
■ 英語 新旧単元一覧

2021年度版 中学校教科書改訂で一気に学習内容がレベルアップします

・・・ 履修時期が前倒しになった単元
・・・ 履修時期が、学年を超えて前倒しになった単元
・・・ 中学生の学習内容として新出単元

2021年度は『脱ゆとり教育』の集大成として、中学の教科書が今ま
でにないほど大幅に改定されます。教育改革の中心と位置付けられて
いる英語の教科書は、特に内容がハイレベルになります。下記の一覧
表のとおり、学習時期の前倒しや旧教科書での中2学習内容の移行な

どが多くあり、中3学習内容の約3分の1は現
在の高校履修内容が移行してきます。
来年度の教科書については、私個人で教科
内容の研究をするために6月5日～7月1日に各
地の図書館で開催された来年度の教科書展示
会に行き、実物の教科書を確認してまいりま
した。
中1のUnit0（Unit１に入る前の教科書冒

頭）の見開き1ページで、自己紹介、be動詞、一般動詞、canやwhat
や動名詞を使った文などが15文以上出てきます。一昔前のように、
中1の最初はアルファベットが書ければよいという内容ではないので
す。たくさんの単語が書けることは当たり前、多くの文法を理解し、
たくさんの文章を読み書きする力が中1の1学期から要求されます。
ミスマル塾では、新中学1年生が進学時に英語学習を有利に進める
ことが出来るよう、万全の体制を作り上げることといたしました。
　英語の学習経験がほとんどない方は12月からの英語補習講座から
の通塾を、既に英語にある程度慣れていて、本格的に書く能力を身に
つけたい方は、1月からの通常コース入塾をおすすめします。
ぜひご検討ください。

中1の新教科書 中2の新教科書  中3の新教科書
単元 単元 単元

Unit1 I am ～. [中1] Unit1 Unit1 be going to～ [中2] Unit2 Unit1 現在完了（経験）肯定文 [中3] Unit2
I like ～. [中1] Unit3 will [中2] Unit4 現在完了（経験）否定文 never [中3] Unit3
Are you ～? [中1] Unit1 call O C [中2] Unit2 現在完了（経験）疑問文 ever [中3] Unit3
Do you ～? [中1] Unit3 Unit2 接続詞when [中2] Unit5 make O C [中3] Unit1
I can ～. [中1] Unit10 if [中2] Unit5 SVO + that節 (新出)

Unit2 This [That] is ～. [中1] Unit2 接続詞that [中2] Unit5 Unit2 現在完了（完了）肯定文 just [中3] Unit3
He [She] is ～. [中1] Unit2 because [中2] Unit5 現在完了（完了）疑問文 yet [中3] Unit3
What ～? [中1] Unit5 Unit3 不定詞（副詞的用法・目的） [中2] Unit3 現在完了（継続）肯定文 [中3] Unit2
Who ～? [中1] Unit7 不定詞（副詞的用法・感情の理由） [中3] Unit3 現在完了（継続）疑問文 How long [中3] Unit2
How ～? [中1] Unit5 不定詞（形容詞的用法） [中2] Unit3 現在完了進行形 (新出)

Unit3 Where ～? [中1] Unit8 形式主語構文 It is ～ to ... [中3] Unit4 Unit3 形式主語構文 It is ～ for __ to ... [中3] Unit4
When ～? [中1] Unit10 Unit4 have to ～ [中2] Unit4 want + O + to ～ [中3] Daily Scene5
I want to ～. [中2] Unit3 don't have to ～ [中2] Unit4 let + O + 原形不定詞 (新出)
How many ～? [中1] Unit4 must [中2] Unit4 help + O + 原形不定詞 (新出)

Unit4 Be ～. [中1] Unit9 must not [中2] Unit4 Unit4 間接疑問文 (SVO) [中3] Unit5
Come ～. [中1] Unit4 動名詞（目的語） [中2] Unit6 間接疑問文 (SVOO) [中3] Unit5
Don't ～. [中1] Unit9 動名詞（主語） [中2] Unit6 分詞の形容詞的用法（現在分詞） [中3] Unit5
What time ～? [中1] Unit7 Unit5 疑問詞 + to ～（SVO) [中3] Unit4 分詞の形容詞的用法（過去分詞） [中3] Unit5
What + 名詞 ～? [中1] Unit7 疑問詞 + to ～（SVOO) [中3] Unit4 Unit5 接触節 [中3] Unit6

Unit5 前置詞 [中1] Unit8 be sure that ～ (新出) 関係代名詞（主格 who） [中3] Unit6
like ～ing [中2] Unit6 Unit6 比較級 [中2] Unit7 関係代名詞（主格 that / which） [中3] Unit6
be good at ～ing (新出) 最上級 [中2] Unit7 関係代名詞（目的格 that / which） [中3] Unit6
went / ate / saw / had [中1] Unit11 like ～ the best [中2] Unit7 Unit6 I wish + 仮定法過去（助動詞） (新出)
was [中2] Unit1 as ～ as [中2] Unit7 I wish + 仮定法過去（一般動詞） (新出)

Unit6 3単現(肯定文) [中1] Unit6 Unit7 受動態（肯定文） [中3] Unit1 仮定法過去（条件節were) (新出)
3単現(疑問文) [中1] Unit6 受動態（疑問文） [中3] Unit1 仮定法過去（条件節一般動詞) (新出)
3単現(否定文) [中1] Unit6 受動態（can be seen ～） [中3] Unit1 関係代名詞（主語を修飾） [中3] Unit6

Unit7 代名詞(目的格) [中1] Unit8
Which ～? [中1] Unit7
Whose ～? [中1] Unit8
代名詞(所有代名詞) [中1] Unit8

Unit8 現在進行形(肯定文) [中1] Unit9
現在進行形(疑問文) [中1] Unit9
What are you doing? [中1] Unit9
How [What] ～!　感嘆文 (新出)

Unit9 She wants [tries] to ～. [中2] Unit3
What do you want to ～? [中2] Unit3
look + 形容詞 [中2] Unit1

Unit10 I visited ～. [中1] Unit11
I saw ～. [中1] Unit11
一般動詞過去形(疑問文) [中1] Unit11

Unit11 be動詞過去形(肯定文) [中2] Unit1
be動詞過去形(疑問文) [中2] Unit1
There is [are] ～. [中2] Unit6
過去進行形 [中2] Unit1
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凡例

12月中に通常コース入塾の小学6年生は、下記「英語補習講座」を無料で受講できます。

2020年12月～2021年1月

12月中に通常コース入塾の方は、無料で受講できます！！

■ 2020年12月中に通常コースへ入塾される方は、
左記の「英語補習講座」を無料で受講でき、大変お
得です。是非、12月中の「通常コース」への入塾をご
検討ください。




