
Unit 単元 内容
0 英語の基本
1 ⽂の種類と⽂型（１） ＡBC 英語の⽂の種類
2 ⽂の種類と⽂型（２）  D動詞の使い⽅E 基本5⽂型
3 ⽂の種類と⽂型（３）  F 注⽬すべき動詞の使い⽅G 群動詞
4 基本時制（1)    Ａ 現在形Ｂ 現在進⾏形Ｃ 過去形Ｄ 過去進⾏形
5 基本時制（2)  Ｅ 未来を表す表現Ｆ 注意すべき時制の⽤法
6 完了形（１）  ＡBC 現在完了D 現在完了進⾏形
7 完了形（2）   E 過去完了F 過去完了進⾏形G 未来完了

まとめのテスト１ 基本時制・完了形
8 助動詞（1)    Ａ 助動詞の種類と⽤法Ｂ canC mayD must
9 助動詞（2)  E will, shallF その他の助動詞
10 助動詞（3)  G 助動詞＋完了形H 助動詞を含む慣⽤表現
11 受動態（１）   Ａ 受動態の意味と形Ｂ 助動詞を含む受動態Ｃ 進⾏形・完了形の受動態
12 受動態（2）    Ｄ 受動態と⽂型Ｅ 受動態の慣⽤表現Ｆ 群動詞の受動態Ｇ 注意すべき受動態

まとめのテスト２ 助動詞・受動態
13 不定詞（１） Ａ 不定詞の名詞的⽤法Ｂ 不定詞の形容詞的⽤法Ｃ 不定詞の副詞的⽤法
14 不定詞（2）   D 不定詞の意味上の主語Ｅ 不定詞の否定形，代不定詞（不定詞の省略）Ｆ 不定詞を含む重要表現
15 不定詞（3）  Ｇ 原形不定詞Ｈ 不定詞の完了形・進⾏形・受動態
16 不定詞（4）   Ｉ  〈be動詞＋to-不定詞〉Ｊ 不定詞を含む慣⽤表現Ｋ 独⽴不定詞
17 動名詞(1)    Ａ 動名詞の⽤法Ｂ 動名詞の意味上の主語Ｃ 動名詞の否定形Ｄ 動名詞と不定詞
18 動名詞(2)  Ｅ 動名詞の完了形・受動態Ｆ 動名詞を含む慣⽤表現
19 分詞（１）   Ａ 名詞を修飾する分詞（限定⽤法）Ｂ 補語になる分詞（叙述⽤法）Ｃ 分詞を含む慣⽤表現
20 分詞（2)    Ｄ 分詞構⽂Ｅ 注意すべき分詞構⽂Ｆ 独⽴分詞構⽂Ｇ 付帯状況を表す〈with+(代)名詞＋現在分詞〔過去分詞〕〉

まとめのテスト３ 準動詞
21 関係詞（１） ＡBCD 関係代名詞（主格・⽬的格・所有格）
22 関係詞（２）   E 関係代名詞whatF 前置詞と関係代名詞G 関係代名詞の⾮限定⽤法
23 関係詞（３）  H 関係副詞I 関係副詞の⾮限定⽤法
24 関係詞（4）  J 関係詞の注意すべき⽤法K 複合関係詞
25 ⽐較（1）   Ａ ⽐較変化Ｂ 原級を使った⽐較表現Ｃ ⽐較級を使った⽐較表現
26 ⽐較（2）  Ｄ 最上級を使った⽐較表現Ｅ 原級・⽐較級を使って最上級の内容を表す表現
27 ⽐較（3）   Ｆ 原級を使った注意すべき⽐較表現Ｇ ⽐較級を使った注意すべき⽐較表現Ｈ 最上級を使った注意すべき⽐較表現

まとめのテスト４ 関係詞・⽐較
28 仮定法（１）  Ａ 仮定法過去Ｂ 仮定法過去完了
29 仮定法（2）   Ｃ 未来についての仮定法(if節中のwere toとshould)Ｄ 願望を表す仮定法の表現Ｅ as if〔thought〕に続く仮定法
30 仮定法（3）    Ｆ ifの省略Ｇ if節を伴わない仮定法Ｈ 仮定法現在Ｉ   仮定法を使った慣⽤表現
31 接続詞（１）  Ａ 等位接続詞Ｂ 名詞節を導く従位接続詞
32 接続詞（2） ＣDE 副詞節を導く従位接続詞
33 話法   Ａ 時制の⼀致Ｂ 話法の転換（直接話法→間接話法）Ｃ 間接話法の応⽤

まとめのテスト５ 仮定法・接続詞・話法
34 否定（1）  Ａ 否定語Ｂ 準否定
35 否定（2）    Ｃ 部分否定と全否定Ｄ ⼆重否定Ｅ 否定の慣⽤表現Ｆ 否定語のない否定表現
36 強調・倒置  Ａ 強調Ｂ 倒置
37 省略・挿⼊・同格   Ｃ 省略Ｄ 挿⼊Ｅ 同格

まとめのテスト６ 否定・強調・倒置・省略・挿⼊・同格
38 名詞構⽂・無⽣物主語  Ａ 名詞構⽂Ｂ　無⽣物主語
39 名詞・冠詞（1）   Ａ 名詞の種類Ｂ 数えられる名詞の複数形Ｃ 名詞の所有格
40 名詞・冠詞（2）   Ｄ 注意すべき名詞の⽤法Ｅ 冠詞の⽤法Ｆ 冠詞の位置・省略・慣⽤表現
41 代名詞（1）  Ａ ⼈称代名詞・所有代名詞・再帰代名詞Ｂ itの⽤法
42 代名詞（2）   Ｃ 指⽰代名詞Ｄ 不定代名詞Ｅ その他の注意すべき代名詞（such / the same）

まとめのテスト７ 名詞構⽂・無⽣物主語・名詞・冠詞・代名詞
43 形容詞    Ａ 形容詞の⽤法Ｂ 形容詞の注意すべき⽤法Ｃ 数量を表す形容詞Ｄ 数詞 
44 副詞  Ａ 副詞の⽤法と位置Ｂ 副詞の注意すべき⽤法
45 疑問詞と疑問⽂    Ａ 疑問詞Ｂ 間接疑問・否定疑問⽂Ｃ 疑問⽂のさまざまな形Ｄ 疑問詞を使った慣⽤表現
46 前置詞（1） A 基本的な前置詞の使い⽅

B 前置詞の種類と⽤法(1)　「時」を表す前置詞
C 前置詞の種類と⽤法(2)　「場所」を表す前置詞

47 前置詞（2） D 前置詞の種類と⽤法(3)　その他の注意すべき前置詞
E 2語以上の前置詞
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