
「書
く宿
題｣の

記録が
できる

！成果
があがる

！

Writ
ingの

日付入
り宿題ス

タンプ、新登場
！

QRコード付テキストを発刊予定です。

2023年QRコード付発刊予定

～

詳細は下記から



子供達がクラスに行くのが楽しくなるシ
ールチャート、大好評！！子供達がクラスに行くのが楽しくなるシ
ールチャート、大好評！！

シール台紙

シャチハタ式/インク：紫
補充インク5本付き

いつ宿題が出たのか生徒も、
先生も、保護者も一目でわかる‼

テキストを開けば、一目瞭然‼
存在感とサイズを
熟考したスタンプです。

年号は2ケ
タ表示なの

で

1つあれば
長く使えま

す‼

キャップうらに
インク台があります。

実寸大

単語を覚えるより、英文をマルッと書き写すことが大切です。
グローバル時代に生きる子供達へ

好奇心を育み、想像力を掻き立てる世界地図。

テキストの英語は単語とその使い方が載っているので、文章ごと書き写す（copy）
ことで、確実に力をつけることができます。Writingの宿題は、Listening の宿題が
できた後に暗記した英語を4線ノートに書き写すのがお勧めです。

宿題スタンプの使い方は、本誌p.42をご覧ください。

世界のあちこちに、各国の特徴となる
イラストや写真を入れました。見るた
びに新しい発見があります。イラスト
＆写真探しを通して、世界遺産や人気
のお土産、暑い国、寒い国にいる動物
を知ることができます。いつのまにか
地名や位置感覚に強くなります♪

見つける
！学べる！わくわく世界地図

原寸大
（直径12mm）

人気絵本
Tiny Boppersの

キャラクターがシールに！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Sticker Chart の枠に貼っていくのにちょうど良い、12ミリサイズの新シールも登場!!
Gold Stickers

ISBN978-4-89991-494-5

ピンクボッパー Stickers

ISBN978-4-89991-617-8

ゴールドボッパー Stickers

ISBN978-4-89991-618-5

アミ Stickers

ISBN978-4-89991-620-8

サボじぃ Stickers

ISBN978-4-89991-619-2

PRICE：各506円（税込）
●250 stickers/pack
●12mm in diameter

詳細はこちら。

5,500

Writing Homework
Stamp

項目が見やすく、勘違いしない！派手だし、厚めの紙なのでぐしゃぐしゃにならないです。

「書く
こと」も大切

だから。Writing用宿題スタンプ登場！

付録が大充実！！セットを買えば世界地図が付いてくる！
シャチハタなのでスタンプ台要らず！  
片手で押せるから時間も大幅に短縮できます。 

国旗クイズ
の

英語質問リ
スト付き

＊地図の単体売りはございません。



改訂のご案内

2022年3月10日発売2022年4月14日発売 3rd

テキストに音声QRが付き、内容を一部変更しました。

音声QRコード付

チャンツのページ：
歌詞の文字を印刷しました。

p.9歌を入れました。

pp.
66-70

  巻末WordsWordsWordsに

Co
mmu

nication 
Activityで使う語彙を追加。

巻末４ページ増量！

数字
と色のス

ペルのレファレンスはp.76で！
pp.
66-70

  巻末WordsWordsWordsに

Co
mmu

nication 
Activityで使う語彙を追加。

巻末４ページ増量！

数字
と色のス

ペルのレファレンスはp.76で！

音声QRコード付

WELCOME to Learning World YELLOWのテキストが2nd Editionに切り替わり、QR付に
なりました。

※ACTIVITY BOOKは
　現行版をお使いください。

ご注意：2nd Editionに生徒用CDはございません。

音声はテキストの
Q Rコードから
スマートフォン、タブ
レットでお聴きく
ださい。

ご注意：3rd Editionに生徒用CDはございません。

音声はテキストの
Q Rコードから
スマートフォン、
タブレットでお聴
きください。

絵の中に細かな仕掛けがいっぱい！  指導内容はほぼそのままに、クラスで発話が増える工夫がたくさん！

歌が変わりました。

Unit 10-B巻末８ページ増量！

Learning World Book1のテキストが2022年3月10日より「3rd Edition」に切り替わり、
QR付になりました。

※WORKBOOK、Handwriting
に変更はございません。教師用
アイテムを買い替える必要はご
ざいません。

p.43 右ページが変わりました。 p.63 右ページが変わりました。
Unit 7-2 Unit 10-3Unit 7-2 Unit 10-3

上記以外の変更点等は
こちらをご覧ください。



「右手に専門分野を持ち、左手に英語を持つ人材を育てたい。
英語は伝達道具にすぎない。しかし道具であるがゆえに、常に磨いておかなければならない」
これはLearning World著者、中本幹子先生の英語教育理念です。この理念を基に2021年～
2023年、より使いやすく改編をしてまいります。

本気の英語教育をめざして。

年少

「読む、書く」は小学生から。「Achievement Targets」達成を目指します。

Learning World シリーズは「到達度評価」 を採用しています。
到達度(Achievement Targets)の課題は大きく下記の2つに分かれています。
・テキストのチャンツ、センテンスの暗唱ができているか
・語句や文を使って自分のことを言えるかどうか
 
年度末に3週をかけてテキストの巻頭ページにあるAchievement Targetsの課題に挑
戦し、課題をすべて達成したらテキスト巻末のCertificate(修了証)を渡し、次のテキスト
に進みます。到達点はスクールによって8割、9割など設定してください。
 
＊Learning World Book1からは本格的にAchievement Targetsに取り組みます。　
＊幼児用の３冊は、Achievement Targetsは目安として捉え、クラスで先生やお友達と、
ご家庭で保護者の方と一緒に楽しみながら英語に触れてください。

Learning World
詳細はこちら

Achievement Targetsは全９巻ともにテキストの最初に付いています。

より定着を図ることができ
ます。

CHANTS for
Grammar

の後に使えば

Able to recite one story from the textbook in a loud voice.

Able to read ten three-leter words and one story my teacher shows me correctiy.

58 60
テキストの中の　　　　　　を1つ大きな声で発表することができます。

今日の日付、曜日、天気を言うことができます。

テキストの左ページの英語をノートに全ページ書き写しました。

YELLOW Book1 READY

Book2 Book3 Book5 TOMORROW



1st, 2ndの両方を販売中 2nd, 3rdの両方を販売中 2023年 3rd 刊行予定

1st &2nd

Ediiton 2nd &3rd

Ediiton

If you purchased
the 2nd edition,
there is no need
to purchase
the Student CD.

If you purchased
the 3rd edition,
there is no need to
purchase
the Student CD.

This teacher’s line-up is
an older edition;
for the 2nd information,
please refer to p. 4.

1stのみ 2ndのみ 

2nd & 3rd
共通

イラストレータCs6　⇨　PDFデータ

Macをお使いの方へ　Book1, 2. 3, READYのCD-ROMのMac版をお送りできます。APRICOTにお問合せください。books@apricot-plaza.co.jp
For Mac users We can send you Mac versions of Book 1, 2. 3 and READY CD-ROMs, please contact APRICOT at books@apricot-plaza.co.jp.

2023年2nd刊行予定

在庫限り
4/28～発売



15,300 14,000 15,400
1,430

2022年 3月、指導書が
フルカラーになりました！
The full-color version of the
instruction booklet for 2nd Edition
is available from March 2022.

12

61

61

C
H

AN
T: Breakfast is R

eady/ Pease Porridge H
ot

1st Edition

Edition1st

在庫限りとなります。

在庫限りとなります。

2022年4月、YELLOWはQR付Student Book（2nd Edition）へ変わります。下記のご案内は1st Editionです。   2nd Editionのご案内はp.4へ。

full-color
3,500

2nd Edition 各アイテムの詳細はこちらをご覧下さい↓



は は



3rd Edition指導ガイド付き。 ※ROM自体は２nd Editionからの変更はございません。

67/58

2022年3/10、一部音声内容が
変わりました。

76 音声QRコード付

525-6

テキストがQRコード付に！

QRコード付Student Book   3rd Edition



※WORKBOOK付属のCDとStudent CDは内容が異なります。

※WORKBOOK付属のCDとStudent CDは内容が異なります。

Progress Report/
Challenge Chart付



/Challenge Chart付
Certificate（修了証）付 ※WORKBOOK付属のCDとStudent CDは内容が異なります。

（Certificate）

＝宿題をやった証　スタンプがシールに切り替わるようがんばります。

（Book2以降はライティングも）
ことをめざします。

教師も子供達も進捗度合が一目瞭然

子供
、　バイカラー

子供

を具体的にテキストに明示。

キラキラ

1 Progress Report

どこまでできているか、何が足りないか、子供達自身が認識できることが大切です。
Learning World

テキスト左ページのリスニング（Book1～）/テキストの歌＆チャンツのリスニング（PINK, YELLOW, BLUE）Listeningの宿題：

テキスト左ページのライティング（Book2～）Writingの宿題：

テキストの歌、チャン
ツ、ダイアログを暗唱
できるまで「おうちで
聴いてくる」ことが宿
題です。次週クラスで
発表します。

Book2 以降は習った
テキスト左ページの
「リスニング」と「チャ
ンツ / ダイアログを
ノートに書き写してく
る」ことが宿題です。

4線ノートの2冊の表紙に大きくA, Bと書いておき、できたら表紙にシールを貼っていくなどクラスでルールを
決めてご活用ください。

次週、言えたら赤いスタンプの上に
ゴールドシールを貼ります。

先生が宿題ページに
スタンプを押します。

書き写しがで
きたら、紫の
スタンプの上
にゴールド
シールを貼り
ます。

先生が宿題ページにスタンプを押します。

慣れてきたら、
Book1では、
Handwr it ing
（a/b）（なぞり
ワーク）を導入
します。

赤＆紫の色違
いのスタンプ
で「聞く、書く」
両方の宿題を
管理！

ノートは
2冊使いで！
ノートは
2冊使いで！

1人の生徒にノートブックを2冊持たせると、1週ごとに2冊のノートブックを交互に提出させる
ことができ、レッスンの時間を割くことなく、次週のレッスンまでの間に教師が添削の時間をも
てるようになります。（Book1 Handwriting a/b のシステムと同様）

シールは3種類






