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PAGE 項目名 PAGE 項目名

2 主語と動詞 64-65 ［１］ be, do, haveの語形変化，［２］ ① 一般動詞の現在形

3 動詞の活用 66-68 ［２］ ② 一般動詞の活用　③ 不規則動詞の活用

4 基本的な代名詞 493-495 ［１］ 人称代名詞，［２］ 所有代名詞「～のもの」

5 名詞の単数・複数，冠詞 456, 462, 480
 p.456 ［１］ 数えられる名詞と数えられない名詞，
 p.462 ［３］ 名詞の複数形， p.480 ［２］ 不定冠詞 (a, an)

6 比較変化 252-254 ［１］ 比較変化

7 文型 47-55 ［２］ 文型

8 文の種類 (1) [否定文と疑問文] 26-27
［１］ 事実をそのまま伝える ― 平叙文
［２］ ① Yes / No疑問文 (一般疑問文)

9 文の種類 (1) [いろいろな疑問文] 28-31 ［２］ ② b) 付加疑問　ｃ） 否定疑問文：「～ではないのですか」

10 文の種類 (2) [疑問詞を使う疑問文] 31-33 ［２］ ③ 疑問詞を使う疑問文

11 文の種類 (2) [命令文と感嘆文] 34-37
[３]　命令・忠告・依頼・勧誘などをする ― 命令文
[４]  驚き・喜び・悲しみなどの強い感情を表す ― 感嘆文

12 時制 (1) [現在形と現在進行形] 74-75, 81
pp.74-75［１］ ① 現在時制
p.81［２］ ① 現在進行形 a) 現在のある時点での進行中の動作

13 時制 (1) [過去形と過去進行形] 75, 84
p.75［１］ ② 過去時制
p.84［２］ ② 過去進行形 a) 過去のある時点での進行中の動作

14 時制 (2) [未来表現] 76-78, 82
pp.76-78 ［１］③ 未来を表す表現
p.82［２］ ① 現在進行形 c) 近い未来の予定

15 時制 (2) [現在完了形と過去形] 93, 98-99
p.93 1. 現在完了形の形
pｐ.98-99［１］ ③ (1) 現在完了とともに使えない副詞(句)

16
時制 (3)
[現在完了形と現在完了進行形]

94-98
［１］ ① 現在完了形：〈have[has]＋過去分詞〉
       ② 現在完了進行形：〈have[has] been do ing〉

17
時制 (3)
[過去完了形と過去完了進行形]

101-103 ［2］ 過去完了形

18 助動詞 (1) [能力・可能を表すcan] 112-114
［１］ ① a) 能力・可能：「～できる」
　　　　　c) 可能性・推量：「～でありうる」「～することがある」

19 助動詞 (1) [許可・推量を表すmay]
113-115,
131-132

pｐ.113-115［１］ ① ｂ）許可：「～してもよい」
　　　　　　　 ［１］ ② may（過去形：might）
pp.131-132 ［６］ 助動詞を使った慣用表現 b)  may

20 助動詞 (2) [must / have to] 115-118 ［１］ ③ must（過去形なし）

21
助動詞 (2)
[should / had better / ought to]

119-120
［２］ ① should
　　　② had better：「～するほうがよい」「～しなさい」

22
助動詞 (3)
[助動詞＋have＋過去分詞]

126-128 ［４］ 助動詞＋have＋過去分詞

23 助動詞 (3) [would / used to] 122-125
［２］ ④ would，⑤ 依頼や勧誘などを表す表現
［３］ ① used to
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