中学１年
単元

英語（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧
ドリル教材

リスニング教材

解説教材・確認問題

教材数：8 問題数：120

解説教材：4 確認問題：4

0～100 までの数字・序数/曜日・月の表し方
などの問題を収録

数字の表し方などの解説・確認問題

ライブラリ
いろいろカード帳
フラッシュカードとして使える
編集ツールでオリジナルカード帳を作成できる

Hi, English!

＜曜日の名前＞

＜解説・(きょうは)～曜日です＞

教材数：2 問題数：30

解説教材：1 確認問題：1

アルファベットの大文字/小文字
の問題を収録

アルファベットの解説・確認問題

＜カテゴリー別英単語・熟語：曜日＞

いろいろカード帳
フラッシュカードとして使える
編集ツールでオリジナルカード帳を作成できる

Unit 0

＜アルファベットの大文字＞

教材数：6 問題数：90
「わたしは～です。」 「わたしは～の出身です。」
などの問題を収録

＜解説・アルファベット＞

解説教材：2 確認問題：2

問題数（標準）：7

「わたしは～です。」
などの解説・確認問題

＜カテゴリー別英単語・熟語：月＞

英会話教材
英語表現の基本をネイティブな発音で学習

Unit 1

＜「あなたは～ですか。」＞

＜Unit 1＞
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＜解説・「あなたは～です。」という言い方＞

＜「わたしは[あなた]は〜ですか。」＞

(OP)オプションコンテンツ

中学１年
単元

英語（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧
ドリル教材
教材数：9 問題数：135
「これ[あれ]は～です。」・持ち主を表す言い方
などの問題を収録

リスニング教材

解説教材・確認問題

問題数（標準）：7

ライブラリ

解説教材：4 確認問題：4

ゴー！ゴー！サンセットタウン

所有を表す代名詞
などの解説・確認問題

ストーリー性のある英語で、楽しく学習が行える
聴く力や類推する力を養うことができる

Unit 2

＜「彼(彼女)は～です。」」＞

教材数：4 問題数：60
「わたし・あなたは～が好きです。」
などの問題を収録

＜Unit 2＞

問題数（標準）：6

＜解説・a, anの用法＞

＜ピートさんの仕事と仲間＞

解説教材：2 確認問題：2

（OP）ニューワイド学習百科辞典

「～が好きです」/theの用法
などの解説・確認問題

絵カードで単語を学習。音声あり。ジャンル別・
アルファベット順・五十音順・キーワードで検索

Unit 3

＜「わたしは～が好きです」 ＞

教材数：10 問題数：150
複数形/命令文
などの問題を収録

＜Unit 3＞

＜確認・theの用法＞

解説教材：5 確認問題：5

問題数（標準）：7

someとanyの用法/命令・誘いの言い方
などの解説・確認問題

＜絵カード辞典・「食べ物・飲み物」 ＞

英単語辞書
単語の意味・例文などを調べ、
ネイティブの発音を聞くことができる

Unit 4

＜「コップ1杯の水」などの表現＞

＜Unit 4＞
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＜解説・some とany の用法＞

＜英単語辞書：any の意味＞

(OP)オプションコンテンツ

中学１年
単元

英語（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧
ドリル教材
教材数：5 問題数：75
「～は何ですか？」/様子のたずね方
などの問題を収録

リスニング教材

解説教材・確認問題
解説教材：5 確認問題：5

問題数（標準）：7

「あなたは何を～しますか」
などの解説・確認問題

ライブラリ
英会話教材
英語表現の基本をネイティブな発音で学習

Unit 5

＜「～はどんなだ。」 ＞

教材数：4 問題数：60
「彼[彼女]は～が好きです。」
などの問題を収録

＜Unit 5＞

＜確認・様子のたずね方＞

解説教材：2 確認問題：2

問題数（標準）：8

「彼(彼女)は何を～しますか。」
などの解説・確認問題

＜「～の(調子・具合)はどうですか。」＞

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント：372枚

Unit 6

＜「彼(彼女)は～が好きです。」 ＞

教材数：12 問題数：180
年齢・古さ・時間のたずね方
などの問題を収録

＜Unit 6＞

＜解説・「彼(彼女)は何を～しますか。」＞

解説教材：9 確認問題：9

問題数（標準）：12

「～はだれですか。」
などの解説・確認問題

＜単元プリント・一般動詞(三人称、単数)＞

英会話教材
英語表現の基本をネイティブな発音で学習

Unit 7

＜年齢・古さのたずね方 ＞

＜Unit 7＞
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＜解説・「～は何の・・・ですか」＞

＜(今)何時ですか。＞

(OP)オプションコンテンツ

中学１年
単元

英語（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧
ドリル教材
教材数：14 問題数：210
「～はどこにありますか。」/「～のもの」を表す代名詞
などの問題を収録

リスニング教材

解説教材・確認問題

問題数（標準）：8

解説教材：9 確認問題：9
場所を表す前置詞/所有代名詞
などの解説・確認問題

ライブラリ
英会話教材
英語表現の基本をネイティブな発音で学習

Unit 8

＜「～はどこにありますか。」＞

教材数：9 問題数：135
現在進行形/Be で始まる命令文
などの問題を収録

＜Unit 8＞

問題数（標準）：10

＜確認・場所を表す前置詞(near,by)＞

＜「どこで～しますか。」＞

解説教材：5 確認問題：5

英会話教材

現在進行形などの解説・確認問題

英語表現の基本をネイティブな発音で学習

Unit 9

＜疑問詞がつく進行形の疑問文＞

教材数：12 問題数：180
「～できます。」(can の用法)/what を用いた感嘆表現
などの問題を収録

＜Unit 9＞

問題数（標準）：12

＜確認・現在進行形の否定文と疑問文＞

＜〜しているところです。＞

解説教材：7 確認問題：7

（OP）ニューワイド学習百科辞典

「どうやって～しますか」/「たくさんの～」
などの解説・確認問題

絵カードで単語を学習。音声あり。ジャンル別・
アルファベット順・五十音順・キーワードで検索

Unit 10

＜「～できます。」(can の用法) ＞

＜Unit 10＞
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＜確認・「たくさんの～」という言い方＞

＜絵カード辞典：天候・星座＞

(OP)オプションコンテンツ

中学１年

英語（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元

ドリル教材

リスニング教材

解説教材・確認問題

ライブラリ

教材数：9 問題数：135

問題数（標準）：15

解説教材：3 確認問題：3

（OP）中学校プリントパック

一般動詞の過去形（規則動詞・不規則動詞）
などの問題を収録

一般動詞の過去形
などの解説・確認問題

単元別プリント：372枚

Unit 11

＜一般動詞の過去形(規則動詞)否定文＞

＜Unit 11＞

＜確認・一般動詞の過去形（規則動詞）＞

教材数：4 問題数：60

解説教材：4 確認問題：4

and/but/or/soの用法
の問題を収録

and/but/or/so の用法
の解説・確認問題

＜単元プリント：規則動詞の過去形＞

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント：372枚

接続詞
(and, but, so)

＜接続詞 so の用法＞

＜解説・soの用法＞

教材数：9 問題数：135

解説教材：7 確認問題：7

put on～/ try on～
などの問題を収録

一般動詞の過去形
などの解説・確認問題

＜単元プリント・接続詞 and, but, or, so＞

英単語辞書
単語の意味・例文などを調べ、
ネイティブの発音を聞くことができる

一般動詞を用い
た連語

＜take off～＞

＜解説・look at～＞
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＜英単語辞書： take の意味＞

(OP)オプションコンテンツ

中学１年
単元

英語（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧
ドリル教材

リスニング教材

解説教材・確認問題

ライブラリ

教材数：10 問題数：150

解説教材：9 確認問題：9

いろいろカード帳

時を表す前置詞/場所を表す前置詞
などの問題を収録

時・場所・所属・部分などを表す前置詞
などの解説・確認問題

フラッシュカードとして使える
編集ツールでオリジナルカード帳を作成できる

前置詞

＜時を表す前置詞 at, on, in＞

＜確認・場所を表す前置詞 to, for, from＞
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＜前置詞＞

(OP)オプションコンテンツ

