
 

Compassシリーズの教科書の魅力は，教科書

紙面に要素を盛り込みすぎないシンプルさです

が，そこにプラスして授業をふくらませたり，学

習の定着を確かなものにするための指導資料を充

実させています。改訂版ではさらなる充実を図

り，新しいアイテムもご用意しましたので，ポイ

ントをご紹介いたします。

＊

Compassの指導用教材は，「教授用指導資料」

セットと「指導用音声CD」を用意しています。

■「教授用指導資料」の内容

「教授用指導資料」セットには以下の５点のア

イテムが同梱されています。

①Teacher’s Manual

② Teacher’s Book

③情報資料集

④指導用CD-ROM

⑤指導用デジタル教材集DVD

①補充問題や例文を充実させ，パフォーマンステ

ストの実施例・評価例を提案：

Teacher’s Manual

ターゲットの文法や，新語・新フレーズを中心

に，生徒が本文を読む時に注意が必要な箇所をピ

ックアップして解説をし，新語・新フレーズにつ

いてはなるべくその語（句）を使った例文を『ジー

ニアス英和辞典 第５版』などから提示していま

す。改訂版から解説や例文をより充実させ，教科

書に＋αできる情報を盛り込みました。

新しく加えた要素としては，

・そのパートのテーマや文法事項に応じて，生徒

の関心を高める導入の工夫と留意点と，一例と

しての対話例を「オーラル・イントロダクショ

ン例」として提示しています。なお，その際に

使えるビジュアル素材は「指導用デジタル教材

集DVD」内にご用意しています（後述）。

・教科書掲載の図版について，キャプションに盛

り込めなかった情報も紹介しています。ビジュ

アルから教材に興味を引かれ，本文の理解につ

ながる授業を目指します。

・教科書掲載の内容理解問題（Answer it!）だけ

では足りない場合に補充していただく，また定

期考査などにも使っていただける内容理解T/

F問題を用意しました。データは「指導用CD-

ROM」に収録しています。

・ターゲット文法を使った補充例文を，主に『ジ

ーニアス英和辞典 第５版』から用意しまし

た。未習語や未習文法をなるべく避けた例文を

選ぶように心がけています。データは「指導用

CD-ROM」に収録しています。

・Enjoy Communicationで扱った言語活動を発

展させたパフォーマンステストの実施例を紹介

します。テストの手順および，評価ルーブリッ

クの例と評価における留意点を提示していま

す。定期考査でパフォーマンステストを行う際

のヒントとしてお役立てください。

・各レッスンの英文要約例（レッスン全体の要
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約：約40語，パートごとの要約：約30語）を収録

していますが，その音声データを新たにご用意

しました（「指導用音声CD」に収録）。内容理解

の活動や，テストなどにご活用ください。

②補充問題・補充例文も新たに掲載：

Teacher’s Book

教科書と同サイズで，教科書紙面に日本語設問

の英訳や設問の解答，指導用音声CDのトラック

番号，リスニングスクリプトなどを記載し，本文

にはスラッシュを入れています。改訂版から新た

に，英文要約例，内容理解補充問題，ターゲット

文法の補充例文などを記載しています。

③そのまま配っても，アレンジしても：

【新】情報資料集

改訂版から新規にご用意しました。従来，

Teacher’s Manual内に掲載していた題材につい

ての背景知識や関連情報を，読みやすく別冊の形

にまとめて，さらに情報を充実させました。授業

の導入や，発展的学習，活動のための資料などに

お役立ていただけます。

教師用は各レッスン４ページで，教材の背景知

識や，関連する情報について詳しく説明していま

す。教科書未収録の図版を多数掲載し，さらなる

情報源として参考文献やウェブサイトも紹介して

います。生徒用は各レッスン見開き２ページで，

教師用ページに掲載した内容から特に生徒の学習

を深める情報を厳選してまとめました。教材の理

解を深め，かつ知的好奇心を満足させる楽しい読

み物として，そのままコピーして配付していただ

くこともできます。また，ワードデータを用意し

ていますので，先生がカスタマイズして使ってい

ただくことも可能です。

④小テストから定期考査，授業プリント作成まで

アレンジ自在なデータ満載：

指導用 CD-ROM

改訂版から，データのご提供はCD-ROM と

DVDの２枚組になりました。まず，「指導用CD-

ROM」には，教科書データや各種資料データと，

英単語・熟語自動問題作成ソフトを収録していま

す。

英単語・熟語自動問題作成ソフト>

各レッスンの新出単語・熟語を使った小テスト

が作成できるソフトです。シンプルな単語テスト

から，教科書本文や発展的な補充例文を使用した

設問も出題できます。既存レッスンを保存した

り，各クラスで同じ問題を出題しないなどの管理

も可能です。

教科書データ>

⑴ 教科書本文（text/Word）

⑵ 教科書本文PDF

⑶ 【新】教 科 書 新 語／フ レ ー ズ デ ー タ

（Excel）：英語／品詞／日本語訳の一覧表

⑷ 教科書本文英文要約例（Word）

⑸ 教科書本文訳例（text/Word）

⑹ 教科書本文原典（Word）

⑺ 教科書本文スラッシュリーディング

（Word）：英語・日本語対照，A4判

⑻ 教科書リスニングスクリプト（text/Word）

⑼ 教科書解答一覧（Word）

⑽ 【新】 教科書写真・図版データ集（JPG）：

教科書に掲載した写真・グラフ・地図などの図

版（教科書掲載以外の図版は「デジタル教材集
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DVD」に収録しています。）

資料データ>

⑴ 授業プリント集（Word）： 文番号・音読用

スラッシュ入りの教科書本文や各種補充問題，

本文の穴埋め問題，summary穴埋め問題等で

構成された，プリント用の素材集です。赤字解

答入り／なしを選べて，そのまま印刷して配付

していただく以外に，自由に先生がカスタマイ

ズしてお使いいただけます。

⑵ 評価問題集（Word）： 定期考査などでお使

いいただける問題例集です。１レッスン100点

満点／B5判２枚で構成されているので，その

ままコピーして配付していただけます。

⑶ 学習ノート（PDF／Word）： 別売の副教材

『学習ノート』データを収録。

⑷ 【新】 情報資料集（Word）： 『情報資料集』

の内容をレッスンごとに収録しています。必要

な情報を抜き出してプリントを作成したり，新

たな情報を加えて配付するなどのカスタマイズ

が可能です。紙面に掲載している画像について

は，「指導用デジタル教材集DVD」に収録し

ています。

⑸ 【新】TM 掲載補充問題・補充例文（Word）：

TM に掲載した内容理解問題と，ターゲット

文法を使った例文集を収録しました。

⑹ 【新】TM 掲載Oral Introduction 例

（Word）

⑤授業を活性化させるデジタルデータ：

【新】指導用デジタル教材集 DVD

改訂版から新たに加わったDVDには，以下の

４つのコンテンツを収録しています。

⑴ 提示用教科書紙面： レッスンごとに紙面

PDFが収録されています。パートごとに見開

きで提示できるので，電子黒板やプロジェクタ

ーに教科書紙面を映しだすことができます。

⑵ 新語フラッシュカード： 教科書の新語のフ

ラッシュカードで，めくる速度や手動／自動，

英日／日英の順番を変えたり，選択した語のみ

を提示するなどアレンジが可能です。

⑶ デジタル画像集： 教科書に掲載された図版

以外の，各レッスンに関連する写真や動画が収

録されています。授業の導入や活動にご利用い

ただけます。

⑷ スピードチェンジャー付音読用ビューア：

カラオケ機能付の音読用ソフトVSSが収録さ

れています。クリックした任意の場所からスタ

ートさせることができ，カラオケ表示以外にも

フェードイン（先読み防止）／フェードアウト

（読み戻り防止）などを選べたり，スラッシュリ

ーディングに切り替えたりできます。

■指導用音声 CD

収録内容は以下のとおりです：

・新出単語（２回読み）

・本文（ナチュラルスピード，スラッシュリーディ

ング，スロースピードの３パターン）

・内容理解問題Answer it!

・ポストリーディングのリスニング問題

・【新】英文要約：TM 掲載の summary音源を

新たに収録しました。
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と「生徒用音声CD」があります。

■『学習ノート』

改訂版から教科書と同じ各パート見開き２ペー

ジ構成になり，予習用・授業ノートとしてより使

いやすくなりました。また，レッスン末にはまと

めの練習問題を２ページ設け，復習もしっかりで

きるつくりになっています。

●教科書の理解をサポート：各パートのページ

各パートのページは，教科書と同様に，左ペー

ジに本文を，右ページに内容理解問題や文法解説

を配置しています。それぞれの要素をご紹介いた

します。

１．本文： 教科書本文に，文の番号とスラッシ

ュリーディングの区切りを入れました。区切り

ごとに意味を取りながら音読したり，また，広

めの行間に注意事項や訳などを書き込むことが

できるようになっています。

２．単語・熟語： 文中で使われている品詞を添

え，辞書を調べるときの手がかりとしました。

３．文法・英文： そのパートのターゲット文法

や，注意すべき構文，既習の文法の再確認な

ど，本文を読む際の確認点や注意点をピックア

ップして解説し，確認問題を用意しました。

４．内容確認①： 教科書の右ページ掲載の

Answer it!を穴埋め形式にし，授業で英問英

答できるよう補助します。

５．内容確認②： 本文の日本語要約を穴埋めす

ることで，本文の内容をきちんと理解できてい

るかを確認します。

●学習項目の理解を定着させる：

Exercise のページ

各レッスン末のExerciseでは，そのレッスン

で学習した単語・熟語・文法事項を別のアプロー

チから再確認するとともに，本文の内容理解を

T/F問題や英文要約の穴埋めの形で深めます。

１．単語： 簡単な英語で書かれた語釈にあては

まる単語を選択する設問です。英英辞典のスタ

イルになじむ第一歩にもなります。

２．発音： アクセント問題や音素の相違問題

で，入試や資格試験の問題形式に少しずつ慣れ

ることができます。

３．文法： そのレッスンで学んだ文法の定着を

確認する選択・並べ替え問題です。文脈の中で

解答できるよう，設問同士につながりを持たせ

たり，対話形式にするなどの工夫をしました。

４．表現： 新出フレーズを使った簡単な英作文

問題で，書く力を育成します。

５．内容確認①： 教科書掲載のT/F問題とは

異なる５問で内容理解をさらに確認します。

６．内容確認②： キーワードを空所に埋めて英

語の要約文を完成させる問題です。前半レッス

ンでは選択肢を与えるなど，段階的に慣れるよ

うに配慮しました。

また，解答・解説集では，解く際のポイント解

説や既習項目への注意喚起などをていねいに行

い，生徒のスパイラルな学習が可能となるよう内

容を充実させました。

■生徒用音声 CD

●音読・リスニングに役立つ

生徒用音声CDには教科書本文をナチュラルス

ピードとスロースピードで収録しました。さら

に，新出単語もパートごとに収めたので，１語ず

つ発音を確認し，音読に役立てられるようになり

ました。
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