接続詞
動名詞
受動態

中2

※各Stageを1年間で学習する場合を想定しています。

現在完了
分詞（形容詞用法）
関係代名詞
形式主語
間接疑問
仮定法

過去完了
使役動詞・知覚動詞
関係副詞
分詞構文
仮定法

高校範囲の
文法学習の完成

中3

高1・高2

ー

Stage3（中3）

Stage4
（高1）

Stage2（中2）

※新課程においては、一部の文法事項の学習時期が変更されるため、移行期にSecond Editionをご利用の学年はご注意ください。
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N e w T r e a s u r e シリ ーズ

良質な英文

採用校Voice

大学入試などの英文分析をふまえ、成長段階
に応じた多彩なテーマ・スタイルの英文素材
を扱っています。
また、
さまざまな視点、広い視
野で世界をながめ、世界中の人々の生活に思
いをはせるきっかけとなるテーマ
（SDGs関連
テーマを含む）
を盛り込んでいます。

Readパートの英文は、内
容としておもしろく、勉強
になるものも多い。また、
Read本文の英文形式を
まねて生徒にプレゼンの
練習をさせる発展学習は、
生徒からも好評だった。

の コン セプト・特 長

充実した文法解説
必須となる文法事項を、暗唱にも適した例文+
網羅的な解説の構成で、段階に応じて十分に
扱いました。
特に前半のStageではGrammar in Useパー

採用校Voice
特に前半のStageは、文
法をじっくり基礎づけられ
るところがよい。その上で
英語力全体を高度化する
ことに役立っている。

トを設け、
セクションごとに見開きで構成してい
ます。
セクション内がさらにいくつかのパートに
分かれており、授業内容や到達目標に応じて取
り組みやすいつくりになっています。

豊富かつ適切な語彙

採用校Voice

大学入試で求められる標準的な語彙数は、基
本形方式で4,000〜5,000語程度です。
『New Treasure』
では、Stage 1～2で、
その土台となる約2,300語（基本形方式）
を身
につけることができます。また、検定教科書や
大学入試などの語彙分析をもとに、各段階で

『New Treasure』
を採
用した一番の理由は、語
彙が豊富な点。単語集を
併用しているので、テキス
ト上で新出語句に多くの
時間を割かなくても学習
を進めることができる。

コミュニケーション力の養成
身近な場面設定で、
日常でもよく使われる会話
表現や定型表現を盛り込み、文法知識だけで
なく
「どんな場面で使うのか」
も意識しながら習
得できるようにしています。
また 、U s e & C h e c kコラムの口 頭 演 習や
Pronunciationパートの内容を充実させ、

必要な語彙を選定し、基本語は本文中に何度

ターゲット文法を実際に運用できるようになる

も登場させます。 Stage 1では、小学校教科

ところまで引き上げます。

書で扱っている語彙も多く含めています。
検定教科書

New Treasure Online Speaking（詳細はp.38）では、各レッスン
のGrammarポイントに準拠したマンツーマンの英会話レッスンで、効
果的に
「話す」
「聞く」
力を伸ばすことができます。

計4,000～5,000語（2021年度指導要領）

履修時期
語彙数のめやす

New Treasure

小学

中学

高校

600～700語

1,600～1,800語

1,800～2,500語

論理的思考力の養成
英語の４技能をバランスよく伸ばすことに加えて、
「 論理的な思考力を養い、

Third Edition

英語の論理を学ぶ」
ことを重視し、
「論理的に考える技術（Critical Thinking

履修時期

Stage 1

Stage 2

Stage 3～

語彙数のめやす

1,200語

1,100語

主に高校レベル

Skills）」
を身につけるためのトレーニングを段階的に行います。
前半のStageでは、情報を整理し、分類するといった基礎的な演習を積みま
す。後半のStageからは、
パラグラフの構成を理解し、
フォーマットに沿って英
文を書く演習を行います。最終的には、本文の要旨を読み取り、
自分の考えをま
とめ、論理的に相手に発信できるようになることを目指します。
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Third Edit io n

S TA GE 1・2 改訂ポイント

1

2

PO INT

P O INT

G r a mm arパートの本 文をリニューアル！
Second EditionのGrammarパートでは、対話を中心とした

Third EditionではStage1・2ともLesson 1からReadを掲載し、12レッスン分のReadに

英文を用いてターゲット文法に触れていました。

Further Reading 2本を追加した合計14本の英文素材をご用意いたします。SDGsに関連し

Third Editionではよりリアルで多彩な形式の英文を使っ

たテーマも豊富に扱い、
身近なこととして考えさせられるような英文を増やしました。

てター ゲット文 法 に触 れられるよう、本 文をすべて一 新し、

NEW

Third Editionで新しくなった英文

Grammar in Useとしてリニューアルしています。
また、
買い物や

Stage

Lesson

レストラン、電話でのやりとりなど日常的な場面設定の会話も本

1

1

Nice to Meet You,

1

2

My Family（私の家族）

自己紹介
質疑応答

1

5

Bali - an Island of Gods（神々の島 － バリ島）

プレゼンテーション

1

Further
Reading

My Hero: Steve Jobs（スティーブ・ジョブズ）

伝記

1

10

（プラスチック容器削減のための
「食べられる水」）

Let's Drink and Eat Water Bubbles.

会話
記事

（SDGs － 児童労働・貧困を知る）

文で積極的に扱っており、
「生きた英語」
「使える英語」
を通して文法を学習することができます。
Third Editionでは本文の自然さを重視し、本文に含まれるターゲット文法を一部減らして
います。

英文の形式

Second Edition

Third Edition

対話文が中心

対話・チャット・日記・ネット投稿など
バリエーション豊かに

テーマ
（予定）

英文の語数

30～70語程度（Stage1）
50～100語程度（Stage2）

30～80語程度（Stage1）
70～110語程度
（Stage2）

1

11

英文に含まれる
ターゲット文法

平均3～4つ程度

平均2つ程度

1

Further
Reading

2

2

（外来種の影響とは）

2

5

（アニメスタジオの比較）

2

Second Edition

活動コラムも一部改訂
Second Editionの
「Speak and Check」
を改訂した
「Use & Check」
コラムでは、
リスニ
ングのエクササイズも登場します。
6

R e adがますます充 実！

Third Edition

形式

Friends!（こんにちは、みなさん！）

自己紹介

What Can We Do for the World?

説明文

The Big Smiles of Children in Ghana

説明文

The Impact of Non-Native Species

説明文

（ガーナの子供たちに笑顔を）

Disney and Ghibli Fascinate the World

会話
プレゼンテーション

7

Food Waste in Japan（食料廃棄をなくそう）

スピーチ

2

9

Thank You, Kaka Murad（中村哲さんの生涯）

伝記
論説

2

11

2

12

A War Storyteller From the Himeyuri
Student Corps（ひめゆりの少女が伝えたいこと）

物語文

2

Further
Reading

Can Magnets Help the Growth of Soybean
Seeds?（磁石の効果を検証する）

プレゼンテーション

AI and Man Working Together

（AIと人間は共存できるか）

説明文

SDGs（Sustainable Development Goals「持続可
能な開発目標」）が提唱されて以来、日本の学校では
SDGsを意識した学習活動や、SDGsのような人類共
通の課題に取り組むプロジェクト学習が増えつつあります。New Treasureでも、SDGs成立の
背景にある現状・課題とSDGsについて知るきっかけとなる英文素材を掲載しています。
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3

4

PO INT

P O INT

語 彙とKey Po in tの例 文を
全面的に見 直し

A c t i o nパートが新 登 場！
レッスンの総まとめとして4技能を強化し、表現力・発信力を養成する
Third Editionでは、
Actionパートが新たに登場します。Readパートの本文に関連したテーマについて学習を深め、

語彙を再選定

習熟度に応じてアクティブラーニングやPBL（協働学習／課題解決学習）
の活動が可能です。

2020年度から新しい小学校学習指導要領が実施され、小学3年生から英語が必修化、小学5

3ステップに区切って、段階的に活動を行います。

～6年生では英語が正式な教科となりました。小学校を卒業するまでの履修英単語数は、600

Prepare

～700語と言われています。

Third Editionでは、小学校教科書に

Second
Edition

登場する語彙やCEFR-Jの語彙リストを分析
し、教科書で扱う語彙の再選定をおこなって

Third
Edition

Stage 1

約1,100語

約1,200語

1,200語の単語を扱い、
その中には小学校教

Stage 2

約1,000語

約1,100語

科書で扱っている語彙も多く含めています。

Stage 3

約800語

のではなく、活動や本文など、自然な文脈で

Stage 4

約1,000語

扱い、それぞれの語彙を自発的に運用できる

Stage 5

約900語

います。Stage 1・2ではそれぞれ約1,100～

New Treasureでは単に単語を羅列する

状態まで引き上げることを目指しています。

日本語／英語

Share
英語

Discuss

検討中

日本語／英語

Key Point例文は、多くの学校で暗唱や書き取りテス
トなどの活動に使われています。Third Editionで
はKey Point例文も全面的に見直し、以下の3点を意
識して改訂しました。

1
2
3
8

レッスン、セクション間の例文数
のばらつきを極力なくす
例 文に含まれる新 出 語 彙を
Second Editionより減らす
どんな場面で使用されるのかが
わかる自然な文脈にする

tion
d Edi
Secon 採用校への
1
Stage グ結果より
ヒアリン

Stage 1を利用した

最も多い活動

１位：
Key Point例文の暗唱

単語テストも行い、例文の暗唱
テストもしている、
というケース
が多数

２位：
Grammar本文の音読
３位：
ペアワーク

自分の意見や、調べた内容をク
ラスメイトに発表する

発表内容をふまえて、
クラスで議
論する

最後にReview the Lessonのコーナーで、学
習した表現を場面や状況に応じて活用し、
レッ
スン冒頭で掲げた目標に到達していることを
確認します。

なお、単語の音声はテキスト掲載の二次元コードから聞くことができます。

Key Point例文も大幅改訂

まず自分で調べてみる・自分の
言いたいことを整理する

思考力を鍛えるエクササイズを各所に
Second Editionでは、
「 Critical Thinking」や「Communication」パート、
「Speak and Check」
コラムなどについて、授業時間の都合等で全部は使い切れない
という声を複数いただいておりました。
特に「Critical Thinkingがよい活動なのは分かるが、授業内では扱い切れない」
と
いう声が多く、Third EditionではCritical Thinkingを独立したパートには
し な いレッスン 構 成としてい
ます。
「 Grammar in Use」や
「 R e a d 」パートの 英 文 を使っ
て、各所で思考力を鍛えるエクサ
サイズを配置しました。
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Th ird Edit io n Sta ge1 ～3

文法シラバス

Third Editionでの変更ポイント
Stage

１

Lesson 1の前にLet's Start!で復習

小学校で学習した表現の復習
（I like ～ や I can ～ など）
と、
中学校へのスムーズな
導入
（英文ルールの紹介）
を目的としたLet's Start!から学習を始めていただけます。

※シラバスの内容は予告なく変更する場合があります。
※Stage3以降は2023年度以降、順次改訂する予定です。

Sta ge２
接続詞１／感嘆文

7

接続詞２／助動詞表現

8

3

文型

9

4

不定詞

10

関係代名詞

5

動名詞

11

不定詞の発展的用法

6

受動態

12

間接疑問／付加疑問／仮定法

1

2

14 レッスン→12 レッスンに再編

「単数と複数」
と
「未来を表す表現（be going to）」
を他のレッスンと統合・再編し、
12レッスン構成としました。

Stage

2

新指導要領にも対応したカリキュラム

新課程で新たに中学範囲に含まれた
「現在完了進行形」
「原形不定詞」
「仮定法の基
礎」
を新たに追加しました。

「感嘆文」
「接続詞」
をステージ冒頭に

オールイングリッシュの授業でも使いやすい
「感嘆文」
や、対話や発表などでよく使う
「接続詞」
を早い段階で扱います。使える表現の幅を増やし、I think ～ because
… など自分の考えを発信できるつくりにしています。

Sta ge１
1

2

3

4

5

6

be動詞の文１

I am〔You are〕～／This
〔That〕is ～／
a〔an〕

be動詞の文２

He〔She〕is ～／What is ～?／形容詞／
Who is〔are〕～?

一般動詞の文１

一般動詞の文／What do you …?／
名詞の複数形／指示代名詞／
代名詞の目的格

8

9

一般動詞の文２
（3人称単数）
／疑問詞１

10

所有代名詞／疑問詞２

11

命令文／canを用いた文

12

一般動詞の文（3単現）／Where …?／
When …?
所有代名詞／Whose …?／
How＋形容詞 …?／Which …?
命令文／Let’s …／canを用いた文

進 度の例
10

7

現在進行形

等位接続詞 復習 ／命令文, and/or …／
時を表す接続詞／感嘆文
条件・理由・譲歩を表す接続詞／接続詞that／
Shall〔we〕
I
…? ／ Will you …?／have to
文型（SV／SVC／SVO／SVOO／SVOC）
名詞用法／副詞用法／形容詞用法
動名詞／不定詞と動名詞／慣用表現

受動態／by以外の前置詞をとる受動態／
SVOO・SVOCの受動態

現在完了

現在完了の文（完了・結果、経験、継続）／
現在完了進行形

名詞／不定代名詞／再帰代名詞

名詞の種類／不定代名詞／再帰代名詞

後置修飾／分詞による修飾

前置修飾と後置修飾／分詞の形容詞用法
主格の関係代名詞／目的格の関係代名詞
形式主語（it ～ to …）／SVO＋to …／
疑問詞＋to …／too ～ to …／
原形不定詞（let，helpなど）
間接疑問／付加疑問／
仮定法の基礎（仮定法過去・I wish …）

Sta ge３
時制・助動詞のまとめ

7

2

不定詞を含むさまざまな表現

8

be動詞の過去形／過去進行形／
特別用法のit

3

知覚動詞／使役動詞

9

be going to／助動詞

4

受動態の発展的用法

10

分詞／分詞構文

There is
〔are〕～の文

5

副詞節

11

仮定法

比較

6

関係代名詞

12

さまざまな表現（強調／否定／倒置）

現在進行形の文／現在形と進行形

一般動詞の過去形

一般動詞の過去形（規則動詞・不規則動詞）

be動詞の過去形

be going toを用いた文／How …?／
Why …?／will・can・may・must
There is〔are〕～／
数や量の多少を表す表現

原級／比較級／最上級／
疑問詞を用いた比較級の疑問文

『New Treasure』
は、Stage1・2で中学範囲の文法事項、Stage3で高
校範囲の基礎を終える充実した内容となっています。
そのため、中学範囲を２年で終える進度、
あるいは2.5年〜３年で終える進
度で進めていただくなど、
ご指導方針に合わせ、
ご利用のStageを適宜ご調
整ください。

1

完了形（過去完了・過去完了進行形）／
推量を表す助動詞／助動詞＋have＋過去分詞
it ～ of － to …／in order to／
不定詞の否定形
知覚動詞／使役動詞／seem to／
完了不定詞
知覚動詞・使役動詞の受動態／
助動詞を用いた受動態／進行形／完了形

相関接続詞／
時、
原因・理由、
譲歩、
目的、
結果を表す接続詞
関係代名詞whose／関係代名詞what／
制限用法と非制限用法

学年
時期（学期） 1

進度2年
進度2.5年
進度3年

中1
2

3

Stage1
Stage1
Stage1

1

中2
2

3

1

Stage2

中3
2

Stage3

Stage2
Stage2

関係副詞

関係代名詞と前置詞／関係副詞

名詞節

疑問詞に導かれた名詞節
名詞節を導くif，whether

復習

／

さまざまな比較表現

比較を用いた文の書き換え／倍数表現／
比較級・最上級を用いた表現

3

SVC（＝分詞）／SVOC
（＝分詞）／
分詞構文
仮定法過去／仮定法過去完了／
I wish …／as if …
強調構文／強調語句／
部分否定と全体否定／倒置
高1
2

1

3

1

Stage4
Stage3

高2
2

Stage5
Stage4

Stage3

3

1

高3
2

3

受験対応

Stage5

受験
対応

受験対応
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Stage 1

Third Edition

１レッスン の 流 れ

B5判／196ページ／フルカラー／ISBN978-4-86531-359-8／
定価 1,320円
（税込）
本文データ・
テスト作成ソフト
詳細はp.39

履修内容

Lesson

1
2
3
4
5

詳細はp.38

Nice to Meet You, Friends!

be動詞の文２

He〔She〕is ～／What is ～?／形容詞／
Who is〔are〕～?

My Family

（私の家族）

一般動詞の文１

Interview with a Sushi Chef in

一般動詞の文２
（3人称単数）／疑問詞１

Smithsonian National Zoo

the US
一般動詞の文／What do you …?／
名詞の複数形／指示代名詞／代名詞の目的格 （寿司職人へのインタビュー）
一般動詞の文（3単現）／Where …?／
When …?

所有代名詞／疑問詞２

所有代名詞／Whose …?／
How＋形容詞 …?／Which …?

現在進行形

8

一般動詞の過去形

9

be動詞の過去形

命令文／Let’s …／canを用いた文
現在進行形の文／現在形と進行形
一般動詞の過去形（規則動詞・不規則動詞）

be動詞の過去形／過去進行形／特別用法のit

Volunteer Activities

（ボランティア活動の体験）

Greetings from Alaska

（アラスカからの絵はがき）

Alex's Lemonade

（アレックスのレモネード）

be going toを用いた文／How …?／
Why …?／will・can・may・must

There is
〔are〕～の文

There is
〔are〕～／数や量の多少を表す表現

Let's Drink and Eat Water
Bubbles.（プラスチック容器削減のための

「食べられる水」）

What Can We Do for the World?

（SDGs － 児童労働・貧困を知る）

The Big Smiles of Children in Ghana

（ガーナの子供たちに笑顔を）

Languages in India

原級／比較級／最上級／疑問詞を用いた比
（インドの言語事情）
較級の疑問文

文法シラバスの特長

Lesson Goal

自己紹介

インタビュー
Eメール
会話

単語音声

Warm Up

Key Point

二 次 元コードから
単語欄の単語音声
が再生できます。

発信などの活動で重
要となる語句を学習
します。

自己紹介

ター ゲット文 法を
詳しく学ぶための
例文と解説。

３～６コマ程度

Action

Read

発展学習

読解学習

Pre-Reading

背景説明や本文を
読むためのヒントを
掲載。

プレゼン
テーション

本文

面接

手紙
伝記
伝記
会話
記事

英文は見開き完結
で、既習文法のみで
読解できる内容で
す。

Re ad本文に関連
したテーマについ
て学習を深め、
習熟
度に応じてアクティ
ブラーニングやPBL
（ 協 働 学習／ 課 題
解 決 学習）の活 動
が可能です。

観 光 パン
フレット

Read & Think

本文の内容を整理
するための設 問で
す。

１コマ程度

２コマ程度

Word Square

Pronunciation

単語の学習

発音の学習

説明文
説明文
Eメール

扱う文法事項のめやす：中１〜中２範囲

●身近な場面で自ら表現する内容を増やせるよう、段階的に文法事項を学習できるシラバスです。
●小学校で学習した表現（I like ～ や I can ～ など）
の復習と、
中学校へのスムーズな導入（英文ルールの紹
介）
を目的としたLet's Start!を巻頭に掲載しています。
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ター ゲット文 法を
定着させ、運用でき
るようになるための
ドリル。

レッスンの到達目標
を確認します。

Hospital Clowns
会話
（ホスピタル・クラウン － 病気の子供に笑顔を） レポート

（スティーブ・ジョブズ）

be going to／助動詞

比較

Bali ー the Island of Gods

（神々の島 － バリ島）

My Hero：Steve Jobs

Further Reading 1

Further Reading 2

（ワシントンD.C.のスミソニアン国立動物園）

文法セクション
（各レッスン2～4セクション）

Use & Check

Read（読解用英文内容）

I am
〔You are〕～／This
〔That〕is ～／a
〔an〕 （こんにちは、
みなさん！）

7

12

詳細はp.36

Grammar in Use

Lesson Goal

レッスンに入る前の導入学習

全12レッスン+Further Reading（2本）
Read 本文語数：約90〜300words

be動詞の文１

命令文／canを用いた文

11

オンライン英会話

Grammar（文法事項）

6

10

デジタル教材

本文

さまざまな場 面で
のやりとりを通して
ター ゲット文 法に
触 れます。英 文 は
30〜80語程度で、
音 読にも適してい
ます。

口頭練習用にジャンルごと
にまとめているので、効率
よく単語を学習できます。

英 語の音の基 礎や特 徴
を集中的に学習します。

１コマ程度
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Stage 2

Third Edition

１レッスン の 流 れ

本文データ・
テスト作成ソフト
詳細はp.39

履修内容

Lesson

1

デジタル教材

オンライン英会話

詳細はp.36

詳細はp.38

接続詞１／感嘆文

等位接続詞 復習 ／命令文, and/or …／
時を表す接続詞／感嘆文

14-Year-Old Students Around
the World （世界の14歳）
The Impact of Non-Native Species

3

文型

The World’s Favorite Children’s
Author（ある作家の伝記）

4

不定詞

Takashi’s Speech About the

5

動名詞

6
7

条件・理由・譲歩を表す接続詞／接続詞that／
（外来種の影響とは）
Shall 〔we〕
I
…? ／ Will you …?／have to
文型（SV／SVC／SVO／SVOO／SVOC）
名詞用法／副詞用法／形容詞用法
動名詞／不定詞と動名詞／慣用表現

受動態

受動態／by以外の前置詞をとる受動態／
SVOO・SVOCの受動態

現在完了

現在完了の文（完了・結果、経験、継続）／
現在完了進行形

8

名詞／不定代名詞／再帰代名詞

9

後置修飾／分詞による修飾

名詞の種類／不定代名詞／再帰代名詞
前置修飾と後置修飾／分詞の形容詞用法

11

12

関係代名詞

主格の関係代名詞／目的格の関係代名詞

不定詞の発展的用法

形式主語（it ～ to …）／SVO＋to …／
疑問詞＋to …／too ～ to …／
原形不定詞（let，helpなど）

間接疑問／付加疑問／仮定法

間接疑問／付加疑問／
仮定法の基礎（仮定法過去・I wish …）

Further Reading 2
文法シラバスの特長

ラジオ放送

会話
プレゼン
テーション

Forests in Sumatra

論説
スピーチ

伝記
論説

Thank You, Kaka Murad

伝記
論説

（中村哲さんの生涯）

A Jackal Met a Man for the First
物語
Time（東南アジアの民話−ジャッカルと人間）
AI and Man Working Together

説明文

A War Storyteller From the
Himeyuri Student Corps

物語文

（AIと人間は共存できるか）

（ひめゆりの少女が伝えたいこと）

A Woman Who Changed People's
Old Ideas（アメリア・エアハート）

Action

Read

発展学習

読解学習

Pre-Reading

背景説明や本文を
読むためのヒントを
掲載。

本文

英文は見開き完結
で、既習文法のみで
読解できる内容で
す。

Re ad本文に関連
したテーマについ
て学習を深め、
習熟
度に応じてアクティ
ブラーニングやPBL
（ 協 働 学習／ 課 題
解 決 学習）の活 動
が可能です。

Read & Think

本文の内容を整理
するための設 問で
す。

１コマ程度

３コマ程度

Word Square

Pronunciation

単語の学習

発音の学習

伝記

扱う文法事項のめやす：中２〜中３範囲

●Stage2までで、検定教科書の中３までの範囲を終えられるようにしました。Stage2の負荷が重くならない
よう、高校範囲の
「過去完了」
「知覚動詞」
「分詞構文」
などはStage3で学習します。
●まとめて確認・定着させたい
「時制」
や
「助動詞」
「比較」
などは、巻頭や巻末にまとめページを設けています。
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ター ゲット文 法を
詳しく学ぶための
例文と解説。

３～６コマ程度

スピーチ

Skating for Peace

（平和への思いを乗せたダンス）

Key Point

二 次 元コードから
単語欄の単語音声
が再生できます。

文の構成や品詞、時
制を学習します。

説明文

Disney and Ghibli Fascinate the
World（アニメスタジオの比較）

Food Waste in Japan

単語音声

Warm Up

自己紹介

Can Magnets Help the Growth of
プレゼン
Soybean Seeds?（磁石の効果を検証する） テーション

Further Reading 1
10

Lesson Goal

Sanshin（沖縄の三線についてのスピーチ）

（食料廃棄をなくそう）

ター ゲット文 法を
定着させ、運用でき
るようになるための
ドリル。

レッスンの到達目標
を確認します。

スピーチ

（スマトラ島の森林減少）

文法セクション
（各レッスン3～4セクション）

Use & Check

Read（読解用英文内容）

接続詞２／助動詞表現

2

レッスンに入る前の導入学習

全12レッスン+Further Reading（2本）
Read 本文語数：約400〜600words

Grammar（文法事項）

Grammar in Use

Lesson Goal

B5判／216ページ
（予定）／フルカラー／
ISBN978-4-86531-438-0／定価 1,320円
（税込）

本文

さまざまな場 面で
のやりとりを通して
ター ゲット文 法に
触 れます。英 文 は
70〜110語程度
で、音読にも適して
います。

口頭練習用にジャンルごと
にまとめているので、効率
よく単語を学習できます。

英 語の音の基 礎や特 徴
を集中的に学習します。

１コマ程度
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Th i rd Edi t io n S ta ge 1 ・ 2

Workbook

文法問題集

教科書内容の定着をサポート

文法の運用力を高める

Sta ge 1

Sta ge1

B5判／本体112ページ・別冊解答56ページ／１色刷／
二次元コード対応音声ストリーミング再生／
ISBN978-4-86531-367-3／定価 825円
（税込）
Sta ge 2

改訂ポイント

● 教科書内容の復習・定着に加え、Third Edition改訂のポイントであるアウト
プットについても豊富に練習できるように改訂。
● 教科書本文のディクテーション問題・リスニング問題を追加。
● Grammar in Useで学んだ文法を使ったCritical Thinking活動を追加。
● Third Editionからの新コーナー「Word Square」
に対応した語彙のチェック
ページを追加。

② 教科書本文の音
声 を ディクテ ー
ション すること
で、リスニング力
を強化します。

Sta ge2

設問を解きながら、
Read本文の内容理
解を深めます。

2022年1月発刊予定

B5判／本体208ページ・別冊解答88ページ
（予定）／１色刷／
ISBN978-4-86531-440-3／定価 1,210円
（税込）
改 訂ポイント

● Second Editionで好評だった
「文法のまとめ」
ページを、Third Editionにも
収録。「重要文法事項の確認→練習」
が１冊で完結。
● 1レッスンあたりの演習量をボリュームアップ。
ステップを追うごとに演習量を増やしま
した。
● レッスンまたぎの「まとめの問題」
「 実力問題」
で定期的に学習内容の定着度合いを
チェック＋読解力・英作文力を育成。

文法解説→Key Pointの確認→練習問題（Step1～5）
の順に学習を行います。
文法解説

▼

▼

▲

Read

①Key Point例文の
定着を図ります。

B5判／本体192ページ・別冊解答88ページ／１色刷／
ISBN978-4-86531-368-0／定価 1,210円
（税込）

2022年1月発刊予定

B5判／本体112ページ・別冊解答64ページ
（予定）／１色刷／
二次元コード対応音声ストリーミング再生／
ISBN978-4-86531-439-7／定価 825円
（税込）

Grammar in Use

準 拠 教 材 のご 案 内

教科書の章立てに沿った、参考書と
しても使用できる解説ページです。
▼練習問題

Readの新出語彙も
確認します。

③ 教科書本文に関
するリスニング問
題で内容 理 解を
確認します。
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当該レッスンで
学習した語彙を
中心に復習しま
す。

まとめの問題

▼

論理的思考力を養う問題
と、当該レッスンで学ん
だ文法事項を含むリスニ
ング・ライティングの問
題で応用力をつけます。

Vocabulary
Check

▼

▲

Critical Thinking

練習問題のStep3以降では、英作文トレーニ
ングや記述中心の読解問題など、よりアウト
プットを重視した演習を行い、確実に文法の力
を定着させます。

数レッスンごとの内容を総合的に復習できる
「まとめの問題」、長文読解に重点的に取り組む
「実力問題」
も収録。
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Th i rd Edi t io n S ta ge 1 ・ 2

WEB音声 ＆ 生徒用CD

英単語

Sta ge1

Sta ge 1

CD4枚組／音声ストリーミング再生・ダウンロード可能／
ISBN978-4-86531-371-0／定価 2,200円
（税込）

A6判／352ページ／2色刷／
二次元コード対応音声ストリーミング再生
ISBN978-4-86531-370-3／
定価 660円
（税込）
Sta ge 2

Sta ge2

2022年1月発刊予定

● コンパクトで持ち運びやすいA6判（ポケットサイズ）

指導用CD
Sta ge1
単語ページ・例文ページ▲

CD6枚組／ISBN978-4-86531-372-7／
定価 3,300円
（税込）

● 前半パートは教科書に登場する新出語を登場順に掲載し、後
半パートは、Key Point例文を登場順に掲載

Sta ge2

● 新出語とKey Pointの音声は、書籍に印字された二次元コードからアクセスして
Web再生が可能
● 単語テストの事前学習や例文暗唱、例文書き取りの補助に最適
● テスト作成ソフト
『テストエディター』
を無料進呈（詳細はp.39）
▼自己紹介の練習も可能

Starter Book
B5判／56ページ／2色刷／
二次元コード対応音声ストリーミング／
ISBN978-4-86531-369-7／
定価 550円
（税込）

● 文字および基本表現を音やイラストと一緒に楽しく学べる1冊
●「聞く・話す」中心の小学英語から
「読む・書く」
も重視される中学
英語への橋渡しに最適。小学英語で親しんだ文字や表現を、正し
く
「聞き取り」
「書く」
ことを狙いとしています。
※Second EditionのPenmanshipを改訂したものです。

● アルファベット
（ブロック体・筆記体）
の定着から、基本表現の聞き取り・書き取りまで
無理なく学習可能
● 単語や文は小学英語頻出の基本的なものを中心に
● 音とイラストとセットで出題し、楽しく英語に慣れることができるように配慮
● 自己紹介などまとまりのある英文の聞き取りや書き取りタスクにも挑戦！
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2022年1月発刊予定

CD5枚組（予定）／音声ストリーミング再生・ダウンロード可能／
ISBN978-4-86531-442-7／定価 2,200円
（税込）

A6判／352ページ
（予定）／2色刷／
二次元コード対応音声ストリーミング再生
ISBN978-4-86531-441-0／
定価 660円
（税込）

改訂ポイント

準 拠 教 材 のご 案 内

2022年2月発刊予定

CD6枚組（予定）／ISBN978-4-86531-443-4／
定価 3,300円
（税込）
改 訂ポイント

● 音声スピードを調整し、全編ナチュラルスピードに変更。
● Use & Checkに対応したモデル対話を収録。到達点をイメージして学習を進められ
ます。
● 生徒用CDの音声はWebで再生・ダウンロードして使用することが可能（CD購入者
限定）。

１レッスン分の収録内容
収録内容

S 生徒用

T 指導用

Warm Up

S・T：表現例

Grammar：新出単語

S・T

Grammar：本文

S・T：スピードをSecond Editionより速めに
T：段落ごとにトラック分け／ポーズ再生あり

Grammar：Key Point例文

S
T：Pointごとにトラック分け

Grammar：Use & Check

S・T：model

Read：新出単語

S・T

Read：本文

S・T：スピードをSecond
T：段落ごとにトラック分け

Word Square

S・T

Pronunciation

S・T

answer
Editionより速めに
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S ta ge 1 ・ 2

T h i r d E d i t i o n よくあ るご 質 問

準 拠 教 材 のご 案 内

Second EditionとThird Editionの違いは何ですか？

Teacher’s Manual
Sta ge 1

B5判／
本冊：220ページ ・ Critical Thinking・Action指導書：64ページ
ワークシート・素材集：128ページ／1色刷／CD-ROM1枚付／
ISBN978-4-86531-373-4／定価 16,500円
（税込）
Sta ge 2

2022年2月発刊予定

●Stage1・2とも12レッスンに再編
●Grammarパートの本文を大幅
リニューアル
●Key Point例文の全面的な見直し

●「Read」パートの英文を約半分差し替え
Further Readingを合わせて14本に
●「Action」
パートの新設
●全面フルカラーで活動しやすいレイアウトに

Second Editionで特に多くいただいていた
「Grammarの本文をもっと自然な内容にしてほしい」
「Key Pointを暗
唱しやすくしてほしい」
というご要望をふまえて、Grammarパートの英文・例文を全面的に改変しました。

B5判／
本冊：220ページ ・ Critical Thinking・Action指導書：64ページ
ワークシート・素材集：136ページ
（予定）／1色刷／CD-ROM1枚付／
ISBN978-4-86531-444-1／定価 16,500円
（税込）

また、
「Read」
パートも、Second Editionでご好評いただいていた英文を中心に残しつつ、約半分の英文を新たに
入れ替え、Stage1にもFurther Readingを2本追加しています。
さらに、
「調べ学習・発展学習をしたい」
というご要望をふまえて、
「Action」パートが新たに登場しました。
「Read」
パー
トに関連したテーマについて学習を深め、
習熟度に応じてアクティブラーニングやPBL(協働学習/課題解決学習)の活動
が可能です。

改訂ポイント

どのようにThird Editionを使えば、
英語4技能を強化させることができますか？

● 機能によって分冊化し、
用途ごとに使いやすい仕様に変更
❶本冊
教科書本文の解説と指導例
❷Critical Thinking／Action 指導編
Critical Thinking のスキル解説／Action パートの指導例／評価指標
❸ワークシート・素材集
Grammar in Use・Read の補充問題／
リスニング問題・ディクテーション付きの補充英文
❹CD-ROM
●Grammar in Use、Read の補充問題
＜収録内容＞ ●Grammar in Use リスニング問題
●Read 背景知識
●Read 関連英文問題（3本）
●教科書掲載の画像や関連画像
●Grammar in Use リテリング用画像
●Key Point 例文のイラスト

L 「Grammar in Use」や「Read」
パートの本文を聞く
S W 本文やKey Point例文を声に出し
て読む、書く
コラムを使って
S 「Use & Check」
やりとり ペア活動をする

S

Speaking

L

Listening

W Writing

R

Reading

R 「Read」パートの英文を読んで、
内容を整理する
S 「Action」パートを使って発表、
発信・ グループディスカッションをする

やりとり

New TreasureではStage1から4技能の習得を意識した構成をとっています。
Third Editionの
「Use & Check」
（旧「Speak and Check」）
では、音声を聞いて解答するリスニングタスクも
含まれています。
また、
「Action」パートでは、
自分の話したい内容を整理して共有するタスクを通して、発信力を養うこ
とができます。
さらに実践的に
「話す」
「 聞く」力を養うために、
『 New Treasure』
シリーズに準拠したオンライン英会話サービス
「New Treasure Online Speaking」
（詳細はp.38)の利用が可能です。
このサービスはGrammarパートの表
現の定着を図ることを目標としており、
イラストを見ながらターゲットとする表現を使って発話できるように、講師と1対1
で会話を行います。英会話の苦手な生徒様も、講師の手助けによって苦手意識を払拭し、英語を使うことに自信が持て
るようになります。

Digital Textbook
詳細はp.36
Sta ge 1
Sta ge 2

2022年春リリース予定

周辺教材のおすすめの利用方法は？
●教科書の予習・復習にはWorkbookが最適
●文法問題集で長期休暇の課題や文法学習の強化を
●日々の単語テストや例文暗唱の補助には単語集がおすすめ
Third EditionではWorkbookを改訂し、教科書本文の内容理解や予習・復習、
アウトプットの練習が十分にできる
ようになりました。普段の授業のあとの自宅学習用として最適です。
また、文法問題集もボリュームアップし、文法学習の強化・定着や、長期休暇の課題としてもより適した形になりました。
単語集はコンパクトサイズですので、
日々の単語学習や例文暗唱に、
より手軽にご利用いただけます。
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Stage 3

Second Edition

１レッスン の 流 れ

本文データ・
テスト作成ソフト
詳細はp.27・39

履修内容

Lesson

1
2
3

5
6
7
8

10
11
12

詳細はp.36

詳細はp.38

Grammar（文法事項）

完了形

現在完了 復習 ／現在完了進行形／
過去完了／過去完了進行形

（青年海外協力隊員としてのチリでの生活）

Jokes － Laughter Is the Best
エッセイ
Medicine.（ジョーク － 笑いは最良の薬）

Kendo（日本古来の武道について知る）

論説

使役動詞・知覚動詞

The Mystery of “The Pied Piper of 論説
物語
Hamelin”（「ハーメルンの笛吹き男」の謎）

受動態の発展的用法

Artificial Intelligence — How Can We
論説
Get Along with Computers?（アラン・ 考察

使役動詞／知覚動詞／seem to／
完了不定詞

助動詞を用いた受動態／
進行形・完了形の受動態／
句動詞・知覚動詞・使役動詞の受動態

チューリング － コンピューターと生きる未来）

副詞節

Kabuki — Traditional Art Continuing
論説
to Evolve（歌舞伎 － 進化し続ける伝統芸能）

関係代名詞

Guernica − Picasso’s Message against
論説
War（ゲルニカ − ピカソの反戦メッセージ）

相関接続詞／
時、
原因・理由、
譲歩、
目的、
結果を表す接続詞
関係代名詞whose／関係代名詞what／
制限用法と非制限用法

関係副詞

関係代名詞と前置詞／関係副詞

Do You Speak a “Broken” Language?

（あなたが話すのは
「くだけた」言葉ですか？）

Grameen Bank

（バングラデシュの女性の自立に向けた銀行支援）

論説
論説

名詞節

Sleeping Patterns in the Animal
World（動物の世界の睡眠パターン）

分詞・分詞構文

Friendship between Turkey and 観光ガイド
物語
Japan（トルコと日本の友好関係）

疑問詞に導かれた名詞節 復習 ／
名詞節を導くif、whether／It ～ that ...

SVC
（＝分詞）
／SVOC
（＝分詞）
／分詞構文

仮定法

仮定法過去／仮定法過去完了／
I wish ...／as if ...

さまざまな表現／比較・強調・否定・倒置

比較級・最上級を用いた表現／強調構文／
部分否定と全否定／倒置

Dr. Rocket

（小惑星探査機はやぶさと糸川英夫博士）

The Merchant of Venice

（ヴェニスの商人）

ターゲット文法を学習する
ための準備知識となる、既
習の文法をおさらいします。

３～６コマ程度
Read-Plus

Read

読解学習

Post-Reading

本文内容の確認問題。

Read本文に関連したテーマ
のリスニングや英作文で、
さ
らに学習を深めます。

Pre-Reading

導 入 文や地 図・写
真などで、本文の理
解を助けます。

Writing Training

本文

ターゲット文法を、
本文の表
現を参考にした英作文を通
して強化します。

600～800語程度の英文を読み進めます。
本文をいくつかのパートに区切り、授業で
使いやすい構成になっています。既習文法
のみで学習できる内容です。

４コマ程度

Critical Thinking
考える力を伸ばす学習

Communication
表現活動

Pronunciation

発音の学習

論説
戯曲

●中学範囲をスパイラルに復習しながら、大学入試に必要な文法事項の基礎を一通り押さえます。
●「独立分詞構文」
や
「仮定法の発展的な用法」
など、発展的な高校範囲の内容はStage4で学習します。中学
範囲の復習を充実させることで、高校英語への橋渡しが行いやすくなっています。
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ター ゲット文 法を
定着させる口頭の
ドリル。

Review

論説

扱う文法事項のめやす：中学の復習・高校基礎

●学習内容を定着させやすいよう、必要な文法事項には適宜、復習 を設けています。

Speak
and Check

レッスンの到達目標
を確認します。

エッセイ

不定詞を含むさまざまな表現

it ～ of － to ...／in order to 復習 ／
不定詞の否定形

Key Points

ター ゲット文 法を
詳しく学ぶための
例文と解説。

Goal

Say “I am the Strongest” — Shingo
論説
Kunieda（車椅子テニスチャンピオンの強さの秘密）

推量を表す助動詞 復習 ／
助動詞＋have＋過去分詞

文法シラバスの特長

How do you
say it?

Read（読解用英文内容）

Life in Chile as a JOCV Volunteer

文法学習
（各レッスン2～4セクション）

２コマ漫画で、
これか
ら学ぶ文法がどのよ
うな場面で使われて
いるかをイメージし
ます。

助動詞の発展的用法

Further Reading 2
9

オンライン英会話

全12レッスン+Further Reading（2本）
Read 本文語数：約600〜800words

Further Reading 1
4

レッスンに入る前の導入学習

デジタル教材

対 話 文を中 心と
した英 文を用いて
ター ゲット文 法に
触 れます。英 文 は
60～80語程度で、
暗 誦にも適してい
ます。

Grammar

Introduction

B5判／232ページ／２色刷／ISBN978-4-86531-092-4／
定価 1,210円
（税込）

本文

Critical
Thinking

Activity

４技能にプラスし
て、
「考える力」
を
養います。論理的
に文章を読んだ
り書 いたりする
練習を行います。

１コマ程度

制作を行うレッスンとディス
カッションを行うレッスンの
２種類。
どちらも個人ワーク
→グループワークの流れで、
活発な意見交換を行うアウ
トプット型のパートです。

Pronunciation

英 語の音の基 礎や特 徴
を集中的に学習します。

１コマ程度

2レッスンに１回
交代で学習します
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S ta ge 3

S e c o n d E d i t i o n 準 拠 教 材 のご 案 内

Workbook

文法問題集

教科書内容の定着をサポート

文法の運用力を高める

B5判／本体136ページ・別冊解答80ページ／１色刷／
CD１枚付／ISBN978-4-86531-093-1／
定価 825円
（税込）

B5判／本体160ページ・別冊解答96ページ／１色刷／
ISBN978-4-86531-094-8／
定価 1,210円
（税込）

● 教科書の各パート、各セクションに合わせた構成で、授業の区切りや各レッスンの
終了時の日常課題用の問題集として最適です。
▲

Grammar

基本・標準・発展の3段階の問題演習。

①新出語彙を確認します。
②スモールステップ式のパターン
プラクティスで、新出文法事項
を無理なく身につけます。
③付属のCDを用い、教科書本文
の内容確認をします。

Read▼

● 教科書のGrammarパートと合わせて、基本～発展の各レベルの充実した文法演習
を行うことができる問題集です。

Step1 ターゲット文法項目を明示し、目
的意識を持ちながら、知識を整理します。
Step 2 標準～発展レベルの文法・英作
文問題。ターゲット文法を使いこなすため
のトレーニングです。
Step 3 発展レベルの条件英作文・読解
問題。アウトプット力を養い、長文の中で
運用する力を磨き上げます。

Practice More▼

CDを用いて「聞く」力を伸ばす
リスニングと、
「表現」の力を豊
かにする英作文のページです。

Vocabulary Check▼

設 問を解きな がら、
Read本文の内容理解
を深めます。

教科書の章立てに沿った、参考書と
しても使用できる解説ページです。

Readの新出語彙を確認します。
※教科書のCommunicationに対応したページも
収録しています。

当該レッスンで学習した語彙、
および当該レッスン以前に学習
した語彙を復習します。
24

数レッスンごとの内容を総合的に復習できる
「まとめの問題」、長文読解に重点的に取り組む
「実力問題」
も収録。
25

S ta ge 3

S e c o n d E d i t i o n 準 拠 教 材 のご 案 内

CDs for Students

Teacher’s Manual

CD６枚組／音声ストリーミング再生・ダウンロード可能／
ISBN978-4-86531-095-5／定価 2,200円
（税込）

B5判／376ページ／1色刷／CD-ROM1枚付／
ISBN978-4-86531-096-2／
定価 7,700円
（税込）

CDs for Teachers
CD７枚組＋データCD-ROM１枚／
ISBN978-4-86531-097-9／
定価 4,400円
（税込）

● 各レッスンの指導ポイントや本文のQ&A、背景知識などを詳細に解説した指導書
です。教科書に準拠したテスト作成プログラムも収録したCD-ROM付き。
背景知識は、表やイラストも多数掲載し、コピー
して生徒に配布することも可能です。

教科書各パートの収録内容

※下記表のアミカケ部分は指導用CDのみに収録されています。

Introduction

How do you say it?

Grammar

新出単語 → 本 文 → 本 文（リピート
ポーズあり）
→Key Pointsの例文
→Speak and Check

Read

Pre-Reading→新出単語→本文

Read Plus

リスニング問題

Critical Thinking

新出単語→本文

Pronunciation

発音練習

（奇数レッスン）

Communication

新出単語→設問指示文

Further Reading

新出単語→本文

（偶数レッスン）

付属CD-ROMの収録内容と特長

指導用CDの特長

授業に役立てていただきやすいコンテンツを収録しています。
●Key PointsをPointごとにトラックを分けて収録しています。
●データCD-ROMには、以下の内容をmp3形式で収録しています。
✓ 教科書の新出単語：1単語ごとに区切った音声
✓ 教科書本文：1文ごとに区切った音声
✓ Grammar Key Pointsの例文（ハイスピード）
：
1文ごとの読み上げスピードの速い音声

※mp3データを使えば、任意の箇所でリピートを入れる・ハイス
ピードの英語を聞かせる・オリジナルのリスニングテストやデ
ジタル教材に組み込むなど、
自由自在に音声を加工できます。

確認テスト

例文 和文空所補充／英文空所補充
例文 英文和訳／和文英訳 単語 和訳／英訳

Ｚ会作成済みテスト

単語（Grammar・Readのみ／レッスン内全て）
Grammar 本文（セクションごと）
Key Points 例文（セクションごと）

本文データ

本文英文・和訳（Grammar／Key Points／Read）
音声スクリプト（Speak and Check／Read Plus）
単語リスト イラスト・写真

● 見やすく、使いやすい画面

Speaking

ボタンをクリックするだけで、
さまざまな形式のテストが簡単に作成できます。

▲Z会作成済みテスト
（英文空所補充＋
和文英訳＋単語和訳）

● 多様な出題範囲設定が可能

Sta ge3 Spe a k ing A

Sta ge 3 Spe a k ing B

Lesson 1～7 対応

Lesson 8～12 対応

A4判／本体188ページ／フルカラー／ A4判／本体164ページ／フルカラー／
ISBN978-4-86531-239-3／
ISBN978-4-86531-240-9／
定価 946円
（税込）
定価 946円
（税込）
● 本書は、株式会社エンビジョンと共同開発したオンライン英会話サービス New Treasure
Online Speaking（詳細はp.38）で使用している教材を書籍化したものです。
オンライン英会
話のレッスンを合わせて受講することで学習効果が高まることはもちろん、書籍単独でも、
チームティーチングやネイティブの先生の授業等で英会話教材としてお使いいただけます。
● Picture Descriptionなど民間検定試験を意識したタスクも盛り込んでいます。
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各パートのねらいや効果的な指導法、各レッスン
の詳細な解説などを掲載しています。

ページやレッスン、パートごと、単語の難易度ごとなど、
さまざまな条件で問題を選ぶことができます。

● プレビュー画面での編集が自由自在

プレビュー画面では問題の追加・差し替え・削除だけでなく、問題文の編集、
さらには解答の編集まで
可能です。編集した問題は、先生のオリジナルの問題として保存できます。

● プリントの自作に便利な書籍の本文データも収録

書籍の本文データが収録されているので、簡単に表示、保存することができます。
また、
プリントアウト
してそのままテストとして利用できる、Z会作成済のテストも収録されています。

Stage 3でもDigital Textbookをご用意しています（詳細はp.36）。
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Stage 4

Second Edition

B5判／224ページ／２色刷／ISBN978-4-86531-224-9／
定価 1,320円
（税込）
本文データ
詳細はp.39

履修内容

全11レッスン+Further Reading（2本）
本文語数：約800〜1,000words

Second Editionの主な特長 （初版からの変更点）
英文の一部差し替えにより、高校生にとってより興味深い素材を取り入れました。
また、Stage4の柱である読
解力養成に加え、
アウトプットを鍛える授業を目指すべく、
スピーキングやライティングの要素を新たに盛り込み
ました。
さらに、Further Readingとして、読み応えのある英文を追加しており、多様なテーマ・世界観をお楽し
みいただけます。長期休暇用課題としても最適です。

大学入試で要求される英語力の養成
800〜1,000語程度の英文を素材として、大学入試の基礎〜共通テストレベル
の英文に対応できる読解力を養うとともに、高校範囲の文法事項を完成させま
す。

１レッスン の 流 れ
本文

Pre-Reading
本文を読む前の導入

Main Ideaを見分けながら読む

「何を読み取るか」
「どのように読むか」にフォーカス
大学入試や実社会では、高度な論理的思考を必要とする英文を読みこなす力が求められています。
Stage4では、本文を漫然と読むのではなく、
「本文の主題の理解」→「理解を深める」→「要約する」
という
流れで、
「何を」
「どのように」読み取るかに主眼をおいています。
英文は人文系、社会系、
自然科学系の各題材をバランスよく配置し、高校生の知的好奇心を育みます。
Lesson

Read（読解用英文内容）

Crossing the Alps by Rail

論説
建築・文化

The Hero Who Refused to Be a Hero

伝記
偉人

Different Styles of Encouragement

エッセイ
文化・教育

1

（人類史上初めてアルプスを越えた鉄道）約830語

2

（2,500人のユダヤ人の子どもたちを救った
「英雄」
）約940語

3
4
5
6

（日米の
「励まし方」
の違い）約840語

Biodiversity − Nature in the Balance

論説
自然・環境

Curling − Chess on Ice

論説
スポーツ

Pick Up Golden Nuggets of Opportunities

エッセイ
人生

（生物多様性と屋久島の自然）約870語

（「氷上のチェス」
カーリング）約1,050語

（自らチャンスをつかむことの大切さ）約940語

Further Reading 1 Economic Development

（子どもの未来に必要な環境とは）約960語

7

物語
社会問題

False Faces − Reversing Assumptions

論説
論理・思考

（思考の
「壁」
を取り除く）約750語

9

（言葉に潜む
「落とし穴」）約900語

11

Pitfalls in Speech

The History of Maps

（地図の歴史から人類の発達を読み解く）約1,000語

Further Reading 2 The Memory Illusion
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未来進行形／実現しなかった願望
や期待を表す表現／未来完了など

時制の一致・話法
話法の転換など

助動詞

助動詞need／慣用表現／
that節で用いられるshouldなど

Critical Reading
Training

Post-Reading

内容理解+アウトプット

論理的に文章を読む演習

不定詞１

形式目的語／結果を表す表現／
be動詞＋形容詞＋to不定詞など

不定詞２

自動詞＋to不定詞／be動詞＋to不
定詞／独立不定詞／代不定詞など

動名詞

動名詞の意味上の主語／否定形・
受動態・完了形／慣用表現など

本 文に関 連した別 英 文を
用いて、Reading Skillsや
Critical Reading Skills
を集中的に鍛えます。

「本文の主題を理解する」
→「段落構成を確認する」
→「 要 約 する 」という構
成。本文の内容に関連し
たテーマでのスピーキン
グ活動もあります。

分詞

There＋be動詞＋名詞＋分詞／
独立分詞構文／慣用表現など

関係詞１

慣用表現／関係形容詞／関係代
名詞＋挿入節など

Useful Expressions
重要語・熟語・表現の学習

Grammar

ターゲット文法の学習

Practice
問題演習

関係詞２
論説
言語・コミュ 複合関係代名詞／複合関係副詞
ニケーション など
論説
人類・歴史

Probability Challenging Your Sense of 論説
数学
Intuition（直感とは異なる確率のおもしろさ）約1,400語

（記憶のメカニズム）約1,200語

時制・完了

セクションごとに 、
Main Idea（筆者が
一番伝えたいポイン
ト）を見分けながら、
読み進められる構成
です。
リスニングで正
誤問題にも取り組め
ます。

論説

Executed, But Not Proved Guilty?

（有罪か、無罪か—サッコ・ヴァンゼッティ事件）約1,080語

8

10

Grammar（文法事項）

テーマに関する基本
情 報を確 認し、リス
ニング問題に取り組
むことで、本 文 への
スムーズな導入を図
ります。

論説

比較

劣等比較／toを用いた比較／慣用
表現／否定＋比較級など

仮定法

were toやshouldを用いた仮定法
／ifの省略／慣用表現など

本文の重要語や
熟語、表現を、大
学入試でねらわ
れやすい用法な
ども含めて例 文
で学習します。

新出の文法を、体
系 的 なシラバ ス
に沿って学習しま
す。巻 末には、文
法 項 目ごとの 例
文一覧を掲載。

本文の重要表現やターゲット
文法を定着させるための問題
演習。和文英訳や自分のことに
ついての英作文問題も出題。
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S ta ge 4

S e c o n d E d i t i o n 準 拠 教 材 のご 案 内

Workbook

Teacher’s Manual

教科書内容の定着をサポート

B5判／本体408ページ／１色刷／DVD1枚付
ISBN978-4-86531-227-0
定価 9,350円
（税込）

B5判／本体144ページ・別冊解答96ページ／１色刷／
CD1枚付／ISBN978-4-86531-225-6／
定価 880円
（税込）

● 教科書内容の理解確認と定着を図る復習用に、
また、
ライティングの力をつけ、論理
的に考えるトレーニングにも使える問題集。

● 各レッスンの指導ポイントや解答、Oral Introduction例、背景知識などを詳細に解
説した指導書です。

● 教科書とは別の英文素材で、Critical Readingスキルの演習もできます。

● デジタル版テキストも搭載したデータDVD-ROM付き。

● 授業の区切りや各レッスン終了時の課題として最適です。

※デジタル版テキストは、PCでもタブレットでもお使いいただけます。

付属
DVD-ROM
CD

生徒用・指導用共通

CD8枚組／音声ストリーミング再生・ダウンロード可能／
ISBN978-4-86531-226-3／定価 2,860円
（税込）

● 新出単語、本文（ナチュラル読み）
に加え、本文（ポーズ読み）、
リスニング、要約、例文の音声を収録。
● 巻末の
「文法のまとめ」
の例文の音声も収録。

デジタル版テキスト

教科書紙面に掲載されている本文
単語フラッシュカード
（Reading の新出単語のみ）
関連動画、
画像
（一部のレッスンのみ）
音声、
解答
（一部パートを除く）
和訳
（Reading本文／Useful Expressions／Grammar）

本文データ

本文英文・和訳
音声スクリプト
（Listening for Comprehension／True or
False?）
単語リスト

ワークシート

Sharing Your Opinion
Reading パートの本文を使って Critical Thinkingスキルを
意識した演習ができるワークシート
長文読解演習用 Critical Reading Training
（別英文）

デジタル版テキスト

１レッスン分の収録内容
Pre-Reading

メニューから行間の広さや
文字サイズも設定できます。

導入文→Listening for Comprehension
新出単語→本文（ナチュラル読み）→ 本文（ポーズ読み） →True or
False?

Reading

※原則、Readingの本文をセクションごと、段落ごとに分割して収録しています。
※
「ポーズ読み」
は、家庭学習などの際に音読しやすいよう、意味の単位で少し区切
りながら読み上げています。

Post-Reading

Summary

Critical Reading Training

新出単語→本文（ナチュラル読み）

Useful Expressions

新出単語→例文

Grammar

新出単語→例文

付録など

コラム
（Sound Focus）、文法のまとめ

音声ボタンで英文音声の
再生が可能！

単 語 フラッシュ
カード機能付き！

和訳表示機能も搭載！

各パートの設問には解答表示機能付き。
その場ですぐに答え合わせが可能です。
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Stage 5

１レッスン の 流 れ

B5判／176ページ／２色刷／ISBN978-4-86066-852-5／
定価 1,320円
（税込）
本文データ

履修内容

詳細はp.39

全10レッスン+Further Reading（2本）
本文語数：約1,000〜1,400words

本文

Pre-Reading
本文を読む前の導入

実戦力を徹底強化

大学入試で要求される英語力の完成
1,000〜1,400語程度の英文を素材として、大学入試の標準〜発展レベルの
論理的思考を必要とする英文を読み解く力を養います。英文は大学入試で出題
頻度の高いテーマや、注目したいテーマを幅広く扱っています。

大学入試や実社会で求められる論理的思考力の育成
近年の大学入試では、
「短時間で情報や要旨を正確に読み取る力」
「自分の考えをまとめ、相手に伝わるよ
うに表現する力」
が必要とされる出題が増えています。Stage5では、本文やそのテーマに関して、
自分の立
場で考え、論理的に意見を述べるトレーニングを行うことができます。
Lesson

テーマに関する基本
情報を確認し、本文
のポイントとなる質
問をあらかじめ提示
することで、本文へ
のスムーズな導入を
図ります。

The Hopes Contained in the National Anthem of South Africa

論説
社会問題

The Value of the Ig Nobel Prizes

論説
自然科学

The Effects of Too Many Choices

論説
社会心理

The Woman Who Loved Refugees

伝記
医療・社会問題

（国歌から考える南アフリカの問題点と今後の解決策）約1,000語

2

（人々を笑わせ、考えさせるイグ・ノーベル賞の意義）約1,100語

3

（選択肢が多いことが与える影響）約1,100語

4

（ソマリアの難民救済に尽力した医師アナレナ・トネリ）約1,100語

5

（身のまわりにある数字と記号）約1,000語

Secret Codes in Your Pocket

Further Reading 1

Life on the Ocean Sea

Critical Writing
Training
論理的に英文を書く演習

論説
商業・情報

本文やそのテーマに関して、
図表や別英文なども絡めて、
自分の立場で考え、論理的
に意見を述べるトレーニング
を行います。

物語

（コロンブスの航海）約1,500語

6
7

New Advances in Tuna Cultivation

論説
自然・環境

“Education Fever” in South Korea

論説
学校・教育

（日本・世界の食文化を守る養殖技術）約1,100語
（韓国の教育事情）約1,000語

Laboratory Animals Go Hi-tech

論説
健康・医療

What Can We Learn from Art?

論説
文化・歴史

The Problem of Consciousness

論説
哲学

8

（「ノックアウトラット」
の開発）約1,000語

9

（芸術が社会に与える影響）約1,300語

10

（意識の不思議と脳科学）約1,400語

Further Reading 2

One More Thing

（もうひとつのこと
（レイモンド・カーヴァーの短編集より））約1,800語
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Post-Reading

３段階の内容理解+アウトプット

Read（読解用英文内容）

1

Stage5では、中堅〜難関大学
入試レベルの英文（1,000 〜
1,400語程度）を扱います。大
学入試に頻出のテーマに取り組
み、実戦力を強化します。

物語

Useful Expressions & Grammar
重要語・表現・文法の学習

本文の重要語や表現、文法を、
大学入試でねらわれやすい用
法なども含めて例文で学習し
ます。

「本文の主題を理解する」→
「理解を深める」→「要約す
る」という３段階の問題構成。
日本語での記述問題など、よ
り実戦的な問題を含みます。

Practice
問題演習

本文の重要表現や重要構文を
定着させるための問題演習。
［COMPOSITION］
では、2〜
3文の和文英訳を出題。
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S ta ge 5

シリ ーズ 全 体 よくあ るご 質 問

準 拠 教 材 のご 案 内

指導時数のめやすはどの程度ですか？

Workbook
B5判／本体96ページ・別冊解答80ページ／
１色刷／CD1枚付／
ISBN978-4-86066-854-9／
定価 836円
（税込）

Step1 本文のセクションごと
に、教科書の語彙や表現、文法
の確認問題に取り組みます。

● 教科書内容の定着と別英文
での実戦力養成を図る復習
用問題集。授業の区切りや
各レッスン終了時の課題と
して最適です。

Step3 教科書の英文テーマに
関連した別英文（大学入試問題
から厳選）の読解問題で実戦的
な演習を行います。

Stage2

計11コマ程度

Stage3

計12コマ程度

Stage4

計8コマ程度

Stage5

計9コマ程度

1年間での指導時数のめやす
約120コマ

１レッスンあたり約10コマ×12レッスン

約135コマ

１レッスンあたり約11コマ×12レッスン

約145コマ

１レッスンあたり約12コマ×12レッスン

約90コマ

1レッスンあたり約8コマ×11レッスン

約90コマ

1レッスンあたり約9コマ×10レッスン
（１コマ＝50分前後を想定）

授業展開例

１レッスンの中でもパートを区切っているため、授業時間に合わせ、
弾力的な扱いが可能です。

▼Stage1 週５コマでの授業展開例

１レッスン分の収録内容
導入文
新出単 語 → 本 文（ナチュラル読み）→ 本 文
（ポーズ読み）→True or False?→本文（ハ
イスピード読み）

Critical Writing Training

新出単語

Useful Expressions &
Grammar

新出単語→例文

1週目
1

2

3

2週目
4

5

7

8
Read

9

10

Action／
Pronunciation

●１レッスンを10コマでの授業展開。
●『WorkBook』、
『文法問題集』
を、授業・復習用として活用。

採用するとどのようなデータが利用できますか？
以下のデータをご利用いただけます。

教科書掲載の英文・和訳データ、単語リスト

Teacher's Manual

関連画像・イラストデータ、
テキスト準拠の補充
問題データ
（一部Third Editionのみ）

各レッスンの詳細な解説や英文の背景知
識に加え、 重 要 構 文の図 解やFurther
ReadingのTrue or Falseなど、授業で
使える素材を掲載。

6

Lesson Goal + Grammar in Use + 文法問題集

※Further Readingは、多様な英語の発音に触れられるよう英国読みで収録。

B5判／296ページ／1色刷／
ISBN978-4-86066-853-2／
定価 6,600円
（税込）
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計10コマ程度

Second Edition

CD8枚組／音声ストリーミング再生・ダウンロード可能／
ISBN978-4-86066-855-6／定価 2,860円
（税込）

Reading

Stage1

Third Edition

Second Edition

生徒用・指導用共通

Pre-Reading

1レッスンにかける
指導時数のめやす

Third Edition

Step 2 教科書の本文を
利用した読解問題により、
内容理解を深めます。

CD

下記の指導時数で扱えるレッスン数、構成としています。

指導時数のめやす

テスト自動作成プログラム
（Third Edition Stage1・2）
テスト自動作成プログラム
（Second Edition Stage3）

採用校専用サイトからダウンロード

（詳細はp.39）

Teacher's Manual付属CD-ROMを利用

（詳細はp.20・27）

教科書・英単語一定数採用校に無料進呈
のテスト作成用ソフト
「テストエディター」
を
利用（詳細はp.39）
Teacher's Manual付属CD-ROMを利用

（詳細はp.27）
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デ ジ タル 教 科 書 のご 案 内

アプリのご 案 内

デジタル教科書のご案内

アプリのご案内

日常学習に使える多彩なコンテンツ

New Treasure
Digital Textbook

日々の 発 話 練 習の 補 助 に

4技能を活用した学習をAIがサポート

Third Edition Stage 1・2
Second Edition Stage 2・3

（Third Edition Stage2は2022年春リリース予定）

● Third Editionにおいても、
これからの時代にあわせた新しいICTプラットフォー
ムにてデジタルテキストを引き続きご提供します。Third Editionからはスマート
フォンでもご利用いただけます。
音声再生
英単語のマスク機能やカラオケ機
能、音声のスピード調整など、学習
シーンに応じてさまざまな機能をご
利用いただけます。

書き込み機能
ペンやマーカー、
スタンプなど授業
でご利用いただきやすい機能が充
実しています。

Third Edition Stage 1・2
Second Edition Stage 2・3

（Third Edition Stage2は2022年度リリース予定）

● 発話した音声をAIが自動採点し、点数化します。発音の精度により単語ごとに色分
けされ、的確なフィードバックを得られます。
● Vocabulary／Grammar／Read／Communication*／Key Point／Critical
Thinking* の本文、新出単語、重要表現やそれらの音声（Ｚ会オリジナル）
を収録し
ております。
Communication、Critical ThinkingはSecond Editionのみ
*※Readの本文、
Communicationの本文・重要表現、Critical Thinking日本語訳は含まれておりません。

● New Treasureの内容に沿った
「聞く」
「話す」
の学習に加え、
「書く」
「読む」
につい
ても豊富な演習問題コンテンツを搭載しております。授業の予習復習や音読課題の
配信など、幅広くご活用いただけます。

フラッシュカード
教科書で扱う単語とKey Point例
文を日→英、英→日、英のみやラン
ダム順などで設定でき、
フラッシュ
再生できます。
▲レッスン選択

Digital Textbookは、ICTプラットフォーム
『Lentrance ®（レントラン
ス）』
を通してご提供いたします。詳細は以下ページからご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/books/school/nt-digital/
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▲KeyPoint音読

▲ロールプレイ

▲文章音読

ELST®は株式会社サインウェーブの商品です。詳細は以下ページからご覧
いただき、
ご不明な点は株式会社サインウェーブにお問い合わせください。
https://www.sinewave.co.jp/elst
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オンラ イン 英 会 話 のご 案 内

指 導 サ ポ ートツ ー ル

オンライン英会話のご案内

教 科 書 完 全 準 拠の１対１レッスン

New Treasure
Online Speaking

採用校専用サイト
『New Treasure』
では、採用校専用サイトを
ご用意しています。本文の英文・和訳データや単
語リスト
（Word List）などのデータをご利用い
ただける他、採用校の活用事例もご覧いただけ
るなど、授業やテスト作成に役立つサイトです。

個人受講
も可能

Third Edition Stage 1・2
Second Edition Stage 2・3

（Third Edition Stage2は2022年度リリース予定）

オンライン英会話サービス事業を運営する株式会社エンビジョン
と、New Treasureシリーズに準拠した英会話サービス
「New
Treasure Online Speaking」
を共同で開講しています。

● 好きなレッスンを選択可能

ご利用いただけるデータ

ー25分バージョンと15分バージョンのレッスンをご用意しました。
限られた授業時間でも導入いただけます。

FEEDBACK

✓ 単語リスト

✓ Stage 1〜5 シラバス

✓ 関連サイトリンク集（初版のみ）
＜Readパートの題材に関連したサイトの
リンク集＞

✓ Use & Check解答スクリプト

✓ Readに関連したリスニング問題
✓ Workbook 問題本文、解答
✓ 文法問題集 問題本文、解答

テスト作成プログラム

月１回×年間10回

テストエディター
グループＡ

グループＢ

導 入 事 例２

（テキスト・
『英単語』）

前半グループ

New Treasure Online Speakingの採用を検討される学校様は、
トライアルレッスンをご受講いただけます。

後半グループ

Third Edition 対応

Third Editionの教科書または英単語を一定
数以上ご採用で無料進呈。教科書・英単語に準拠
した単語・例文テストを自動で作成できます。
出題形式

毎週×年間26回

https://www.zkai.co.jp/solutions/teacher/onlinespeaking/

✓ 音声スクリプト

✓ 教科書本文＜和訳＞

✓ Real Dialogueスクリプト

導 入 事 例１

サービスの詳細・導入検討につきましては、
弊社営業担当までお問い合わせください。

✓ 教科書単語リスト

✓ 登場キャラクターの設定資料

講師によるレッスン内容の振り返り・評価

授業を前後半に分割し、
オンライン英会話を実施。
15分×2回転を50分の授業の中で行う。

✓ 教科書本文＜英文＞

✓ 新出単語音声

Lesson Goalの提示
Grammarパートの表現を用いた
パターンプラクティス
シチュエーションに応じた会話

オンライン英会話を受講するグループとALTの授
業を受講するグループに分かれる。

✓ 教科書本文＜英文＞

✓ Key Point例文リスト

ーGrammarパートで学習した文法事項を使いこなすためのさまざま
なタスクを収録しています。

CHALLENGE

Third Edition Stage 1・2 以外

✓ 教科書本文＜和訳＞

● オリジナルレッスンシートが使用可能

PRACTICE

※2021年8月時点
※Third Edition Stage2のデータは2022年2月より提供予定

Third Edition Stage 1・2

● 導入シーンに合わせてレッスン時間を選択可能

INTRODUCE

「Ｚ会の本」サイト内「先生方 教材等のご案内」ページより、
Ne w Tre a s ure採用校専用サイトにアクセスできます。
※サイトにログインするためのIDとパスワードは、商品とは別送でご案内いたします。

ーNew TreasureのGrammarパートに沿ったレッスンをご用意。
授業進度に合わせて受講レッスンを選択いただけます。

レッスンの流れ

https://www.zkai.co.jp/books/school/newtreasure/

例文 和文空所補充／英文空所補充
例文 英文和訳／和文英訳
単語 和訳／英訳

● 見やすく、使いやすい画面

ボタンをクリックするだけで、
さまざまな形式のテストが簡単に作成で
きます。

● 多様な出題範囲や条件の設定が可能

ページやレッスン、
パートごとの設定が可能、
また単語の難易度ごとなど、
さまざまな条件で問題を選ぶことができます。

▲英文空所補充＋
和文英訳＋単語和訳

● プレビュー画面での編集が自由自在

プレビュー画面では問題の追加・差し替え・削除だけでなく、問題文の編集、
さらには解答の編集
まで可能です。編集した問題は、先生のオリジナルの問題として保存できます。

※本文データは採用校専用サイトからダウンロードしていただけます。
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New Treasure 価格一覧
Stage 1

Third Edition

テキスト

1,320

Workbook

825

文法問題集

1,210

英単語

660

Starter Book

550

Digital
Textbook

2,530

生徒用CD

2,200

指導用CD

3,300

Teacher’s
Manual

16,500

Stage 3

Stage 4

Stage 5

Second Edition Second Edition

1,320

1,210

1,320

1,320

825

825

880

836

1,210

1,210

－

－

660

－

－

－

－

－

－

－

2,420

－

－

2022年1月発刊予定

2022年1月発刊予定

2022年1月発刊予定

2022年1月発刊予定

2,530（予価）
2022年春リリース予定
2,200

2022年1月発刊予定

2,200

3,300

4,400

16,500

7,700

2022年2月発刊予定

2022年2月発刊予定

2,860

2,860

生徒用・指導用共通

生徒用・指導用共通

9,350

6,600

－

－

（予価）
15分： 880（予価） 15分： 880
15分： 880（予価）
（予価）
25分
：
1,100
（予価）
25分：1,100
25分：1,100（予価）

Online
Speaking

登録無料

Stage 2

Third Edition

（税込価格）

2022年度リリース予定

『New Treasureメールマガジン』配信中
月1回程度New Treasure に関するお知らせを配信しています。
ぜひご登録ください。

この商品は学校専用教材です。塾・予備校には一切提供しておりません。

ご注文・お問い合わせ

New Tre a sure のご注文・詳細については、以下までお問い合わせください。

株式会社

Z会ソリューションズ

055 - 976 - 8311

TEL：

〒411-0033 静岡県三島市文教町1-9-11

受付時間 月曜〜金曜
午前9：00 〜 午後5：30（年末年始・祝日を除く）

Web：h t t p s : / / w w w. z k a i . c o . j p / b o o k s / c o n t a c t /

