
中学2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：7 問題数：105
ed のつけかた/ 「～できます」

などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
一般動詞の過去形

などの解説・確認問題を収録

英会話教材
英語表現の基本をネイティブな発音で学習

                                         　　 ＜「～できます」の文＞
　

＜解説・一般動詞の過去形(規則動詞）＞ 　　　　　　　　　　　　＜「～しました」不規則変化(1年生)＞

教材数：13 問題数：195
be 動詞の過去形などの問題を収録

問題数（標準）：14
解説教材：5 確認問題：5
be動詞の過去形/過去進行形
などの解説・確認問題を収録

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も作成できる

　　　　　　　　　　　　　　　＜be 動詞の過去形(疑問文)＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Unit 1＞ 　　　　　　　　　　＜解説・過去進行形＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜英熟語(1)＞

教材数：8 問題数：120
be going to ～の肯定文・疑問文・否定文

などの問題を収録
問題数（標準）：13

解説教材：5 確認問題：5
主語＋動詞＋目的語(＋目的語)

などの解説・確認問題を収録

（OP）ニューワイド学習百科辞典
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

 

　
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜be going to ～ の肯定文＞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜Unit 2＞ ＜解説・主語＋動詞＋目的語(＋目的語)＞ 　　　　　　                ＜絵カード辞典 世界の名所・事物＞

Unit 0

Unit 1

Unit 2

1/4 (OP)オプションコンテンツ



中学2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：4 問題数：60
目的を表す不定詞/名詞の働きをする不定詞

などの問題を収録
問題数（標準）：13

解説教材：3 確認問題：3
名詞の働きをする不定詞

などの解説・確認問題を収録

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント：374枚

　　　　　　　　　　　＜目的を表す不定詞(副詞的用法)＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　                   ＜Unit 3＞

　
　    ＜解説・名詞の働きをする不定詞＞ 　　　　　　               　       ＜不定詞の名詞用法＞

教材数：15 問題数：225
have to の肯定文/must の疑問文などの問題を収録

問題数（標準）：14
解説教材：4 確認問題：4

Why don't you ～
などの解説・確認問題を収録

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も作成できる

　　　　　　　　　　　　　           ＜will 「未来」の肯定文＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　                      ＜Unit 4＞ 　　　　         ＜確認・Why don't you ～＞

　

                               　＜英熟語(1)＞

教材数：6 問題数：90
if・that・when・because の用法

などの問題を収録
問題数（標準）：15

解説教材：5 確認問題：5
「～するべきです(should)」

などの解説教材・確認問題を収録

英会話教材
英語表現の基本をネイティブな発音で学習

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜because の用法 ＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　                 ＜Unit 5＞

　

　
                               ＜確認・should＞ 　　　　　　　　　　　                  ＜「もし～ならば…」＞

Unit 5

Unit 3

Unit 4

2/4 (OP)オプションコンテンツ



中学2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：7 問題数：105
There is[are] ～の文などの問題を収録

問題数（標準）：10 解説教材：3 確認問題：3
「～すること」という言い方(動名詞用法)

などの解説・確認問題を収録

（OP）中学校プリントパック
全国高校入試問題過去問DB

教科・都道府県・難易度・出題形式などで絞り込み、
高校入試過去問を検索。高校入試対策に活用できる

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜There is[are]～ の文＞ 　                                                    ＜Unit 6＞ 　　　　　　　　 ＜解説・動名詞用法＞ 　　                        ＜絞り込み検索と過去問の一例＞

教材数：25 問題数：375
 er のつけかた/形容詞・副詞の比較級

などの問題を収録
問題数（標準）：15

解説教材：9 確認問題：9
more, most を使う形容詞、副詞の比較

表現などの解説・確認問題を収録

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

                                             ＜er のつけかた＞ 　　　　　　　                                 　    ＜Unit 7＞ 　 ＜確認・「・・・と同じくらい～です。」＞ 　　　　　　　　　　　　　　　  　＜英単語辞書・as の意味＞

教材数：14 問題数：210
 take care of～/wait for～

などの問題を収録

解説教材：14 確認問題：14
get to～/turn on

などの解説・確認問題を収録

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も作成できる

                                             ＜turn on(off)～＞
　

　　　　 ＜解説・make friends with～＞ 　　　　　　　　　　　　　　　  　＜英熟語(1)＞

一般動詞を用い
た連語

Unit 6

Unit 7

3/4 (OP)オプションコンテンツ



中学2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：10 問題数：150
時・場所・手段・材料などを表す前置詞

などの問題を収録

解説教材：10 確認問題：10
 「～の中で」のin, of

などの解説・確認問題を収録

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

                     ＜「～として」という意味の前置詞＞
　

　＜確認・時を表す前置詞by, until＞ 　　　　　　　　＜英単語辞書・across(前置詞) の意味＞

教材数：15 問題数：225
 a kind of～/in front of～

などの問題を収録

解説教材：13 確認問題：13
in front of～/on one's way
などの解説・確認問題を収録

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も作成できる

                                ＜「ところで」 by the way ＞
　

＜確認・「～に興味がある」be interested in～＞ 　　　　　　　　　　　　　　　  　＜英熟語(2)＞

前置詞

前置詞を用いた
連語

4/4 (OP)オプションコンテンツ


