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Art
「芸術家が描くものとは？」「作品の中
で使われている形とは？」。独自の視
点を持つ芸術家たちの作品は、どのよ
うにして作られているのかを探る。

総語数 :　668
ヘッドワード :　300
9780194646345 （リーダーのみ）
9780194646444 （CD付き）
9780194021333 （オーディオ・パック）

At the Beach
「潮だまりには何がいる？」「エビの足
は何本？」。多くの生き物の住みかで
ある浜辺と、それを取り囲む大自然を
紹介する。

総語数 :　707
ヘッドワード :　300
9780194646284 （リーダーのみ）
9780194646383 （CD付き）
9780194021357 （オーディオ・パック）

Eyes
「クモには目がいくつある？」「動物は
暗いところで目が見えるのか」。その
働きによって大きさや色や数などが異
なる動物の目のメカニズムを追う。

総語数 :　672
ヘッドワード :　300
9780194646291 （リーダーのみ）
9780194646390 （CD付き）
9780194021371 （オーディオ・パック）

Fruit
「果実とは何か」「くだものはどうやっ
て育つのか」。私たちが毎日のように
口にするくだものの分類法や成長の様
子などを紹介する。

総語数 :　680
ヘッドワード :　300
9780194646321 （リーダーのみ）
9780194646420 （CD付き）
9780194021395 （オーディオ・パック）

In the Sky
「空には何がある？」「星とは一体どん
なものなのか」。雲が流れ、太陽や星
が輝く空。その構造を解明し、宇宙
の神秘を探る。

総語数 :　692
ヘッドワード :　300
9780194646307 （リーダーのみ）
9780194646406 （CD付き）
9780194021418 （オーディオ・パック）

Schools
「学校へはどうやって通っているのか」
「生徒の服装は？」。世界の学校では、
子供たちはどんなふうに勉強したり遊
んだりしているのだろう。

総語数 :　659
ヘッドワード :　300
9780194646277 （リーダーのみ）
9780194646376 （CD付き）
9780194021432 （オーディオ・パック）

Trees
「植物の種の役割とは？」「木に住んで
いる動物とは？」。地球の環境に重要
な役割を果たしている樹木の特徴と、
その大切さを解き明かす。

総語数 :　692
ヘッドワード :　300
9780194646369 （リーダーのみ）
9780194646468 （CD付き）
9780194021456 （オーディオ・パック）

Wheels
「列車の車輪は何でできている？」「料
理に使う回転する器具とは？」。回転
することによって移動や作業を楽にす
る車輪のメカニズムを検証する。

総語数 :　675
ヘッドワード :　300
9780194646314 （リーダーのみ）
9780194646413 （CD付き）
9780194021470 （オーディオ・パック）

Wild Cats
「野生のネコ科動物は何を食べるのか」
「ネコ科動物の尻尾にはどんな役割
があるのか」。ライオン、トラ、チーター
など、野生のネコ科動物の体の構造
や生活の様子を紹介する。

総語数 :　668
ヘッドワード :　300
9780194646352 （リーダーのみ）
9780194646451 （CD付き）
9780194021494 （オーディオ・パック）

Young Animals
「シマウマの赤ちゃんは何色？」「クマ
の赤ちゃんはどこに住んでいる？」。鳥
類やほ乳類などの動物の赤ちゃんたち
はどのように成長するのか、その生態
を解き明かす。

総語数 :　706
ヘッドワード :　300
9780194646338 （リーダーのみ）
9780194646437 （CD付き）
9780194021517 （オーディオ・パック）

Teacher’s Handbook: Level 1-2 （9780194646475) ¥2,381, Level 3-6 （9780194643757) ¥2,381
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Oxford Read and Discover リーダー レベル 1~4　￥715
レベル 5~6　￥810

CDパック レベル 1~4　￥1,429
レベル 5~6　￥1,524

Read and D
iscover Level 2

Camouflage
「ライオンは獲物を狙うとき、どこに身
を隠す？」「木にはどんな動物が隠れて
いる？」。生命を守るために体の色や形
を変えたり周囲の景色と同化したりす
る、動物の擬態のメカニズムに迫る。

総語数 :　842
ヘッドワード :　450
9780194646840 （リーダーのみ）
9780194646949 （CD付き）
9780194021531 （オーディオ・パック）

Cities
「都市にはどんな建物があるのか」「町
ではどんな観光ができる？」。建物と
道路と人々がひしめく町。その構造と
魅力を紹介する。

総語数 :　831
ヘッドワード :　450
9780194646826 （リーダーのみ）
9780194646925 （CD付き）
9780194021555 （オーディオ・パック）

Earth
「地球上の山の年齢は？」「地面の下に
は何がある？」。海、山、川、森など、
大自然の中で多くの生き物を育む地
球の真の姿をみつめる。

総語数 :　820
ヘッドワード :　450
9780194646796 （リーダーのみ）
9780194646895 （CD付き）
9780194021579 （オーディオ・パック）

Electricity
「電気を使う機械にはどんなものがあ
る？」「バッテリーとは？」。日常生活
のあらゆる場面で使用する電気の全
貌を明らかにする。

総語数 :　801
ヘッドワード :　450
9780194646857 （リーダーのみ）
9780194646956 （CD付き）
9780194021593 （オーディオ・パック）

Farms
「作物とは？」「ヒツジから得られるも
のとは？」。私たちの毎日の食卓に欠
かせない食物を生産する農場の役割
を解き明かす。

総語数 :　828
ヘッドワード :　450
9780194646833 （リーダーのみ）
9780194646932 （CD付き）
9780194021616 （オーディオ・パック）

In the Mountains
「氷河とは何か」「山でできるスポーツ
とは？」。多くの生き物が生息し、緑
にあふれ、川が流れる山の魅力と自
然の驚異を紹介する。

総語数 :　818
ヘッドワード :　450
9780194646871 （リーダーのみ）
9780194646970 （CD付き）
9780194021630 （オーディオ・パック）

Jobs
「都市にはどんな仕事があるか」「獣
医とはどんな仕事？」。会社員、バス
の運転手、漁師、医師、スポーツ選
手などさまざまな種類の職業の特徴を
紹介する。

総語数 :　837
ヘッドワード :　450
9780194646864 （リーダーのみ）
9780194646963 （CD付き）
9780194021654 （オーディオ・パック）

Plastic
「プラスチックはどうやって作られてい
るか」「プラスチックはリサイクルでき
る？」。毎日の暮らしに欠かせないプラ
スチック製品の作り方や特徴とともに、
地球環境への問題点も明らかにする。

総語数 :　800
ヘッドワード :　450
9780194646888 （リーダーのみ）
9780194646987 （CD付き）
9780194021678 （オーディオ・パック）

Sunny And Rainy
「地球は何によってあたためられてい
るか」「雲から落ちてくるものとは？」。
晴れ、曇り、雨などの天気のしくみや、
人間や動物とのかかわりを図解する。

総語数 :　803
ヘッドワード :　450
9780194646802 （リーダーのみ）
9780194646901 （CD付き）
9780194021692 （オーディオ・パック）

Your Body
「人間の体には骨が何本あるか」「細
菌とは？」。皮膚や脳、骨、筋肉など
の働きを解説するとともに、体を守る
方法も考える。

総語数 :　855
ヘッドワード :　450
9780194646819 （リーダーのみ）
9780194646918 （CD付き）
9780194021715 （オーディオ・パック）

Activity Book: Level 1-4 ¥429, Level 5-6 ¥505



66

Re
ad

 a
nd

 D
is

co
ve

r L
ev

el
 3

科学、テクノロジー、生物、社会、文化など様々な世界を紹介するノンフィクション・リーダー

Oxford Read and Discover

Amazing Minibeasts
「クモの足は何本？」「ミミズが果たす
重要な役割とは？」。昆虫やクモなど、
“小さな獣”と呼ばれる無脊椎動物の
生態をわかりやすく図解する。

総語数 :　1,249
ヘッドワード :　600
9780194643795 （リーダーのみ）
9780194644198 （CD付き）
9780194021739 （オーディオ・パック）

Animals In the Air
「世界で一番速く飛ぶ鳥は？」「“空飛ぶ
キツネ”とは？」。鳥類や跳躍する動物
たちは、なぜ、どのようにして空中を
移動するのか。そのメカニズムと背
景を探る。

総語数 :　1,367
ヘッドワード :　600
9780194643856 （リーダーのみ）
9780194644259 （CD付き）
9780194021753 （オーディオ・パック）

Festivals Around the World
「ヒンドゥー教の祭“ディワーリ”が行わ
れるのはいつ？」「ハロウィーンのとき
には何をする？」。世界中で行われるさ
まざまな祭の様子。やその背景を、カ
ラフルな写真とともに紹介する。

総語数 :　1,323
ヘッドワード :　600
9780194643825 （リーダーのみ）
9780194644228 （CD付き）
9780194021777 （オーディオ・パック）

Free Time Around the World
「犬ぞりレースが盛んな国は？」「ビー
チクリケットとは？」。おなじみのス
ポーツやダンスのほか、珍しいスポー
ツなど、世界中の人々が楽しむ娯楽
を紹介する。

総語数 :　1,330
ヘッドワード :　600
9780194643788 （リーダーのみ）
9780194644181 （CD付き）
9780194021791 （オーディオ・パック）

How We Make Products
「車一台にはいくつのパーツが使われ
ているか」「板チョコはどうやって作ら
れるのか」。毎日の生活に欠かせない
プラスチック製品や食べ物など、さま
ざまな物の製造工程を紹介する。

総語数 :　1,306
ヘッドワード :　600
9780194643832 （リーダーのみ）
9780194644235 （CD付き）
9780194021814 （オーディオ・パック）

Life in Rainforests
「世界で最も大きな熱帯雨林は？」「オ
ランウータンはどこで眠る？」。森林伐
採により失われつつある熱帯雨林。多
くの動植物が生息する環境を守るため
にできることとは何か。

総語数 :　1,395
ヘッドワード :　600
9780194643801 （リーダーのみ）
9780194644204 （CD付き）
9780194021838 （オーディオ・パック）

Sound And Music
「音波とは？」「琴ってどんな楽器？」。
音声、楽器、音楽の歴史、最新の音
響機器など、音と音楽に関するあらゆ
る情報が満載。

総語数 :　1,370
ヘッドワード :　600
9780194643849 （リーダーのみ）
9780194644242 （CD付き）
9780194021852 （オーディオ・パック）

Super Structures
「ダムは何でできているか」「超高層
ビルの限界高度は？」。驚異的な高さ
や大きさを誇るトンネル、ダム、橋、
超高層ビルなどの特徴や、今後の発
展の可能性を探る。

総語数 :　1,200
ヘッドワード :　600
9780194643818 （リーダーのみ）
9780194644211 （CD付き）
9780194021876 （オーディオ・パック）

Wonderful Water
「なぜ水は大切なのか」「海に住む最
大の生き物は？」。海や川など地球の
約 7割を占める水。植物や動物、人
間の暮らしに欠かせない水について
見直す。

総語数 :　1,273
ヘッドワード :　600
9780194643764 （リーダーのみ）
9780194644167 （CD付き）
9780194021890 （オーディオ・パック）

Your Five Senses
「目はどのように機能しているか」「皮
膚の下には何がある？」。目、耳、鼻、舌、
皮膚で感じる五感とその重要性につい
て、それぞれの構造を示しながら詳し
く解説する。

総語数 :　1,343
ヘッドワード :　600
9780194643771 （リーダーのみ）
9780194644174 （CD付き）
9780194021913 （オーディオ・パック）

Teacher’s Handbook: Level 1-2 （9780194646475) ¥2,381, Level 3-6 （9780194643757) ¥2,381
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Oxford Read and Discover

All About Desert Life
「砂漠の動物たちはどうやって体を冷
やすのか」「砂漠の拡大化はなぜか」。
地球の陸地面積の20％以上を占める
砂漠。そこに生きる動植物や人々の暮
らし、砂漠化の問題について検証する。

総語数 :　1,692
ヘッドワード :　750
9780194644426 （リーダーのみ）
9780194644822 （CD付き）
9780194021937 （オーディオ・パック）

All About Ocean Life
「海水の中に生息する樹木とは？」「ク
ジラはどうやって呼吸する？」。海に生
息する様々なの魚や動植物の生態や、
海を守るためのさまざまな取り組みに
ついて紹介する。

総語数 :　1,665
ヘッドワード :　750
9780194644396 （リーダーのみ）
9780194644792 （CD付き）
9780194021951 （オーディオ・パック）

All About Plants
「世界には何種類の植物が存在するか」
「植物の重要性とは？」。世界中の植
物の分類法や生態のほか、動物や人
間にも関わる植物の重要性を考える。

総語数 :　1,729
ヘッドワード :　750
9780194644402 （リーダーのみ）
9780194644808 （CD付き）
9780194021975 （オーディオ・パック）

Animals At Night
「夜行性の動物が夜になると外に出て
くるのはなぜ？」「夜行性動物特有の
感覚とは？」。界中の夜行性動物につ
いて、その行動の目的や特有の優れ
た感覚などを紹介する。

総語数 :　1,746
ヘッドワード :　750
9780194644464 （リーダーのみ）
9780194644860 （CD付き）
9780194021999 （オーディオ・パック）

Animals In Art
「動物を描いた芸術作品にはどんなも
のがあるか」「動物を描いた最古の絵
とは？」。古今東西の芸術家たちを魅了
してきた、動物たちの独特の動きや姿
を捉えた様々な作品を紹介する。

総語数 :　1,754
ヘッドワード :　750
9780194644433 （リーダーのみ）
9780194644839 （CD付き）
9780194022019 （オーディオ・パック）

How to Stay Healthy
「水は1日に何杯飲むとよい？」「運動
が健康によい理由とは？」。健康な体を
保つために、体の構造を理解し、食事
や睡眠、運動などの活動を見直そう。

総語数 :　1,634
ヘッドワード :　750
9780194644457 （リーダーのみ）
9780194644853 （CD付き）
9780194022040 （オーディオ・パック）

Incredible Earth
「火山とは？」「地球で最も深い湖は？」。
海、山、川、滝、氷河などの大自然を、膨
大な時間をかけて作り上げてきた地球
の驚異的な営みを解く。

総語数 :　1,700
ヘッドワード :　750
9780194644389 （リーダーのみ）
9780194644785 （CD付き）
9780194022064 （オーディオ・パック）

Machines Then and Now
「車輪はいつ発明された？」「ナノボッ
トとは？」。人間が太古の昔から開発
してきた生活を便利にするための機
械。その歴史を追う。

総語数 :　1,663
ヘッドワード :　750
9780194644372 （リーダーのみ）
9780194644778 （CD付き）
9780194022088 （オーディオ・パック）

Why We Recycle 
「リサイクルできるのはどんなもの？」
「プラスチックが分解されるまでに何
年かかるのか」。悪化し続ける地球の
環境を守るために行うリサイクルとは、
どんな効果があるのか。

総語数 :　1,701
ヘッドワード :　750
9780194644440 （リーダーのみ）
9780194644846 （CD付き）
9780194022101 （オーディオ・パック）

Wonders Of the Past
「古代都市の大遺跡“チェチェンイツ
ア”はどこにある？」「タージ・マハルと
は？」。何百年何千年も昔に作られた驚
くべき建造物の歴史と背景を探る。

総語数 :　1,724
ヘッドワード :　750
9780194644419 （リーダーのみ）
9780194644815 （CD付き）
9780194022125 （オーディオ・パック）

リーダー レベル 1~4　￥715
レベル 5~6　￥810

CDパック レベル 1~4　￥1,429
レベル 5~6　￥1,524

Activity Book: Level 1-4 ¥429, Level 5-6 ¥505
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科学、テクノロジー、生物、社会、文化など様々な世界を紹介するノンフィクション・リーダー

Oxford Read and Discover

Teacher’s Handbook: Level 1-2 （9780194646475) ¥2,381, Level 3-6 （9780194643757) ¥2,381

All About Islands
「島はどうやってできる？」「ドラゴンが
住む島とは？」。火山島や珊瑚島など
さまざまな種類の島を紹介するととも
に、近年の温暖化により失われつつあ
る島々を守るための活動も考える。

総語数 :　3,457
ヘッドワード :　900
9780194645034 （リーダーのみ）
9780194645430 （CD付き）
9780194022149 （オーディオ・パック）

Animal Life Cycles
「卵からかえる動物は？」「生物の“変
態”とは？」。生き物の発生から死にい
たるまでの変化の過程をあらわすライ
フサイクルについて解き明かす。

総語数 :　3,437
ヘッドワード :　900
9780194645027 （リーダーのみ）
9780194645423 （CD付き）
9780194022163 （オーディオ・パック）

Exploring Our World
「探検の重要性とは？」「初期の探検家
が訪ねた場所は？」。太古の昔から人々
を魅了し、多くの情報をもたらしてき
た探検。今後の発展の可能性も探る。

総語数 :　3,491
ヘッドワード :　900
9780194645003 （リーダーのみ）
9780194645409 （CD付き）
9780194022187 （オーディオ・パック）

Great Migrations
「動物が移動して暮らす理由は？」「移動
する方向はどうやって見つける？」。季節
ごとに移動して暮らす生き物の生態を
明らかにし、種の保存のために生み出さ
れた素晴らしい知恵の数々を学ぶ。

総語数 :　3,463
ヘッドワード :　900
9780194645010 （リーダーのみ）
9780194645416 （CD付き）
9780194022200 （オーディオ・パック）

Homes Around the World
「住宅に使われている建材にはどん
なものがある？」「高床式の家の利点
は？」。目的や環境に合わせて建てら
れる住宅の特徴を検証する。未来の
住宅はどうなるのか。

総語数 :　3,357
ヘッドワード :　900
9780194644976 （リーダーのみ）
9780194645379 （CD付き）
9780194022224 （オーディオ・パック）

Materials To Products
「ガラスはどうやって作られる？」「マイク
ロチップとは？」。古代の人々が道具や
衣類の作成に利用した草や岩から、最先
端技術によって生み出された驚異的な
素材まで、あらゆる原料を検証する。

総語数 :　3,437
ヘッドワード :　900
9780194645058 （リーダーのみ）
9780194645454 （CD付き）
9780194022248 （オーディオ・パック）

Medicine Then and Now
「世界初の抗生物質とは？」「マラリア
の治療薬とは？」。呪術や薬草から最
先端技術を駆使した薬物の開発まで、
病気やけがの治療のために研究が重
ねられてきた薬の歴史をたどる。

総語数 :　3,363
ヘッドワード :　900
9780194645065 （リーダーのみ）
9780194645461 （CD付き）
9780194022262 （オーディオ・パック）

Our World In Art
「静物画とは？」「遠近法を使う利点
は？」。絵画や彫刻など世界の芸術
作品の歴史をたどりながら、その手
法や特徴を解き明かす。

総語数 :　3,360
ヘッドワード :　900
9780194645041 （リーダーのみ）
9780194645447 （CD付き）
9780194022286 （オーディオ・パック）

Transportation Then and Now
「世界初の飛行機は何で作られていた？」
「ソーラーカーの最高速度は？」。電車、
自動車、飛行機、船などさまざまな交通
手段の歴史をたどりながら、今後の開発
に求められるものとは何かを探る。

総語数 :　3,425
ヘッドワード :　900
9780194644990 （リーダーのみ）
9780194645393 （CD付き）
9780194022316 （オーディオ・パック）

Wild Weather
「ハリケーンとは？」「地球上で一番
寒い場所は？」。気象現象や世界の
気候の特徴を解説するとともに、地
球温暖化を加速させないための方策
も提案する。

総語数 :　3,395
ヘッドワード :　900
9780194644983 （リーダーのみ）
9780194645386 （CD付き）
9780194022330 （オーディオ・パック）
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Read and D
iscover Level 6

リーダー レベル 1~4　￥715
レベル 5~6　￥810

CDパック レベル 1~4　￥1,429
レベル 5~6　￥1,524

科学、テクノロジー、生物、社会、文化など様々な世界を紹介するノンフィクション・リーダー

Oxford Read and Discover

Activity Book: Level 1-4 ¥429, Level 5-6 ¥505

All About Space
「星は何でできている？」「人類がはじ
めて月に足を踏み入れたのはいつ？」。
果てしなく広がる宇宙の構造と、人類
と宇宙のこれまでの関わりを明らかに
しながら、未来の発展の可能性を探る。

総語数 :　3,820
ヘッドワード :　1,050
9780194645607 （リーダーのみ）
9780194646000 （CD付き）
9780194022354 （オーディオ・パック）

Caring for Our Planet
「地球の温暖化とは？」「美しい地球を
守るためにはどうしたらよいのか？」。
限りある資源や動植物などを擁する地
球を守るために人間ができることとは
何かを提言する。

総語数 :　3,804
ヘッドワード :　1,050
9780194645591 （リーダーのみ）
9780194645997 （CD付き）
9780194022378 （オーディオ・パック）

Cells And Microbes
「地球上でもっとも小さい生物とは？」
「抗生物質が病気を治すメカニズム
とは？」。私たちの体を構成する細胞と、
体の内外でさまざまな働きをする微生
物（細菌）の驚くべき力を発見！

総語数 :　3,663
ヘッドワード :　1,050
9780194645638 （リーダーのみ）
9780194646031 （CD付き）
9780194022392 （オーディオ・パック）

Clothes Then and Now
「あなたの服はどこで作られたのか」
「“ファッションの犠牲”とは何か」。衣
服について、その素材から歴史、ファッ
ション産業まで深く掘り下げる。

総語数 :　3,711
ヘッドワード :　1,050
9780194645614 （リーダーのみ）
9780194646017 （CD付き）
9780194022415 （オーディオ・パック）

Earth Then and Now
「地球はどうやってできたのか」「地球
がもたらす資源とは？」。数十億年に
およぶ地球の歴史をたどるとともに、
美しい地球を守るために何が大切か
を探る。

総語数 :　3,723
ヘッドワード :　1,050
9780194645652 （リーダーのみ）
9780194646055 （CD付き）
9780194022439 （オーディオ・パック）

Food Around the World
「カカオの木の栽培地は？」「サクラン
ボで作った飲み物とは？」。普段なにげ
なく口にしている“食べ物”をあらゆる
角度から見つめ直す。

総語数 :　3,739
ヘッドワード :　1,050
9780194645577 （リーダーのみ）
9780194646079 （CD付き）
9780194022453 （オーディオ・パック）

Helping Around the World
「難民支援を行っているのは誰？」「動
物愛護団体の仕事とは？」。多くの助
けを必要としている世界中の人々や
動物のために、私たちができることと
は何か。

総語数 :　3,734
ヘッドワード :　1,050
9780194645621 （リーダーのみ）
9780194646024 （CD付き）
9780194022477 （オーディオ・パック）

Incredible Energy
「運動エネルギーとは？」「電気がもた
らすエネルギーとは？」。私たちの暮
らしを支えるエネルギー。未来の地
球を守るために今必要とされているエ
ネルギーとは何か。

総語数 :　3,776
ヘッドワード :　1,050
9780194645645 （リーダーのみ）
9780194646048 （CD付き）
9780194022491 （オーディオ・パック）

Wonderful Ecosystems
「サルはどんなふうに生態系に適応し
ているか」「分解生物とは？」。さまざま
な自然環境の中で生きるために、動物
たちが形成している生態系。これを守
るためにしなければならないこととは。

総語数 :　3,754
ヘッドワード :　1,050
9780194645669 （リーダーのみ）
9780194646062 （CD付き）
9780194022514 （オーディオ・パック）

Your Amazing Body
「人の骨格の骨の数は？」「白血球の
役割とは？」。体を動かしたり、人と話
したりするなど、さまざまな働きをす
る私たちの体。その驚異の構造が明
らかになる。

総語数 :　3,869
ヘッドワード :　1,050
9780194645584 （リーダーのみ）
9780194645980 （CD付き）
9780194022538 （オーディオ・パック）
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物語を楽しみながら、さまざまな分野の知識、想像力、そしてリーディングスキルが養えます
Oxford Read and Imagine

ノンフィクション「Read and Discover」のテーマに連動する
ストーリーのフィクション・リーダーシリーズ

ノンフィクションシリーズOxford Read and Discover
のレベルとトピックにリンクするストーリー。
シリーズ全編を通じ同じキャラクターが登場し、様々な
体験を通して学び成長していきます。

✔

✔

リーダー 全レベル　￥715
アクティビティブック 全レベル　￥429
CDパック レベル 1~6　￥1,429

詳細はウェブサイトをご覧下さい。
www.oupjapan.co.jp/readandimagine

Starter
ヘッドワード 100

Early Starter
ヘッドワード 30

Level 1
ヘッドワード 300

Level 3
ヘッドワード 600

Level 5
ヘッドワード 900

152 x 216 mm

The lion in the long grass is very 
close to Grandpa and Alice now.

Then it hears a noise. It looks up 
and sees the giraffe coming!

With an angry noise, the lion 
jumps up and runs out of the long 
grass. ‘ROAR!’

16

ORI L2 Can You See Lions pages.indb   16 28/10/2013   15:35

Read and Imagine 
Level 2: Can You See 
Lions?

Beginner
ヘッドワード 150

Level 2
ヘッドワード 450

Level 4
ヘッドワード 750

Level 6
ヘッドワード 1,050

32

1 Circle the odd one out.
1 long / look / see 
2 jump / run / angry
3 lion / giraffe / close
4 close / behind / grass
5 noise / run / roar

2 Choose and write the correct words.
The lion is very 1   to Grandpa  
and Alice  The lion hears a 2   and 
looks up  It sees the giraffe coming  The lion  
3   up and runs out of the long 
grass  Grandpa and Alice hear the lion’s  
4     They run to the van 

     
 shout jumps close noise roar

Activities for pages 16–17

ORI L2 Can You See Lions pages.indb   32 28/10/2013   15:36

同じテーマをフ
ィクションと

ノンフィクション
で読み比べ！

www.oup.com/elt/readandimagine

* Early Starter、Starter、Beginnerの 
オーディオは無料でダウンロードできます。




