
Remarks by President Obama on the United States

Formally Entering into the Paris Agreement

（前略） Of course, the Paris Agreement alone won’t solve the climate crisis.  But it does establish 

an enduring framework that  enables countries to ratchet down their carbon emissions over time, 

and to set more ambitious targets as technology advances.  That  means full implementation of 

this agreement will help delay or avoid some of the worst consequences of climate change, and 

pave the way for more progress in the coming years.  (A)This is the single-best chance that  we 

have to deal with a problem that  could end up transforming this planet in a way that  makes it 

very difficult for us to deal with all the other challenges that  we may face. 

（後略）

　　　  【 学校でしか買えない専用参考書、New Angle 】 

　New Angle Times の第 3号です。今回は国際的なニュースをテーマに、生の英語を分析しま

した。日々流れるニュースや要人スピーチの内容を理解するために必要な構文把握のヒントが、

本書にはたくさん掲載されています。ぜひそれをご覧いただければと思います。 
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2017 年

　that の使い分け（特に関係代名
詞と同格の見分け）は高校英文法
の重要なポイントで、それは実生
活でニュースなどを理解する際に
も役立ちます。例えば、下線部 (A)
の 4 つの that は、３つの働きに分
類できます。生徒たちが上記のよ
うな生の英文にチャレンジする際
には、New Angle のコラムは役に
立つはずです。 

＊ 下線部 (A) を読み解く際にヒントとなるコラム
　New Angle 総合英語：P.286
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< 出典：https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-and-remarks>

that の種類とその区別 （⇒ New Angle 総合英語：P.392 ～ P.393）



見本お申込みフォーム

ご注文方法の
ご案内

送料のご案内

こちらの用紙にご記入の上、FAXをお送りいただくか、直接お電話をおかけください。

＊ 同封の見本：総合英語（参考書） / 27シリーズの Textbook & Workbook / 47シリーズの Textbook & Workbook /  
Test Box （テスト作成ソフト）サンプル CD の計【6点】

お電話／FAXはこちらへ☟
TEL. 03-3304-5562　FAX. 03-3304-5316

送料はかかりません。 ご審査・ご検討用見本（無料）
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Test Box は New Angle シリーズに掲載されている問題を活用して、簡単な
操作でテストを作成・編集していただけるシステムです。基本文を活用し
たオリジナル問題も約「3500」問格納していますので、日々の学習のフォロー
アップ・予習課題の作成にもご利用いただけます。　

Test Boxの紹介

様々なモードで
問題を選択1 2 独自の編集機能で

カスタマイズ可能 3 テストは保存可&
後から編集もラクラク➡ × ×

［ホーム画面サンプル］

Test Box
ポイント

【基本文確認問題】
参考書や Textbook の基本文を
ベースに演習問題を追加。トー
タルで約「3500」問を格納！
音声アプリと合わせて、基本文
のより確実な定着に。

CD-ROM、もしくはWebからダウンロードして
ご利用いただけます！　（ダウンロードを希望
される場合は、パスコードを発行いたします。）

＊詳しくは Test Boxサンプル CDをご覧ください。

1 : 前回授業内容の確認テスト ⇒ 扱った範囲までのページ指定 & おまかせで作る
2 : 基本文の和文英訳のテストをしたい ⇒ 基本文確認問題 で和文英訳を 出題形式ごとに選択

3 : Unit 8 ～ 10の内容でまとめテスト ⇒ Unit ごと選択 で指定 & おまかせで作る

ご活用
事例

学校事業部

http://kk-online.jp/materials4school.html

東京都杉並区下高井戸
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