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テーマが一緒で安心！

NEW HORIZON Elementaryの
メインキャラクターのエミリーは
シンガポール出身！

2年Unit 1では，メインキャラクターの朝
あさ

美
み

が
シンガポールを旅行します。
発達段階に合わせてスパイラルに扱っています。

▲中2 p.7

絶滅危惧種

世界の料理

▼小6 p.48

▼小6 pp.42-43

▼小5 p.60

◀小5 p.81

▼中2 p.21 ▼中1 p.129

◀中3 p.35

英語落語

Do you know this country?

It’s Singapore!

聞いたことがある国だから
オーラルイントロもノリノリ！

どんな国

なのかな

『NEW HORIZON 
Elementary』と

『NEW HORIZON』は
共通点がいっぱい！

だから安心して
小中の接続ができます。

中学校 NEW HORIZON

表紙からつながる

NEW HORIZON

小学校・中学校の表紙には，

どちらも水平線や船のイラストが

描かれています。

「英語で新たな世界を拓く」という

同じコンセプトで編集しました。

学び方が一緒で安心！  pp. 2 - 3

表現が一緒で安心！  pp. 4 - 5

語彙の扱いが一緒で安心！  p. 6

文字指導が一緒で安心！  p. 7

テーマが一緒で安心！  p. 8

目次

小中接続は万全！
で

小学校 NEW HORIZON Elementary

2回目だから 
深く考えられる！

この資料は，令和3年度中学校教科書の内容解説資料として，一般社団法人教科書協会「教科書発行者行動規範」に則っております。
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Enjoy
Communication

学び方が一緒で安心！ 教科書の構成やイラスト，紙面デザインに関連性を持たせています。

イラストやアイコンの関連性教科書の全体構成

NEW HORIZON Elementary NEW HORIZON

▲中1 pp.4-5▲小5 pp.10-11

まとめ・ふり返り

音 文字から へ

まとめ・ふり返り

Check Your StepsUnit     1 Unit     3
Enjoy CommunicationEnjoy Communication

Stage ActivityUnit     5Unit     1

教科書の構成が 
一緒なんだね。 見慣れたイラストや 

アイコンがいっぱい！

中学校でも音から入るけど， 
文字が書いてある！

小学校では
音声を聞いて意味を
理解してきたよ。
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文法の 
解説もあるよ。

これならしっかり
定着しそう！

▲中1 pp.26-27

文法事項はスパイラルに！

自分について伝えよう場面

to不定詞の名詞的用法の例

▼中1 pp.12-13▼小6 pp.10-11
自己紹介のスピーチ場 面

表現が一緒で安心！ 小学校で学んだ表現を整理する形で，中学校の学習へとつなぎます。表現 文法から へ

将来の夢と中学校生活への抱負を伝える
表現として導入

I want to win the game.

I want to be a good soccer player.

15Ke

y Sentence

Unit 3　表現（want to ...）として導入中1

She wants to help people in need.

She tries to do her best.
34

Ke

y Sentence

Unit 9　不定詞（to＋動詞の原形）中1

12

Ke

y Sentence

It is important to use AI effectively.

Unit 3　It is ...＋ to＋動詞の原形中2

8

Ke

y Sentence It is important for us to understand 
the problem.

Unit 3　It is ... （for＋（人など））＋ to＋動詞の原形中3
I want to enjoy 
sports day.

I want to be 
a volleyball player.

小学校で一緒に扱う表現だから， 
中学校でも一緒に扱って 
対比するのですね。

文法は習ってないけど， 
自己紹介ならできるよ！

わかるようになった表現を 
中学校で文法的に整理します。

小学校で慣れ親しんだ
活動から入ります。
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▲中1 p.13

語彙の扱いが一緒で安心！ 文字指導が一緒で安心！

書体も一緒！小学校の単語の整理も

（※1）アルファベットを入力すると，4線が自動で背景に表示されるフォントです。

小文字が見やすく，
ユニバーサルデザインの観点からも
有効な書体です。

▼小5・6 Picture Dictionary pp.8-9 ▼小6 p.92

▲中1 pp.152-153

◀中1 p.12

マークがついてる！

◀中1 p.6

イラストも
一緒！

||a|b|c||
なぞり書き用の
くさび型フォントも！

||a|b|c||

中学校の教科書にも
Sounds and Letters
がある！

1学期で 
おさらいして 
定着させるよ！

中学校ではUnit 0で 
音と文字の関係が 
まとめられているね。

小学校では 
「Sounds and Letters」で 
アルファベットの文字と 
音の関係を学習したよ。

この書体のデータに加えて，
4線つきフォント（※1）が 
指導書に入っています。

小学校では 
別冊の絵辞書を見ながら 
自己表現したよ。

中学校では巻末に 
絵辞書が入ってるんだ。

聞いたことのある単語が 
たくさん出てくるね！

ジャンルが一緒だから 
小学校の絵辞書を 
使ってもいいね。


