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成績保証中学１年英語 B（下） （2022 年 9 月 30 日改訂） 

（NEW HORIZON English Course 1） 

 

 

 

 

 

 

■□■ 目次 ■□■ 
 

■ Unit7 
  教科書 p.67 

   ・単語熟語：4 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：2） 

■ Unit7 Story1 
  教科書 p.69 

   ・単語熟語：17 項目 

   ・発音など：15 項目 

    （発音：7 語形変化：4 アクセント：4） 

   ・文法：1 項目 

■ Unit7 Story2 
  教科書 p.70 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：7 項目 

    （発音：5 語形変化：0 アクセント：2） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：1 項目 

■ Unit7 Story3 
  教科書 p.72 

   ・単語熟語：17 項目 

   ・発音など：16 項目 

    （発音：8 語形変化：2 アクセント：6） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：3 項目 

■ Let's Talk2 
  教科書 p.74 

   ・単語熟語：18 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：5 語形変化：1 アクセント：3） 

   ・表現：4 項目 

 

当教材は、教科書の１ページ単位で「単語・熟語」「アクセント・発音・語形変化」「表

現」「文法」を徹底学習していく内容になっています。学習内容を短時間でチェックし

て、弱点補強をすることができます。また、単語や熟語のすべてに音声が収録されて

おり、ネイティブの発音を聞くことができます。学校授業の予習・復習に、また中間・期

末テスト対策に、この教材だけで教科書の対策はバッチリです！ 

https://amzn.to/3ReHZMb
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■ Grammar for Communication5 
  教科書 p.76 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：4 語形変化：5 アクセント：0） 

   ・文法：1 項目 

■ Unit8 
  教科書 p.77 

   ・単語熟語：4 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：1） 

■ Unit8 Story1 
  教科書 p.79 

   ・単語熟語：19 項目 

   ・発音など：14 項目 

    （発音：9 語形変化：1 アクセント：4） 

   ・表現：4 項目 

   ・文法：1 項目 

■ Unit8 Story2 
  教科書 p.80 

   ・単語熟語：9 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：2） 

   ・文法：2 項目 

■ Unit8 Story3 
  教科書 p.82 

   ・単語熟語：14 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：4 語形変化：1 アクセント：4） 

   ・表現：3 項目 

   ・文法：1 項目 

■ Unit Activity 
  教科書 p.83 

   ・単語熟語：3 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：0） 

■ Let's Write1 
  教科書 p.84 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：0） 

■ Grammar for Communication6 
  教科書 p.86 

   ・単語熟語：1 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：1） 

   ・文法：2 項目 

■ Unit9 
  教科書 p.87 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：0） 

■ Unit9 Story1 
  教科書 p.89 

   ・単語熟語：20 項目 

   ・発音など：19 項目 

    （発音：10 語形変化：3 アクセント：6） 

   ・表現：2 項目 

   ・文法：1 項目 
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■ Unit9 Story2 
  教科書 p.90 

   ・単語熟語：15 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：5 語形変化：2 アクセント：2） 

   ・表現：3 項目 

■ Mini Activity 
  教科書 p.91 

   ・単語熟語：3 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：2） 

■ Unit9 Story3 
  教科書 p.92 

   ・単語熟語：16 項目 

   ・発音など：21 項目 

    （発音：12 語形変化：2 アクセント：7） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：1 項目 

■ Unit Activity 
  教科書 p.93 

   ・単語熟語：1 項目 

■ Let's Talk3 
  教科書 p.94 

   ・単語熟語：21 項目 

   ・発音など：13 項目 

    （発音：6 語形変化：2 アクセント：5） 

   ・表現：5 項目 

■ Stage Activity2 
  教科書 p.96 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：2） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.97 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

■ Let's Read1 
  教科書 p.98 

   ・単語熟語：21 項目 

   ・発音など：14 項目 

    （発音：9 語形変化：2 アクセント：3） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.99 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：3） 

   ・表現：1 項目 

■ Unit10 
  教科書 p.101 

   ・単語熟語：1 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：1） 

■ Preview 
  教科書 p.102 

   ・文法：1 項目 

■ Unit10 Story1 
  教科書 p.103 

   ・単語熟語：16 項目 

   ・発音など：12 項目 

    （発音：4 語形変化：2 アクセント：6） 

   ・表現：1 項目 
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■ Unit10 Story2 
  教科書 p.104 

   ・単語熟語：26 項目 

   ・発音など：19 項目 

    （発音：12 語形変化：6 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

■ Mini Activity 
  教科書 p.105 

   ・単語熟語：1 項目 

■ Unit10 Story3 
  教科書 p.106 

   ・単語熟語：21 項目 

   ・発音など：25 項目 

    （発音：11 語形変化：6 アクセント：8） 

   ・表現：2 項目 

   ・文法：2 項目 

■ Let's Write2 
  教科書 p.108 

   ・単語熟語：17 項目 

   ・発音など：8 項目 

    （発音：6 語形変化：1 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

■ Unit11 
  教科書 p.109 

   ・単語熟語：4 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：2） 

■ Unit11 Story1 
  教科書 p.111 

   ・単語熟語：13 項目 

   ・発音など：12 項目 

    （発音：7 語形変化：3 アクセント：2） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：1 項目 

■ Unit11 Story2 
  教科書 p.112 

   ・単語熟語：19 項目 

   ・発音など：6 項目 

    （発音：4 語形変化：1 アクセント：1） 

   ・文法：2 項目 

■ Mini Activity 
  教科書 p.113 

   ・単語熟語：3 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：2） 

■ Unit11 Story3 
  教科書 p.114 

   ・単語熟語：12 項目 

   ・発音など：8 項目 

    （発音：6 語形変化：1 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：2 項目 

■ Unit Activity 
  教科書 p.115 

   ・単語熟語：1 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：1） 

■ Let's Talk4 
  教科書 p.116 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：4 項目 
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    （発音：2 語形変化：1 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

■ Grammar for Communication7 
  教科書 p.119 

   ・文法：1 項目 

■ Stage Activity3 
  教科書 p.120 

   ・単語熟語：16 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：5 語形変化：2 アクセント：2） 

■ Let's Read2 
  教科書 p.124 

   ・単語熟語：18 項目 

   ・発音など：19 項目 

    （発音：10 語形変化：6 アクセント：3） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.125 

   ・単語熟語：18 項目 

   ・発音など：22 項目 

    （発音：10 語形変化：6 アクセント：6） 

  教科書 p.126 

   ・単語熟語：15 項目 

   ・発音など：14 項目 

    （発音：8 語形変化：2 アクセント：4） 

   ・表現：3 項目 

■ Word Room1 
  教科書 p.152 

   ・単語熟語：35 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：5 語形変化：0 アクセント：4） 

■ Word Room2-5 
  教科書 p.153 

   ・単語熟語：40 項目 

   ・発音など：21 項目 

    （発音：11 語形変化：1 アクセント：9） 

■ Word Room6-7 
  教科書 p.154 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：8 項目 

    （発音：6 語形変化：1 アクセント：1） 

■ Word Room8-9 
  教科書 p.155 

   ・単語熟語：12 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：3） 

■ Word Room10-11 
  教科書 p.156 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：1） 

■ Word Room12-13 
  教科書 p.157 

   ・単語熟語：12 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：2） 

■ Word Room14 
  教科書 p.158 

   ・単語熟語：22 項目 

   ・発音など：26 項目 

    （発音：15 語形変化：0 アクセント：11） 
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■ Word Room15-16 
  教科書 p159 

   ・単語熟語：50 項目 

   ・発音など：53 項目 

    （発音：19 語形変化：10 アクセント：24） 

■ Word Room17 
  教科書 p.160 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：3 語形変化：0 アクセント：2） 

■ Word Room18-19 
  教科書 p.161 

   ・単語熟語：13 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：3） 

■ Word Room20-21 
  教科書 p.162 

   ・単語熟語：20 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：2） 

■ Word Room22 
  教科書 p.163 

   ・単語熟語：19 項目 

   ・発音など：10 項目 

    （発音：5 語形変化：0 アクセント：5） 

■ Word Room23-24 
  教科書 p.164 

   ・単語熟語：17 項目 

   ・発音など：6 項目 

    （発音：3 語形変化：1 アクセント：2） 

■ Word Room25-26 
  教科書 p.165 

   ・単語熟語：16 項目 

   ・発音など：12 項目 

    （発音：5 語形変化：2 アクセント：5） 

■ Word Room27-29 
  教科書 p.166 

   ・単語熟語：9 項目 

■ Word Room30 
  教科書 p.167 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：2 語形変化：3 アクセント：4） 
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