
テーマ学習　教材リスト　「英語」

コースNO. コース名 ステップNO. ステップ名 教材NO. テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

1 英語の素－もと－１（ＡＢＣ...Ｚ・数） 1 アルファベット 1 アルファベットの大文字① 中学1年 アルファベット アルファベットの大文字 基本

2 アルファベットの大文字② 中学1年 アルファベット アルファベットの大文字 標準

3 アルファベットの大文字③ 中学1年 アルファベット アルファベットの大文字 挑戦

4 アルファベットの小文字① 中学1年 アルファベット アルファベットの小文字 基本

5 アルファベットの小文字② 中学1年 アルファベット アルファベットの小文字 標準

6 アルファベットの小文字③ 中学1年 アルファベット アルファベットの小文字 挑戦

1 英語の素－もと－１（ＡＢＣ...Ｚ・数） 2 数 1 0～10 までの数字① 中学1年 複数形と数の表し方 0～10 までの数字 基本

2 0～10 までの数字② 中学1年 複数形と数の表し方 0～10 までの数字 標準

3 11～20 までの数字① 中学1年 複数形と数の表し方 11～20 までの数字 基本

4 11～20 までの数字② 中学1年 複数形と数の表し方 11～20 までの数字 標準

5 21～100 までの数字① 中学1年 複数形と数の表し方 21～100 までの数字 基本

6 21～100 までの数字② 中学1年 複数形と数の表し方 21～100 までの数字 標準

7 100 以上の言い方① 中学1年 複数形と数の表し方 100 以上の言い方 基本

8 100 以上の言い方② 中学1年 複数形と数の表し方 100 以上の言い方 標準

1 英語の素－もと－１（ＡＢＣ...Ｚ・数） 3 序数・日付 1 1～10 までの序数① 中学1年 序数 1～10 までの序数 基本

2 1～10 までの序数② 中学1年 序数 1～10 までの序数 標準

3 11～20 までの序数① 中学1年 序数 11～20 までの序数 基本

4 11～20 までの序数② 中学1年 序数 11～20 までの序数 標準

5 21～100 までの序数① 中学1年 序数 21～100 までの序数 基本

6 21～100 までの序数② 中学1年 序数 21～100 までの序数 標準

7 月の名前 中学1年 時間・月・曜日・日付 月の名前 基本

8 「…月に～します。」 中学1年 時間・月・曜日・日付 「…月に～します。」 基本

9 日付のたずね方 中学1年 時間・月・曜日・日付 日付のたずね方 基本

10 日付の表し方 中学1年 時間・月・曜日・日付 日付の表し方 基本

1 英語の素－もと－１（ＡＢＣ...Ｚ・数） 4 曜日・時間 1 曜日の名前 中学1年 時間・月・曜日・日付 曜日の名前 基本

2 曜日のたずね方 中学1年 時間・月・曜日・日付 曜日のたずね方 基本

3 曜日の表し方 中学1年 時間・月・曜日・日付 曜日の表し方 基本

4 「…曜日に～します。」 中学1年 時間・月・曜日・日付 「…曜日に～します。」 基本

5 時間の表し方 中学1年 時間・月・曜日・日付 時間の表し方 標準

6 時間のたずね方 中学1年 時間・月・曜日・日付 時間のたずね方 基本

7 「…時に～します。」 中学1年 時間・月・曜日・日付 「…時に～します。」 基本

2 英語の素－もと－２（名詞・数量表現） 1 名詞の種類と複数形 1 数えられる名詞と数えられない名詞 中学1年 複数形と数の表し方 数えられる名詞と数えられない名詞 標準

2 複数形(s をつけるもの) 中学1年 複数形と数の表し方 複数形(s をつけるもの) 基本

3 複数形(s をつけないもの)① 中学1年 複数形と数の表し方 複数形(s をつけないもの) 基本

4 複数形(s をつけないもの)② 中学1年 複数形と数の表し方 複数形(s をつけないもの) 標準

5 「コップ１杯の水」などの表現① 中学1年 数や量の表し方 「コップ１杯の水」などの表現 基本

6 「コップ１杯の水」などの表現② 中学1年 数や量の表し方 「コップ１杯の水」などの表現 標準

2 英語の素－もと－２（名詞・数量表現） 2 冠詞の a[an] と the 1 冠詞の a,an ① 中学1年 冠詞 冠詞の a,an (I am a ～.) 基本

2 冠詞の a,an ② 中学1年 冠詞 冠詞の a,an (This is a ～.) 標準

3 冠詞の a,an ③ 中学1年 冠詞 冠詞の a,an (I have a ～.) 標準

4 冠詞の the ① 中学1年 冠詞 冠詞の the (This is the ～.) 基本

5 冠詞の the ② 中学1年 冠詞 冠詞の the (I like the ～.) 標準

2 英語の素－もと－２（名詞・数量表現） 3 数や量の表し方 1 many と much 中学1年 数や量の表し方 many と much 基本

2 a lot of 中学1年 数や量の表し方 a lot of 基本

3 some の用法 中学1年 数や量の表し方 some の用法 基本

4 疑問文の any 中学1年 数や量の表し方 疑問文の any 基本

5 否定文の any 中学1年 数や量の表し方 否定文の any 基本

6 no＋名詞 中学1年 数や量の表し方 no＋名詞 基本

7 名詞を修飾する a few 中学2年 数や量の表し方 名詞を修飾する a few 基本

8 名詞を修飾する few 中学2年 数や量の表し方 名詞を修飾する few 基本

9 名詞を修飾する a little 中学2年 数や量の表し方 名詞を修飾する a little 基本

10 名詞を修飾する little 中学2年 数や量の表し方 名詞を修飾する little 基本

3 英語の素－もと－３（代名詞） 1 主語や目的語になる代名詞 1 「～は［が］」と主語を表す代名詞(単数) 中学1年 代名詞 「～は［が］」と主語を表す代名詞(単数) 基本

2 「～は［が］」と主語を表す代名詞(複数) 中学1年 代名詞 「～は［が］」と主語を表す代名詞(複数) 基本

3 「～を，に」と目的語になる代名詞(単数) 中学1年 代名詞 「～を，に」と目的語になる代名詞(単数) 標準

4 「～を，に」と目的語になる代名詞(複数) 中学1年 代名詞 「～を，に」と目的語になる代名詞(複数) 標準

5 前置詞＋代名詞(単数) 中学1年 代名詞 前置詞＋代名詞(単数) 標準

6 前置詞＋代名詞(複数) 中学1年 代名詞 前置詞＋代名詞(複数) 標準

3 英語の素－もと－３（代名詞） 2 所有を表す代名詞 1 持ち主を表す言い方(my,your) 中学1年 be動詞 (2) 持ち主を表す言い方(my,your) 標準

2 持ち主を表す言い方(～'s) 中学1年 be動詞 (2) 持ち主を表す言い方(～'s) 基本

3 持ち主を表す言い方(our,your) 中学1年 be動詞 (2) 持ち主を表す言い方(our,your) 標準

4 持ち主を表す言い方(his,her) 中学1年 be動詞 (2) 持ち主を表す言い方(his,her) 標準

5 「～の」と所有を表す代名詞(単数) 中学1年 代名詞 「～の」と所有を表す代名詞(単数) 基本

6 「～の」と所有を表す代名詞(複数) 中学1年 代名詞 「～の」と所有を表す代名詞(複数) 基本

7 「～のもの」を表す代名詞(単数) 中学1年 代名詞 「～のもの」を表す代名詞(単数) 基本

8 「～のもの」を表す代名詞(複数) 中学1年 代名詞 「～のもの」を表す代名詞(複数) 基本

3 英語の素－もと－３（代名詞） 3 特別な代名詞 1 距離を表す it 中学1年 代名詞 距離を表す it 基本

2 かかる時間を表す it 中学2年 代名詞 かかる時間を表す it 基本

3 天候を表す it(fine,rainy,cloudy など) 中学2年 代名詞 天候を表す it(fine,rainy,cloudy など) 標準

4 天候を表す it(rain,snow など) 中学2年 代名詞 天候を表す it(rain,snow など) 基本

5 寒暖を表す it 中学2年 代名詞 寒暖を表す it 基本

6 代名詞 one の用法 中学1年 代名詞 代名詞 one の用法 基本

7 each other 中学2年 代名詞 each other 標準

8 再帰代名詞の形(～self) 中学3年 再帰代名詞 再帰代名詞の形(～self) 標準

9 再帰代名詞(主語を強める用法) 中学3年 再帰代名詞 再帰代名詞(主語を強める用法) 基本

10 再帰代名詞(目的語になる用法) 中学3年 再帰代名詞 再帰代名詞(目的語になる用法) 基本

4 英語の素－もと－４（形容詞・前置詞） 1 形容詞・副詞 1 「～はどんなだ。」(主語を説明する形容詞) 中学1年 形容詞と副詞 「～はどんなだ。」(主語を説明する形容詞) 基本

2 名詞を修飾する形容詞① 中学1年 形容詞と副詞 名詞を修飾する形容詞 (1) 基本

3 名詞を修飾する形容詞② 中学1年 形容詞と副詞 名詞を修飾する形容詞 (2) 基本

4 副詞の働き 中学1年 形容詞と副詞 副詞の働き 標準

5 副詞の位置 中学1年 形容詞と副詞 副詞の位置 基本

6 too と either 中学1年 形容詞と副詞 too と either 基本

7 not very～ 中学1年 形容詞と副詞 not very～ 基本

4 英語の素－もと－４（形容詞・前置詞） 2 時を表す前置詞 1 時を表す前置詞 at,on,in ① 中学1年 前置詞 時を表す前置詞 at,on,in 基本

2 時を表す前置詞 at,on,in ② 中学1年 前置詞 時を表す前置詞 at,on,in 標準

3 時を表す前置詞 after,before 中学1年 前置詞 時を表す前置詞 after,before 標準

4 時を表す前置詞 for,during,in 中学2年 前置詞 時を表す前置詞 for,during,in 基本

5 時を表す前置詞 until[till],by 中学2年 前置詞 時を表す前置詞 until[till],by 基本

4 英語の素－もと－４（形容詞・前置詞） 3 場所を表す前置詞 1 場所を表す前置詞 at,in 中学1年 前置詞 場所を表す前置詞 at,in 標準

2 場所を表す前置詞 near,by 中学1年 前置詞 場所を表す前置詞 near,by 標準

3 場所を表す前置詞 on,under 中学1年 前置詞 場所を表す前置詞 on,under 標準

4 場所を表す前置詞 to,for,from 中学1年 前置詞 場所を表す前置詞 to,for,from 標準

5 場所を表す前置詞 between,among 中学2年 前置詞 場所を表す前置詞 between,among 基本

6 場所を表す前置詞 into,out of 中学2年 前置詞 場所を表す前置詞 into,out of 基本

4 英語の素－もと－４（形容詞・前置詞） 4 いろいろな前置詞 1 from ～ to … 中学1年 前置詞 from ～ to … 標準

2 横断・貫通を表す前置詞 across,through 中学2年 前置詞 横断・貫通を表す前置詞 across,through 基本

3 動詞を修飾する前置詞 中学1年 前置詞 動詞を修飾する前置詞 基本

4 名詞を修飾する前置詞 中学1年 前置詞 名詞を修飾する前置詞 基本

5 所属などを表す前置詞 of 中学1年 前置詞 所属などを表す前置詞 of 標準

6 手段などを表す前置詞 by,with,in 中学2年 前置詞 手段などを表す前置詞 by,with,in 基本

7 材料などを表す前置詞 中学2年 前置詞 材料などを表す前置詞 基本

8 「～の中で」の in と of 中学2年 前置詞 「～の中で」の in と of 基本

9 「～を持って(持たずに)」という意味の前置詞 中学2年 前置詞 「～を持って(持たずに)」という意味の前置詞 基本

10 「～として」という意味の前置詞 中学2年 前置詞 「～として」という意味の前置詞 標準

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。
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5 英文法ツアー１（be動詞・一般動詞） 1 「わたし[あなた]は～です」の文 1 「わたしは～です。」 中学1年 be動詞 (1) 「わたしは～です。」 基本

2 「わたしは～ではありません。」 中学1年 be動詞 (1) 「わたしは～ではありません。」 基本

3 「あなたは～です。」 中学1年 be動詞 (1) 「あなたは～です。」 基本

4 「あなたは～ではありません。」 中学1年 be動詞 (1) 「あなたは～ではありません。」 基本

5 「あなたは～ですか。」 中学1年 be動詞 (1) 「あなたは～ですか。」 基本

5 英文法ツアー１（be動詞・一般動詞） 2 「これ[あれ]は～です」の文 1 「これ[あれ]は～です。」 中学1年 be動詞 (1) 「これ[あれ]は～です。」 基本

2 「これ[あれ]は～ではありません。」 中学1年 be動詞 (1) 「これ[あれ]は～ではありません。」 基本

3 「これ[あれ]は～ですか。」 中学1年 be動詞 (1) 「これ[あれ]は～ですか。」 基本

4 「この[あの]～は…です。」 中学1年 be動詞 (2) 「この[あの]～は…です。」 基本

5 「この[あの]～は…ではありません。」 中学1年 be動詞 (2) 「この[あの]～は…ではありません。」 基本

6 「この[あの]～は…ですか。」 中学1年 be動詞 (2) 「この[あの]～は…ですか。」 標準

5 英文法ツアー１（be動詞・一般動詞） 3 「彼[彼女]は～です」の文 1 「彼[彼女]は～です。」① 中学1年 be動詞 (1) 「彼[彼女]は～です。」 基本

2 「彼[彼女]は～です。」② 中学1年 be動詞 (1) 「彼[彼女]は～です。」 標準

3 「彼[彼女]は～ではありません。」① 中学1年 be動詞 (1) 「彼[彼女]は～ではありません。」 基本

4 「彼[彼女]は～ではありません。」② 中学1年 be動詞 (1) 「彼[彼女]は～ではありません。」 挑戦

5 「彼[彼女]は～ですか。」① 中学1年 be動詞 (1) 「彼[彼女]は～ですか。」 基本

6 「彼[彼女]は～ですか。」② 中学1年 be動詞 (1) 「彼[彼女]は～ですか。」 標準

5 英文法ツアー１（be動詞・一般動詞） 4 主語が複数のbe動詞の文 1 「わたしたちは～です。」 中学1年 be動詞 (3) 「わたしたちは～です。」 基本

2 「あなたたちは～です。」 中学1年 be動詞 (3) 「あなたたちは～です。」 基本

3 「彼ら[彼女たち]は～です。」 中学1年 be動詞 (3) 「彼ら[彼女たち]は～です。」 基本

4 「これらは～です。」 中学1年 be動詞 (3) 「これらは～です。」 基本

5 「これらは～ではありません。」 中学1年 be動詞 (3) 「これらは～ではありません。」 基本

6 「これらは～ですか。」 中学1年 be動詞 (3) 「これらは～ですか。」 標準

7 「これらの～」という言い方 中学1年 be動詞 (3) 「これらの～」という言い方 基本

8 「これらの～は…ではありません。」 中学1年 be動詞 (3) 「これらの～は…ではありません。」 基本

9 「これらの～は…ですか。」 中学1年 be動詞 (3) 「これらの～は…ですか。」 基本

5 英文法ツアー１（be動詞・一般動詞） 5 基本的な一般動詞の文 1 「わたしは～が好きです。」① 中学1年 一般動詞 (1) 「わたしは～が好きです。」 基本

2 「わたしは～が好きです。」② 中学1年 一般動詞 (1) 「わたしは～が好きです。」 標準

3 「わたしは～が好きではありません。」① 中学1年 一般動詞 (1) 「わたしは～が好きではありません。」 基本

4 「わたしは～が好きではありません。」② 中学1年 一般動詞 (1) 「わたしは～が好きではありません。」 標準

5 「あなたは～が好きですか。」① 中学1年 一般動詞 (1) 「あなたは～が好きですか。」 基本

6 「あなたは～が好きですか。」② 中学1年 一般動詞 (1) 「あなたは～が好きですか。」 標準

7 「わたしたちは～が好きです。」 中学1年 一般動詞 (2) 「わたしたちは～が好きです。」 基本

8 「あなたたちは～が好きです。」 中学1年 一般動詞 (2) 「あなたたちは～が好きです。」 標準

9 「彼ら[彼女たち]は～が好きです。」 中学1年 一般動詞 (2) 「彼ら[彼女たち]は～が好きです。」 基本

5 英文法ツアー１（be動詞・一般動詞） 6 主語が3人称単数の一般動詞の文 1 「彼[彼女]は～が好きです。」① 中学1年 一般動詞 (2) 「彼[彼女]は～が好きです。」 基本

2 「彼[彼女]は～が好きです。」② 中学1年 一般動詞 (2) 「彼[彼女]は～が好きです。」 標準

3 「彼[彼女]は～が好きではありません。」① 中学1年 一般動詞 (2) 「彼[彼女]は～が好きではありません。」 基本

4 「彼[彼女]は～が好きではありません。」② 中学1年 一般動詞 (2) 「彼[彼女]は～が好きではありません。」 標準

5 「彼[彼女]は～が好きですか。」① 中学1年 一般動詞 (2) 「彼[彼女]は～が好きですか。」 基本

6 「彼[彼女]は～が好きですか。」② 中学1年 一般動詞 (2) 「彼[彼女]は～が好きですか。」 標準

6 英文法ツアー２（疑問詞） 1 「何」をたずねる文 1 「～は何ですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「～は何ですか。」 標準

2 「これは何の…ですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「これは何の…ですか。」 基本

3 「～には何がありますか。」 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 「～には何がありますか。」 基本

4 「あなたは何を～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「あなたは何を～しますか。」 標準

5 「あなたは何の…を～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「あなたは何の…を～しますか。」 標準

6 「彼[彼女]は何を～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「彼[彼女]は何を～しますか。」 基本

7 「何時に～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「何時に～しますか。」 基本

6 英文法ツアー２（疑問詞） 2 「どちら[どれ]」をたずねる文 1 「～はどちら[どれ]ですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「～はどちら[どれ]ですか。」 基本

2 「どちらの[どの]…が～ですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「どちらの[どの]…が～ですか。」 基本

3 「どちら[どれ]を～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「どちら[どれ]を～しますか。」 基本

4 「どちらの[どの]…を～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「どちらの[どの]…を～しますか。」 標準

6 英文法ツアー２（疑問詞） 3 「だれ」「だれの」をたずねる文 1 「～はだれですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「～はだれですか。」(He や She で答える場合) 基本

2 「だれが～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「だれが～しますか。」 基本

3 「～はだれの…ですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「～はだれの…ですか。」 基本

4 「～はだれのものですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「～はだれのものですか。」 基本

6 英文法ツアー２（疑問詞） 4 「どこ」「いつ」をたずねる文 1 「～はどこにありますか。」 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 「～はどこにありますか。」 基本

2 「どちらの出身ですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「どちらの出身ですか。」 基本

3 「どこで～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「どこで～しますか。」 基本

4 「～はいつですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「～はいつですか。」 基本

5 「いつ～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「いつ～しますか。」 基本

6 英文法ツアー２（疑問詞） 5 様子や手段，数量などをたずねる文 1 様子のたずね方 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 様子のたずね方 基本

2 「どうやって～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「どうやって～しますか。」 基本

3 「～はいかがですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「～はいかがですか。」 基本

4 年齢・古さのたずね方 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 年齢・古さのたずね方 基本

5 距離のたずね方 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 距離のたずね方 基本

6 「いくらですか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (1) 「いくらですか。」 基本

7 「いくつ～がありますか。」 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 「いくつ～がありますか。」 基本

8 「いくつ～しますか。」 中学1年 疑問詞を使う疑問文 (2) 「いくつ～しますか。」 基本
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7 英文法ツアー３（いろいろな時制） 1 過去形（一般動詞） 1 ed のつけ方 中学1年 一般動詞の過去形 (1) ed のつけ方 基本

2 一般動詞の過去形(規則動詞)肯定文 中学1年 一般動詞の過去形 (1) 一般動詞の過去形(規則動詞)肯定文 標準

3 一般動詞の過去形(規則動詞)否定文 中学1年 一般動詞の過去形 (1) 一般動詞の過去形(規則動詞)否定文 挑戦

4 一般動詞の過去形(規則動詞)疑問文 中学1年 一般動詞の過去形 (1) 一般動詞の過去形(規則動詞)疑問文 基本

5 疑問詞がつく過去形の疑問文 中学1年 一般動詞の過去形 (1) 疑問詞がつく過去形の疑問文 標準

6 不規則に変化する動詞の過去形 中学1年 一般動詞の過去形 (2) 不規則に変化する動詞の過去形 標準

7 一般動詞の過去形(不規則動詞)肯定文 中学1年 一般動詞の過去形 (2) 一般動詞の過去形(不規則動詞)肯定文 基本

8 一般動詞の過去形(不規則動詞)否定文 中学1年 一般動詞の過去形 (2) 一般動詞の過去形(不規則動詞)否定文 標準

9 一般動詞の過去形(不規則動詞)疑問文 中学1年 一般動詞の過去形 (2) 一般動詞の過去形(不規則動詞)疑問文 基本

7 英文法ツアー３（いろいろな時制） 2 過去形（be動詞） 1 be 動詞の過去形 中学1年 be動詞の過去形 be 動詞の過去形 標準

2 be 動詞の過去形(否定文) 中学1年 be動詞の過去形 be 動詞の過去形(否定文) 基本

3 be 動詞の過去形(疑問文) 中学1年 be動詞の過去形 be 動詞の過去形(疑問文) 挑戦

4 be 動詞の過去形(主語が複数) 中学1年 be動詞の過去形 be 動詞の過去形(主語が複数) 基本

5 be 動詞の過去形(主語が複数・否定文) 中学1年 be動詞の過去形 be 動詞の過去形(主語が複数・否定文) 標準

6 be 動詞の過去形(主語が複数・疑問文) 中学1年 be動詞の過去形 be 動詞の過去形(主語が複数・疑問文) 基本

7 英文法ツアー３（いろいろな時制） 3 現在進行形・過去進行形 1 ing のつけ方 中学1年 現在進行形 ing のつけ方 基本

2 「～しているところです。」(現在進行形の文) 中学1年 現在進行形 「～しているところです。」(現在進行形の文) 標準

3 「～しているところではありません。」 中学1年 現在進行形 「～しているところではありません。」 標準

4 「～しているところですか。」 中学1年 現在進行形 「～しているところですか。」 基本

5 疑問詞がつく現在進行形の疑問文 中学1年 現在進行形 疑問詞がつく進行形の疑問文 基本

6 近い未来を表す進行形 中学1年 現在進行形 近い未来を表す進行形 基本

7 過去進行形の文 中学2年 過去進行形 過去進行形 標準

8 過去進行形の否定文 中学2年 過去進行形 過去進行形の否定文 標準

9 過去進行形の疑問文 中学2年 過去進行形 過去進行形の疑問文 基本

10 疑問詞がつく過去進行形の疑問文 中学2年 過去進行形 疑問詞がついた過去進行形の疑問文 基本

7 英文法ツアー３（いろいろな時制） 4 未来を表す表現（willなど） 1 未来を表す will (肯定文) 中学2年 will の用法 will 「未来」の肯定文 標準

2 未来を表す will (否定文) 中学2年 will の用法 will 「未来」の否定文 標準

3 未来を表す will (疑問文) 中学2年 will の用法 will 「未来」の疑問文 標準

4 意志を表す will (肯定文) 中学2年 will の用法 will 「意志」の肯定文 標準

5 意志を表す will (否定文) 中学2年 will の用法 will 「意志」の否定文 標準

6 意志を表す will (疑問文) 中学2年 will の用法 will 「意志」の疑問文 標準

7 be going to ～ (肯定文) 中学2年 助動詞の働きをする語句 be going to ～の肯定文 標準

8 be going to ～ (否定文) 中学2年 助動詞の働きをする語句 be going to ～の否定文 標準

9 be going to ～ (疑問文) 中学2年 助動詞の働きをする語句 be going to ～の疑問文 標準

10 will と be going to の書きかえ 中学2年 助動詞の働きをする語句 will と be going to の書きかえ 基本

7 英文法ツアー３（いろいろな時制） 5 現在完了（継続） 1 現在完了の文で使う過去分詞 中学3年 現在完了 現在完了の文で使う過去分詞 標準

2 現在完了 継続の用法(肯定文) 中学3年 現在完了 現在完了の継続用法(肯定文) 基本

3 現在完了 継続の用法(疑問文) 中学3年 現在完了 現在完了の継続用法(疑問文) 基本

4 現在完了の文で使う接続詞 since の用法 中学3年 現在完了 接続詞 since の用法 基本

5 現在完了の文で使う for と since の区別 中学3年 現在完了 for と since の区別 基本

6 「どのくらいの間～していますか。」という言い方 中学3年 現在完了 「どのくらいの間～していますか。」という言い方 基本

7 英文法ツアー３（いろいろな時制） 6 現在完了（完了・経験） 1 現在完了 完了の用法(肯定文) 中学3年 現在完了 現在完了の完了用法(肯定文) 基本

2 現在完了 完了の用法(否定文) 中学3年 現在完了 現在完了の完了用法(否定文) 基本

3 現在完了 完了の用法(疑問文) 中学3年 現在完了 現在完了の完了用法(疑問文) 標準

4 現在完了 経験の用法(肯定文) 中学3年 現在完了 現在完了の経験用法(肯定文) 標準

5 現在完了 経験の用法(否定文) 中学3年 現在完了 現在完了の経験用法(否定文) 基本

6 現在完了 経験の用法(疑問文) 中学3年 現在完了 現在完了の経験用法(疑問文) 基本

7 「～に行ったことがあります。」という言い方 中学3年 現在完了 「～に行ったことがあります。」という言い方 標準

8 英文法ツアー４（助動詞） 1 can 1 「～できます。」(can の用法) 中学1年 can の用法 「～できます。」(can の用法) 標準

2 「～できません。」 中学1年 can の用法 「～できません。」 基本

3 「～できますか。」 中学1年 can の用法 「～できますか。」 基本

4 疑問詞がつく can の疑問文 中学1年 can の用法 疑問詞がつく can の疑問文 標準

5 「～してもよい。」という意味の can 中学1年 can の用法 「～してもよい。」という意味の can 標準

6 can の過去形 could 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 can の過去形 could 標準

7 could の否定文 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 could の否定文 基本

8 could の疑問文 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 could の疑問文 標準

8 英文法ツアー４（助動詞） 2 be able to 1 be able to の肯定文 中学2年 助動詞の働きをする語句 be able to の肯定文 基本

2 be able to の否定文 中学2年 助動詞の働きをする語句 be able to の否定文 標準

3 be able to の疑問文 中学2年 助動詞の働きをする語句 be able to の疑問文 基本

4 can と be able to の書きかえ 中学2年 助動詞の働きをする語句 can と be able to の書きかえ 基本

5 could と be able to の書きかえ 中学2年 助動詞の働きをする語句 could と be able to の書きかえ 基本

8 英文法ツアー４（助動詞） 3 may，must，should 1 may の肯定文 中学2年 must と may の用法 may の肯定文 標準

2 may の否定文 中学2年 must と may の用法 may の否定文 基本

3 may の疑問文 中学2年 must と may の用法 may の疑問文 基本

4 「～かもしれない」という意味の may 中学2年 must と may の用法 「～かもしれない」という意味の may 基本

5 must の肯定文 中学2年 must と may の用法 must の肯定文 標準

6 must の否定文 中学2年 must と may の用法 must の否定文 基本

7 must の疑問文 中学2年 must と may の用法 must の疑問文 挑戦

8 「～にちがいない」という意味の must 中学2年 must と may の用法 「～にちがいない」という意味の must 標準

9 should の肯定文 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 should の肯定文 基本

10 should の否定文 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 should の否定文 基本

8 英文法ツアー４（助動詞） 4 have to 1 have to の肯定文 中学2年 助動詞の働きをする語句 have to の肯定文 基本

2 have to の否定文 中学2年 助動詞の働きをする語句 have to の否定文 標準

3 have to の疑問文 中学2年 助動詞の働きをする語句 have to の疑問文 基本

4 have to の過去形 中学2年 助動詞の働きをする語句 have to の過去形 基本

5 must と have to の書きかえ 中学2年 助動詞の働きをする語句 must と have to の書きかえ 基本

8 英文法ツアー４（助動詞） 5 助動詞を使った依頼や提案の表現 1 「～してくれませんか。」 中学1年 can の用法 「～してくれませんか。」 標準

2 依頼の Could you～? 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 依頼の Could you～? 標準

3 依頼の Would you～? 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 依頼の Would you～? 基本

4 依頼の Will you～? 中学2年 will の用法 依頼の Will you～? 基本

5 申し出る言い方 Shall I～? 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 申し出る言い方 Shall I～? 標準

6 相手の意思を問う言い方 Shall we～? 中学2年 助動詞を使ったいろいろな表現 相手の意思を問う言い方 Shall we～? 標準
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9 英文法ツアー５（接続詞） 1 and，but，or，so 1 and の用法① 中学1年 接続詞 and の用法 基本

2 and の用法② 中学1年 接続詞 and の用法 標準

3 but の用法 中学1年 接続詞 but の用法 基本

4 or の用法 中学1年 接続詞 or の用法 標準

5 so の用法 中学1年 接続詞 so の用法 標準

6 both ～ and … 中学2年 接続詞 both ～ and … 基本

7 either ～ or … 中学3年 いろいろな連語 either～or… 基本

8 not only ～ but also … 中学3年 いろいろな連語 not only～but also… 基本

9 「～しなさい。そうすれば[さもないと]…」 中学2年 接続詞 「～しなさい。そうすれば[さもないと]…」 基本

9 英文法ツアー５（接続詞） 2 時や条件を表す接続詞 1 接続詞 when の用法 中学2年 接続詞 接続詞 when の用法 基本

2 接続詞 while の用法 中学2年 接続詞 接続詞 while の用法 標準

3 接続詞 before,after の用法 中学2年 接続詞 接続詞 before,after の用法 基本

4 接続詞 until[till] の用法 中学2年 接続詞 接続詞 until[till] の用法 標準

5 接続詞の働きをする as soon as～ 中学3年 接続詞 接続詞の働きをする as soon as～ 標準

6 接続詞 if の用法① 中学2年 接続詞 接続詞 if の用法 基本

7 接続詞 if の用法② 中学2年 接続詞 接続詞 if の用法 標準

9 英文法ツアー５（接続詞） 3 理由を表す接続詞 1 接続詞 because の用法① 中学2年 接続詞 接続詞 because の用法 基本

2 接続詞 because の用法② 中学2年 接続詞 接続詞 because の用法 標準

3 Why～? と Because～. ① 中学2年 接続詞 Why～? と Because～. 基本

4 Why～? と Because～. ② 中学2年 接続詞 Why～? と Because～. 標準

9 英文法ツアー５（接続詞） 4 接続詞 that 1 接続詞 that の用法① 中学2年 接続詞 接続詞 that の用法 基本

2 接続詞 that の用法② 中学2年 接続詞 接続詞 that の用法 標準

3 「とても～なので…」という言い方① 中学3年 接続詞 「とても～なので…」という言い方 基本

4 「とても～なので…」という言い方② 中学3年 接続詞 「とても～なので…」という言い方 標準

10 英文法ツアー６（不定詞・動名詞） 1 不定詞の基本的な用法 (1) 1 名詞の働きをする不定詞(名詞的用法)① 中学2年 不定詞 名詞の働きをする不定詞(名詞的用法) (1) 基本

2 名詞の働きをする不定詞(名詞的用法)② 中学2年 不定詞 名詞の働きをする不定詞(名詞的用法) (1) 標準

3 名詞の働きをする不定詞(名詞的用法)③ 中学2年 不定詞 名詞の働きをする不定詞(名詞的用法) (2) 基本

4 形容詞の働きをする不定詞(形容詞的用法)① 中学2年 不定詞 形容詞の働きをする不定詞(形容詞的用法) 基本

5 形容詞の働きをする不定詞(形容詞的用法)② 中学2年 不定詞 形容詞の働きをする不定詞(形容詞的用法) 標準

10 英文法ツアー６（不定詞・動名詞） 2 不定詞の基本的な用法 (2) 1 目的を表す不定詞(副詞的用法)① 中学2年 不定詞 目的を表す不定詞(副詞的用法) 基本

2 目的を表す不定詞(副詞的用法)② 中学2年 不定詞 目的を表す不定詞(副詞的用法) 標準

3 原因・理由を表す不定詞(副詞的用法) 中学2年 不定詞 原因・理由を表す不定詞(副詞的用法) 標準

4 Why～? と To～. 中学2年 不定詞 Why～? と To～. 基本

10 英文法ツアー６（不定詞・動名詞） 3 不定詞の発展的な用法 (1) 1 「(人)に～してくれるよう頼む」という言い方 中学3年 不定詞 「(人)に～してくれるよう頼む」という言い方 基本

2 「(人)に～してもらいたい」という言い方 中学3年 不定詞 「(人)に～してもらいたい」という言い方 標準

3 「(人)に～しろと言う」という言い方 中学3年 不定詞 「(人)に～しろと言う」という言い方 基本

4 「…することは～です。」という言い方 中学3年 不定詞 「…することは～です。」という言い方 基本

5 「…することは － にとって～です。」という言い方 中学3年 不定詞 「…することは － にとって～です。」という言い方 基本

10 英文法ツアー６（不定詞・動名詞） 4 不定詞の発展的な用法 (2) 1 「～のしかた」という言い方 中学3年 不定詞 「～のしかた」という言い方 標準

2 「何を～すべきか」という言い方 中学3年 不定詞 「何を～すべきか」という言い方 標準

3 疑問詞＋不定詞(when,where など) 中学3年 不定詞 疑問詞＋不定詞(when,where など) 標準

4 動詞＋目的語＋疑問詞＋不定詞 中学3年 不定詞 動詞＋目的語＋疑問詞＋不定詞 基本

5 「あまりに～なので…できません。」という言い方 中学3年 不定詞 「あまりに～なので…できません。」という言い方 基本

6 too～to と so～that との書きかえ 中学3年 不定詞 too～to と so～that との書きかえ 基本

10 英文法ツアー６（不定詞・動名詞） 5 動名詞 1 「～すること」(動名詞)の使い方① 中学2年 動名詞 「～すること」(動名詞)の使い方(1) 基本

2 「～すること」(動名詞)の使い方② 中学2年 動名詞 「～すること」(動名詞)の使い方(2) 基本

3 前置詞＋動名詞 中学2年 動名詞 前置詞＋動名詞 基本

4 不定詞と動名詞の書きかえ 中学2年 動名詞 不定詞と動名詞の書きかえ 標準

5 不定詞と動名詞の使い分け 中学2年 動名詞 不定詞と動名詞の使い分け 標準

11 英文法ツアー７（比較） 1 比較級 1 er のつけ方 中学2年 比較 (1) er のつけ方 基本

2 more をつけて比較級にする語 中学2年 比較 (1) more をつけて比較級にする語 基本

3 形容詞の比較級 中学2年 比較 (1) 形容詞の比較級 標準

4 副詞の比較級 中学2年 比較 (1) 副詞の比較級 標準

5 more をつける形容詞比較級 中学2年 比較 (1) more をつける形容詞比較級 基本

6 more をつける副詞比較級 中学2年 比較 (1) more をつける副詞比較級 基本

7 Which[Who] is -er, A or B? 中学2年 比較 (3) Which[Who] is -er, A or B? 基本

8 Which[Who] is more～, A or B? 中学2年 比較 (3) Which[Who] is more～, A or B? 基本

9 Which[Who] runs faster, A or B? 中学2年 比較 (3) Which[Who] runs faster, A or B? 基本

11 英文法ツアー７（比較） 2 最上級 1 est のつけ方 中学2年 比較 (1) est のつけ方 基本

2 most をつけて最上級にする語 中学2年 比較 (1) most をつけて最上級にする語 基本

3 形容詞の最上級 中学2年 比較 (1) 形容詞の最上級 標準

4 副詞の最上級 中学2年 比較 (1) 副詞の最上級 基本

5 most をつける形容詞最上級 中学2年 比較 (1) most をつける形容詞最上級 基本

6 most をつける副詞最上級 中学2年 比較 (1) most をつける副詞最上級 基本

7 比較級と最上級の書きかえ 中学2年 比較 (1) 比較級と最上級の書きかえ 基本

8 Which[Who,What] is the -est? 中学2年 比較 (3) Which[Who,What] is the -est? 標準

9 Which[Who,What] is the most～? 中学2年 比較 (3) Which[Who,What] is the most～? 標準

10 Which[Who] runs the fastest? 中学2年 比較 (3) Which[Who] runs the fastest? 標準

11 英文法ツアー７（比較） 3 不規則変化の比較級・最上級 1 不規則変化の比較級・最上級(better と best) ① 中学2年 比較 (1) 不規則変化の比較級・最上級(better と best) 基本

2 不規則変化の比較級・最上級(better と best) ② 中学2年 比較 (1) 不規則変化の比較級・最上級(better と best) 挑戦

3 不規則変化の比較級・最上級(more と most) 中学2年 比較 (1) 不規則変化の比較級・最上級(more と most) 基本

4 Which do you like better, A or B? 中学2年 比較 (3) Which do you like better, A or B? 標準

5 Which[What] do you like the best? 中学2年 比較 (3) Which[What] do you like the best? 標準

11 英文法ツアー７（比較） 4 原級を用いた比較 1 「…と同じくらい～です。」① 中学2年 比較 (2) 「…と同じくらい～です。」 基本

2 「…と同じくらい～です。」② 中学2年 比較 (2) 「…と同じくらい～です。」 標準

3 「…ほど～ではありません。」① 中学2年 比較 (2) 「…ほど～ではありません。」 基本

4 「…ほど～ではありません。」② 中学2年 比較 (2) 「…ほど～ではありません。」 標準

5 not as～as… と比較級の書きかえ 中学2年 比較 (2) not as～as… と比較級の書きかえ 標準

11 英文法ツアー７（比較） 5 比較級・最上級を用いた表現 1 more than 中学2年 比較 (1) more than 基本

2 do one's best 中学2年 比較 (1) do one's best 標準

3 any other の使い方 中学2年 比較 (2) any other の使い方 基本

4 any other と最上級の書きかえ 中学2年 比較 (2) any other と最上級の書きかえ 基本

5 get [become] 比較級 and 比較級 中学2年 比較 (2) get [become] 比較級 and 比較級 標準

12 英文法ツアー８（受け身） 1 受け身の文 (1) 1 受け身の文で使う過去分詞 中学2年 受け身の文 受け身の文で使う過去分詞 基本

2 受け身の文の基本 中学2年 受け身の文 受け身の文の基本 標準

3 受け身の文の否定文 中学2年 受け身の文 受け身の文の否定文 基本

4 受け身の文の疑問文と答え方 中学2年 受け身の文 受け身の文の疑問文と答え方 基本

5 疑問詞がつく受け身の文 中学2年 受け身の文 疑問詞がつく受け身の文 基本

12 英文法ツアー８（受け身） 2 受け身の文 (2) 1 助動詞が入った受け身の文 中学2年 受け身の文 助動詞が入った受け身の文 基本

2 「…によって」を示す受け身の文 中学2年 受け身の文 「…によって」を示す受け身の文 基本

3 連語の受け身形 中学2年 受け身の文 連語の受け身形 基本

12 英文法ツアー８（受け身） 3 ふつうの文と受け身の文の書きかえ 1 ふつうの文との書きかえ(現在形，過去形) 中学2年 受け身の文 ふつうの文との書きかえ(現在形，過去形) 基本

2 ふつうの文との書きかえ(「(人)に物を…する」の文) 中学2年 受け身の文 ふつうの文との書きかえ(「(人)に物を…する」の文) 基本

3 ふつうの文との書きかえ(「～を…と呼ぶ」などの文) 中学2年 受け身の文 ふつうの文との書きかえ(「～を…と呼ぶ」などの文) 基本

4 ふつうの文との書きかえ(by～のない文) ① 中学2年 受け身の文 ふつうの文との書きかえ(by～のない文) 基本

5 ふつうの文との書きかえ(by～のない文) ② 中学2年 受け身の文 ふつうの文との書きかえ(by～のない文) 挑戦
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13 英文法ツアー９（分詞・関係代名詞） 1 名詞を修飾する分詞や文 1 前の名詞を修飾する過去分詞 中学3年 名詞を修飾する分詞 前の名詞を修飾する過去分詞 基本

2 後ろの名詞を修飾する過去分詞 中学3年 名詞を修飾する分詞 後ろの名詞を修飾する過去分詞 標準

3 前の名詞を修飾する現在分詞 中学3年 名詞を修飾する分詞 前の名詞を修飾する現在分詞 基本

4 後ろの名詞を修飾する現在分詞 中学3年 名詞を修飾する分詞 後ろの名詞を修飾する現在分詞 基本

5 名詞を修飾する＜主語＋動詞～＞① 中学3年 関係代名詞 名詞を修飾する＜主語＋動詞～＞ 基本

6 名詞を修飾する＜主語＋動詞～＞② 中学3年 関係代名詞 名詞を修飾する＜主語＋動詞～＞ 挑戦

13 英文法ツアー９（分詞・関係代名詞） 2 主格の関係代名詞 1 主格の関係代名詞(先行詞が「人」) ① 中学3年 関係代名詞 主格の関係代名詞 (先行詞が「人」) 基本

2 主格の関係代名詞(先行詞が「人」) ② 中学3年 関係代名詞 主格の関係代名詞 (先行詞が「人」・文の主語) 標準

3 主格の関係代名詞(先行詞が「もの・動物」) ① 中学3年 関係代名詞 主格の関係代名詞 (先行詞が「もの・動物」) 基本

4 主格の関係代名詞(先行詞が「もの・動物」) ② 中学3年 関係代名詞 主格の関係代名詞 (先行詞が「もの・動物」・文の主語) 基本

13 英文法ツアー９（分詞・関係代名詞） 3 目的格の関係代名詞 1 目的格の関係代名詞(先行詞が「人」) ① 中学3年 関係代名詞 目的格の関係代名詞 (先行詞が「人」) 基本

2 目的格の関係代名詞(先行詞が「人」) ② 中学3年 関係代名詞 目的格の関係代名詞 (先行詞が「人」・文の主語) 基本

3 目的格の関係代名詞(先行詞が「もの・動物」) ① 中学3年 関係代名詞 目的格の関係代名詞 (先行詞が「もの・動物」) 基本

4 目的格の関係代名詞(先行詞が「もの・動物」) ② 中学3年 関係代名詞 目的格の関係代名詞 (先行詞が「もの・動物」・文の主語) 基本

14 英文法ツアー１０（いろいろな文） 1 There is ～ 1 There is～. の文① 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 There is～. の文 基本

2 There is～. の文② 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 There is～. の文 標準

3 There is not～. の文 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 There is not～. の文 基本

4 Is there～? の文① 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 Is there～? の文 基本

5 Is there～? の文② 中学2年 「いる［ある］」という意味の be動詞 Is there～? の文 標準

14 英文法ツアー１０（いろいろな文） 2 命令文 1 「～しなさい。」と命令する言い方 中学1年 命令文 「～しなさい。」と命令する言い方 基本

2 「～してはいけません。」と禁止する言い方 中学1年 命令文 「～してはいけません。」と禁止する言い方 基本

3 Be で始まる命令文 中学1年 命令文 Be で始まる命令文 基本

4 Don't be で始まる命令文 中学1年 命令文 Don't be で始まる命令文 基本

5 「～しましょう。」と誘う言い方 中学1年 命令文 「～しましょう。」と誘う言い方 標準

14 英文法ツアー１０（いろいろな文） 3 感嘆表現，付加疑問文など 1 what を用いた感嘆表現 中学1年 感嘆表現 what を用いた感嘆表現 基本

2 how を用いた感嘆表現 中学1年 感嘆表現 how を用いた感嘆表現 基本

3 間接疑問 中学3年 間接疑問 間接疑問 基本

4 「だれ[何]に～しますか。」(疑問詞～前置詞？) 中学2年 いろいろな疑問文 「だれ[何]に～しますか。」(疑問詞～前置詞？) 基本

5 「～ですよね。」(付加疑問文) 中学2年 いろいろな疑問文 「～ですよね。」(付加疑問文) 標準

6 「～ではありませんよね。」(付加疑問文) 中学2年 いろいろな疑問文 「～ではありませんよね。」(付加疑問文) 標準

7 「～ではないのですか。」(否定疑問文) 中学2年 いろいろな疑問文 「～ではないのですか。」(否定疑問文) 標準

14 英文法ツアー１０（いろいろな文） 4 文の構造（5つのパターン） 1 look の使い方 中学3年 文の構造（5つのパターン） look の使い方 基本

2 become の使い方 中学3年 文の構造（5つのパターン） become の使い方 標準

3 get の使い方 中学3年 文の構造（5つのパターン） get の使い方 基本

4 「(人)に(物)を…する」の文 中学3年 文の構造（5つのパターン） 「(人)に(物)を…する」の文 標準

5 「(人)に(物)を…する」の文の書きかえ 中学3年 文の構造（5つのパターン） 「(人)に(物)を…する」の文の書きかえ 基本

6 「～を…と呼ぶ」という言い方 中学3年 文の構造（5つのパターン） 「～を…と呼ぶ」という言い方 標準

7 「～を…と名づける」という言い方 中学3年 文の構造（5つのパターン） 「～を…と名づける」という言い方 基本

8 「～を…にする」という言い方 中学3年 文の構造（5つのパターン） 「～を…にする」という言い方 標準

9 「～を…にしておく」という言い方 中学3年 文の構造（5つのパターン） 「～を…にしておく」という言い方 基本

15 ボキャブラ道場！（いろいろな連語） 1 一般動詞を用いた連語 (1) 1 get on[off]～ 中学1年 一般動詞を用いた連語 get on[off]～ 基本

2 listen to～ 中学1年 一般動詞を用いた連語 listen to～ 標準

3 look at～ 中学1年 一般動詞を用いた連語 look at～ 基本

4 put on～ 中学1年 一般動詞を用いた連語 put on～ 標準

5 try on～ 中学1年 一般動詞を用いた連語 try on～ 基本

6 take off～ 中学1年 一般動詞を用いた連語 take off～ 基本

7 take a walk 中学1年 一般動詞を用いた連語 take a walk 標準

8 catch a cold と have a cold 中学1年 一般動詞を用いた連語 catch a cold と have a cold 基本

9 get up と go to bed 中学1年 一般動詞を用いた連語 get up と go to bed 基本

15 ボキャブラ道場！（いろいろな連語） 2 一般動詞を用いた連語 (2) 1 arrive at[in]～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 arrive at[in]～ 基本

2 get to～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 get to～ 基本

3 have a good time 中学2年 一般動詞を用いた連語 have a good time 基本

4 look for～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 look for～ 標準

5 look like～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 look like～ 標準

6 make friends with～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 make friends with～ 標準

7 take care of～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 take care of～ 標準

8 turn on[off]～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 turn on[off]～ 標準

15 ボキャブラ道場！（いろいろな連語） 3 一般動詞を用いた連語 (3) 1 wait for～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 wait for～ 標準

2 worry about～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 worry about～ 標準

3 away のつく連語 中学2年 一般動詞を用いた連語 away のつく連語 基本

4 go ～ing 中学2年 一般動詞を用いた連語 go ～ing 基本

5 stay at～ と stay with～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 stay at～ と stay with～ 基本

6 thank you for～ 中学2年 一般動詞を用いた連語 thank you for～ 基本

7 get well 中学3年 いろいろな連語 get well 標準

8 take part in～ 中学3年 いろいろな連語 take part in～ 基本

9 look forward to～ 中学3年 いろいろな連語 look forward to～ 挑戦

15 ボキャブラ道場！（いろいろな連語） 4 前置詞を用いた連語 (1) 1 a kind of～ 中学2年 前置詞を用いた連語 a kind of～ 標準

2 different from～ 中学2年 前置詞を用いた連語 different from～ 基本

3 famous for～ 中学2年 前置詞を用いた連語 famous for～ 基本

4 far from～ 中学2年 前置詞を用いた連語 far from～ 基本

5 full of～ 中学2年 前置詞を用いた連語 full of～ 基本

6 in front of～ 中学2年 前置詞を用いた連語 in front of～ 基本

7 late for～ 中学2年 前置詞を用いた連語 late for～ 標準

8 in time for～ 中学2年 前置詞を用いた連語 in time for～ 基本

15 ボキャブラ道場！（いろいろな連語） 5 前置詞を用いた連語 (2) 1 surprised at～ 中学2年 前置詞を用いた連語 surprised at～ 基本

2 interested in～ 中学2年 前置詞を用いた連語 interested in～ 基本

3 afraid of～ 中学3年 いろいろな連語 afraid of～ 基本

4 agree with～ 中学3年 いろいろな連語 agree with～ 基本

5 on one's way (to) 中学2年 前置詞を用いた連語 on one's way (to) 標準

6 by the way 中学2年 前置詞を用いた連語 by the way 標準

7 hundreds of～ と thousands of～ 中学2年 前置詞を用いた連語 hundreds of～ と thousands of～ 標準

8 at first と at last 中学2年 前置詞を用いた連語 at first と at last 標準

9 for example 中学2年 前置詞を用いた連語 for example 標準

15 ボキャブラ道場！（いろいろな連語） 6 その他の重要な連語 1 as～as possible 中学3年 いろいろな連語 as～as possible 基本

2 would like to～ 中学3年 いろいろな連語 would like to～ 基本

3 Some～, others…. 中学3年 いろいろな連語 Some～, others…. 挑戦

4 not～at all 中学3年 いろいろな連語 not～at all 標準

5 not always～ 中学3年 いろいろな連語 not always～ 標準

6 Why don't you～? 中学3年 いろいろな連語 Why don't you～? 標準

5 / 6 ページ



テーマ学習　教材リスト　「英語」

コースNO. コース名 ステップNO. ステップ名 教材NO. テーマ学習用　教材名 学年 ラインズオリジナル　単元名 ラインズオリジナル　教材名 レベル

◆テーマ学習に収録されている教材とドリル（単元学習）の対照表です。テーマ学習では、学年とレベル（難易度）は表示されませんが、参考情報としてヘルプに記載があります。

16 リスニング☆ジム 1 全体の内容をつかむ 1 レベル 1　自己紹介を聞く 中学1年 be動詞 (1) be動詞 (1) 標準

2 レベル 2　対話や人物紹介を聞く 中学1年 be動詞 (2) be動詞 (2) 標準

3 レベル 3　対話を聞いて情報を集める 中学1年 一般動詞 (1) 一般動詞 標準

4 レベル 4　対話の内容をつかむ 中学1年 リスニング 過去進行形／There is ～ 標準

16 リスニング☆ジム 2 キーとなる情報を探す 1 レベル 1　数 中学1年 リスニング 複数形／How many ～　など 標準

2 レベル 2　できること 中学1年 Unit 6 3人称単数現在 can 標準

3 レベル 3　5W1H 中学1年 リスニング What／What／Who／Which／Where／Whose／When／How much 標準

4 レベル 4　出来事 中学1年 リスニング 過去形（不規則） 標準

16 リスニング☆ジム 3 時制に注目する 1 レベル 1　現在① 中学1年 リスニング 命令文／Let's／be動詞の命令文 標準

2 レベル 2　現在② 中学1年 リスニング 現在進行形 標準

3 レベル 3　過去① 中学1年 一般動詞の過去形 (1) 過去形 (規則) 標準

4 レベル 4　過去② 中学1年 Lesson 7 be動詞の過去形/過去進行形 過去形（be動詞） 標準

16 リスニング☆ジム 4 まとまった長さの英文を聞く (1) 1 レベル 1 中学2年 リスニング must/be going to/have to 標準

2 レベル 2 中学2年 Lesson 2 不定詞 不定詞/動名詞 標準

3 レベル 3 中学2年 リスニング 接続詞if／because/名詞節を導くthat／時を表すwhen 標準

4 レベル 4 中学2年 Unit 3 接続詞 ～のように見える（SVC）/～にする（make～）／SVOO／SVOC 標準

16 リスニング☆ジム 5 まとまった長さの英文を聞く (2) 1 レベル 1 中学2年 リスニング can／助動詞を用いた表現（May I／Could you）／should 標準

2 レベル 2 中学2年 Unit 6 比較表現 比較級／最上級 標準

3 レベル 3 中学3年 リスニング 受け身 標準

4 レベル 4 中学3年 リスニング 現在完了（継続）／現在完了（経験） 標準
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