
テーマ学習 教材リスト 「英語きそ」

◆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。

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 学年名 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 英語これだけは！（英文法の基礎） 1 be動詞 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～ですか。」 中学１年 be動詞 (1) 「あなたは～ですか。」 基本

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

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

6 「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

7 「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

1 英語これだけは！（英文法の基礎） 2 一般動詞 1 「わたしは～が好きです。」 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～が好きではありません。」 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

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

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

5 「彼[彼女]は～が好きではありません。」 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

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

1 英語これだけは！（英文法の基礎） 3 疑問詞を使う疑問文 (1) 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 「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

3 「～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

4 「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

5 「～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

6 「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

7 「～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

1 英語これだけは！（英文法の基礎） 4 疑問詞を使う疑問文 (2) 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

3 「～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

4 「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

5 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

6 「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

1 英語これだけは！（英文法の基礎） 5 過去形 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 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

6 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

7 be 動詞の過去形 中学２年 be動詞の過去形と過去進行形 be 動詞の過去形 標準

8 be 動詞の過去形(主語が複数) 中学２年 be動詞の過去形と過去進行形 be 動詞の過去形(主語が複数) 基本

9 be 動詞の過去形(否定文) 中学２年 be動詞の過去形と過去進行形 be 動詞の過去形(否定文) 基本

10 be 動詞の過去形(疑問文) 中学２年 be動詞の過去形と過去進行形 be 動詞の過去形(疑問文) 挑戦

1 英語これだけは！（英文法の基礎） 6 will，can 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 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

5 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

6 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

7 「～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

8 「～できません。」 中学１年 can の用法 「～できません。」 基本

9 「～できますか。」 中学１年 can の用法 「～できますか。」 基本
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2 入試によく出る１（文法・語法） 1 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 助動詞を用いたいろいろな表現 依頼の Could you～? 標準

3 依頼の Would you～? 中学２年 助動詞を用いたいろいろな表現 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 助動詞を用いたいろいろな表現 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 助動詞を用いたいろいろな表現 相手の意思を問う言い方 Shall we～? 標準

2 入試によく出る１（文法・語法） 2 不定詞 (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 「～することを…する」(不定詞)の使い方(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 「～することは」(不定詞)の使い方(2) 基本

3 形容詞の働きをする不定詞(形容詞的用法) 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

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

5 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

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

2 入試によく出る１（文法・語法） 3 不定詞 (2) 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

2 入試によく出る１（文法・語法） 4 比較級・最上級 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 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

5 est のつけ方 中学２年 比較 (1) est のつけ方 基本

6 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

7 形容詞の最上級 中学２年 比較 (1) 形容詞の最上級 標準

8 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

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

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

2 入試によく出る１（文法・語法） 5 現在完了 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 継続の用法(肯定文) 基本

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

4 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

5 「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

6 現在完了 完了の用法(肯定文) 中学３年 現在完了 完了の用法(肯定文) 基本

7 現在完了 経験の用法(肯定文) 中学３年 現在完了 経験の用法(肯定文) 標準

2 入試によく出る１（文法・語法） 6 関係代名詞 1 主語の働きをする関係代名詞 that 中学３年 関係代名詞 主語の働きをする関係代名詞 that(1) 基本

2 主語の働きをする関係代名詞 which 中学３年 関係代名詞 主語の働きをする関係代名詞 which(1) 基本

3 主語の働きをする関係代名詞 who 中学３年 関係代名詞 主語の働きをする関係代名詞 who(1) 基本

4 目的語の働きをする関係代名詞 that 中学３年 関係代名詞 目的語の働きをする that(1) 基本

5 目的語の働きをする関係代名詞 which 中学３年 関係代名詞 目的語の働きをする which(1) 基本

6 関係代名詞の省略 中学３年 関係代名詞 関係代名詞の省略(1) 標準

3 入試によく出る２（連語・語句） 1 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 take a walk 中学１年 一般動詞を用いた連語 take a walk 標準

6 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

7 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

3 入試によく出る２（連語・語句） 2 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 look for～ 中学２年 一般動詞を用いた連語 look for～ 標準

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

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

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

6 wait for～ 中学２年 一般動詞を用いた連語 wait for～ 標準

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

3 入試によく出る２（連語・語句） 3 連語 (3) 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 in front of～ 中学２年 前置詞を用いた連語 in front of～ 基本

5 surprised at～ 中学２年 前置詞を用いた連語 surprised at～ 基本

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

3 入試によく出る２（連語・語句） 4 連語 (4) 1 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

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

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

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

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

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

3 入試によく出る２（連語・語句） 5 形が変化する語 1 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

2 複数形(s をつけないもの) 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

3 ing のつけ方 中学１年 現在進行形 ing のつけ方 基本

4 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

5 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

6 比較級(er のつけ方) 中学２年 比較 (1) er のつけ方 基本

7 最上級(est のつけ方) 中学２年 比較 (1) est のつけ方 基本

8 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
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