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「New Angle シリーズ」の魅力を先生方に知っていただけるように、この度 New Angle Times を
創刊いたしました。
【表面】の『New Angle Quiz！』は New Angle 総合英語の豊富な記載内容を
生かしたクイズです。本問を通して、本書の網羅性の高さ・面白さをお楽しみください。
導入理由などを
【裏面】の『インタビュー』は、実際に New Angle シリーズを採択されている学校の先生方の使用感・導入理由などを
紹介しています。現場での評価もぜひご一読ください。見本のご請求は、下記営業所へお願いいたします。

Quiz!
以下の各文について、間違っているものに
LEVEL

をつけましょう

1

（Easy）

Have you ever been to abroad?
Have you ever been abroad?
LEVEL

2

New Angle 総合英語：p. 597

（Normal）

He is above stealing.
He is beyond stealing.
LEVEL

答えはここに

答えはここに
New Angle 総合英語：p. 463

3

（Hard）

Either of the men didn’t appear.
Neither of the men appeared.

答えはここに
New Angle 総合英語：p. 455,
p. 555

お問い合わせは下記営業所で承ります。
●

学校事業一課

〒 168‑0073

東京都杉並区下高井戸１−３９−１２

TEL．03‑3304‑5562

FAX．03‑3304‑5316

●

東京一課

〒 168‑0073

東京都杉並区下高井戸１−３９−１２

TEL．03‑3304‑5321

FAX．03‑3303‑8791

●

東京二課

〒 168‑0073

東京都杉並区下高井戸１−３９−１２

TEL．03‑3304‑5321

FAX．03‑3304‑5426

●

札幌営業所

〒 060‑0041

札幌市中央区大通東２−８−５

TEL．011‑251‑5720

FAX．011‑251‑0258

●

仙台営業所

〒 982‑0031

仙台市太白区泉崎１−３３−１０

TEL．022‑307‑1640

FAX．022‑307‑1643

●

湘南営業所

〒 247‑0009

横浜市栄区鍛冶ヶ谷２−３３−１

●

新潟営業所

〒 950‑0871

新潟市東区山木戸４−１２−１９

●

北陸営業所

〒 920‑0271

●

静岡営業所

〒 426‑0041

●

名古屋営業所

〒 453‑0014

名古屋市中村区則武１−１９−１３

●

関西支社

〒 567‑0888

大阪府茨木市駅前３−２−２

●

広島営業所

〒 733‑0834

●

四国営業所

〒 790‑0044

●

福岡営業所

〒 812‑0018

福岡市博多区住吉４−３−２

●

沖縄営業所

〒 901‑0312

糸満市北波平４８

プレジデントビル１０F
富沢公園パークマンション１０４

TEL．045‑893‑4891

FAX．045‑893‑4897

TEL．025‑270‑1203

FAX．025‑270‑1203

石川県河北郡内灘町鶴ヶ丘２−７１

TEL．076‑286‑4314

FAX．076‑286‑4314

静岡県藤枝市高柳３−１−３

TEL．054‑636‑6123

FAX．054‑636‑6127

アパートメントイースト２０７

シャルム平井１F
KS ビル３F

TEL．052‑452‑9901

FAX．052‑452‑9904

TEL．072‑604‑8800

FAX．072‑604‑8801

広島市西区草津新町１−３−１９

TEL．082‑501‑3553

FAX．082‑501‑3552

松山市余戸東５−１１−２５

TEL．089‑974‑1629

FAX．089‑974‑1639

晃永ビル２F

博多エイトビル６F

TEL．092‑441‑4621

FAX．092‑441‑4623

TEL．098‑992‑0522

FAX．098‑992‑0506

http://kk-online.jp/materials4school.html
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東京都品川区
下記

の２つのコースで New Angle 47 テキスト・ワーク・総合英語を使用。

進学コース

１、一般類型
1 年次から大学進学に取り組む「選抜クラス」と、しっかり基礎力をつけて
2 年次から「進学・生活・情報デザイン・総合」を選ぶ 2 つの仕組み

生活コース
情報デザインコース
総合コース

２、国際キャリアコース
週最大 13 時間の語学授業で世界への扉をひらく。
海外留学をはじめ、多くの生徒が英検取得・TOEIC 高得点を実現

３、マルチメディア表現コース
将来はクリエイター。Mac やプロ仕様の機材を使って、デザイン・映像・
サウンドの表現力と創造力をレベルアップ！各種コンテストにも多数入賞

質問 1

国際キャリア
コース長

ご採択のポイントは何ですか？
営業担当

2014 年度までは、高 1 〜高 2 まで高校リード問題集英文法 A を使って文法を指導していま
した。ただ、もう少し演習量を増やしたいと感じていた時に、New Angle のことを知りまし
た。ワークも使えば演習量も UP するし、総合英語とリンクしているので、生徒が自分で調
べるのに適している、ということで採用しました。New Angle 総合英語があれば、先生の代

世古先生

わりになってくれるので、家でも疑問点を解決できると考えました。

質問 2

実際にお使いになっていかがですか？

ネイティブにしかわからないニュアンスや、間違えやすい文法表現について細かく記述して
ある点がよかったです。なぜそのような違いが出るのかという理由はどうであれ、表現とし
て正しいかどうかが書いてあることが重要なんです。
（⇒下記参照）
New Angle 総合英語を持参するように指示は出していませんが、生徒たちは自発的に調べて
いますよ。

そうなんですね。参考書として活用してくれているのですね。

New Angle 総合英語 p.455
＋1

間違えやすい語順について

any 〜 not / either 〜 not の語順はない。
× Any

of the audience didn’t understand his speech.
of the audience understood his speech.

○ None

（聴衆のだれも彼の演説を理解しなかった。）
× Either

of his parents can’t drive a car.
of his parents can drive a car.

○ Neither

（彼の両親のどちらも車を運転できない。）

