映像授業カリキュラム

中１
【大項目】
1.英語に慣れよう

2.be動詞①

中学１年 英語

英語
【小項目】

【小単元名】

1.アルファベットの読み方・書き方

大文字・小文字

2.簡単な挨拶

簡単なあいさつ

3.身近な単語

曜日・月・季節など

1.This is ～/That is ～

英文のきまり/This (That) is ～. ｢これは (あれは) ～です｡｣①
This (That) is ～. ｢これは (あれは) ～です｡｣②
This (That) is not ～. ｢これは (あれは) ～ではありません｡｣

2.Is this ～?/What is this?

Is this (that) ～? ｢これは (あれは) ～ですか｡｣と答え方
Is this (that) ～ or …? ｢これは (あれは) ～ですか､それとも…ですか｡｣と答え方
What is this (that) ? ｢これは (あれは) 何ですか｡｣と答え方

3.He is ～/Who is ～?

He (She) is ～. ｢彼は (彼女は) ～です｡｣
Who is ～? ｢～はだれですか｡｣と答え方

4.I am～/Are you ～?

英文のきまり / I am ～. ｢私は～です｡｣ / You are ～. ｢あなたは～です｡｣
I am not ～./You are not ～. ｢私は (あなたは) ～ではありません｡｣
Are you ～? ｢あなたは～ですか｡｣と答え方

5.まとめ
3.一般動詞①

1.I have ～/I don't have ～

be動詞 (is･am･are) の使い分け
英文のきまり/I have (like) ～. ｢私は～を持っています (～が好きです)｡｣①
I have (like) ～. ｢私は～を持っています(～が好きです)｡｣②
I do not have (like) ～. ｢私は～を持っていません (～が好きではありません)｡｣

2.Do you have ～ ? / What do you ～ ?

Do you have (like) ～? ｢あなたは～を持っていますか(好きですか)｡｣と答え方
Do you like ～ or …? ｢あなたは～が好きですか､それとも…が好きですか｡｣と答え方
What do you have (like) ? ｢あなたは何を持っていますか(好きですか)｡｣と答え方

3.He likes ～/He does not ～

He likes (has) ～.
｢一般動詞+(e)s｣のつけ方と読み方
He does not like (have) ～.
Does he like (have) ～?

4.複数の文

4.まとめ

主語によって変わる一般動詞の形

1.複数形の作り方と読み方

複数形の作り方と読み方

2.Theseとthose/someとany

theseとthose
someとanyの使い方

3.How many ～ ?
4.a, anとtheの使い方

疑問詞〔How many ～?〕のある疑問文と答え方
a, anとtheの使い方①〔a, an〕
a, anとtheの使い方②〔the〕

5.代名詞

1.人称代名詞

人称代名詞の主格･所有格〔I-my/we-our など〕
人称代名詞の目的格･所有代名詞〔me-mine/us-ours など〕

6.形容詞・副詞

2.Whose ～ ?

疑問詞〔Whose ～?〕のある疑問文と答え方

3.まとめ

人称代名詞のまとめ

4.itの特別な用法

時刻・天候・日付など

1.形容詞を使った文

〔new/old など〕

2.副詞を使った文

〔very/well など〕
〔often/sometimes など〕

3.How ～ ?
7.命令文

1.命令文の作り方/Let's ～

疑問詞〔How ～ ?〕のある疑問文と答え方
命令文の作り方
ていねいな命令文/呼びかけ/let's

2.否定の命令文
8.前置詞・接続詞

1.いろいろな前置詞

否定の命令文(～してはいけません)
場所を表す前置詞
時を表す前置詞
その他の前置詞

9.進行形

2.Where ～?/When ～?

疑問詞〔Where ～?/When ～?〕のある疑問文と答え方

3.and, orの使い方

〔and, or〕の使い方

1.現在進行形の基本

「現在進行形 (～している)」とは? (「現在形」とどうちがう?)/「現在進行形」の作り方…平
叙文
～ingのつけ方

2.否定文 / 疑問文

否定文の作り方/疑問文の作り方と答え方①
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9.進行形
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2.否定文 / 疑問文
【小項目】

【小単元名】
疑問文の作り方と答え方②…疑問詞 (what, who) のある疑問文

10.助動詞can

3.現在進行形にならない一般動詞

現在進行形の形にはならない(なる必要のない)一般動詞

1.助動詞とは?/canの基本

助動詞とは?/｢～できる｣can…平叙文

2.否定文 / 疑問文

「～できません」…否定文/「～できますか」…疑問文と答え方
疑問詞のある疑問文

11.疑問詞

12.be動詞②

1.疑問詞のまとめ①

疑問詞のある疑問文と、その答え方①

2.疑問詞のまとめ②

疑問詞のある疑問文と、その答え方②

3.疑問文・否定文のまとめ

疑問文・否定文の作り方(まとめ)

1.There is ～.

平叙文の作り方①
平叙文の作り方②

2.There is ～.否定文 / 疑問文

否定文の作り方
疑問文の作り方と答え方

3.過去の表現

平叙文/過去を表す副詞
否定文・疑問文

13.一般動詞②

1.過去の表現①

平叙文/過去を表す副詞
否定文・疑問文

2.過去の表現②

規則変化動詞〔～(e)d〕の過去形と発音
不規則変化動詞の過去形と発音
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