
 
 

~ 1 ~ 
 

成績保証中学 2 年英語 C（下） （2022 年 9 月 30 日改訂） 

（NEW CROWN English Series 2） 

 

 

 

 

 

 

■□■ 目次 ■□■ 
 

■ Lesson5-1 
  教科書 p.72 

   ・単語熟語：11 項目 

   ・発音など：12 項目 

    （発音：6 語形変化：3 アクセント：3） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：2 項目 

  教科書 p.73 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：0） 

■ Lesson5-2 
  教科書 p.74 

   ・単語熟語：12 項目 

   ・発音など：11 項目 

    （発音：3 語形変化：4 アクセント：4） 

   ・文法：2 項目 

  教科書 p.75 

   ・単語熟語：13 項目 

   ・発音など：12 項目 

    （発音：5 語形変化：2 アクセント：5） 

   ・表現：1 項目 

■ Lesson5-3 
  教科書 p.76 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：0） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：2 項目 

  教科書 p.77 

   ・単語熟語：11 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：2） 

   ・文法：3 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/3R0UPPc
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■ Lesson5 Read 
  教科書 p.78 

   ・単語熟語：11 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：0 語形変化：2 アクセント：2） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.79 

   ・単語熟語：14 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：3 項目 

■ Lesson5 Write 
  教科書 p.80 

   ・単語熟語：1 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：1） 

■ Take Action! 
  教科書 p.82 

   ・単語熟語：4 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：1） 

  教科書 p.83 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：3 語形変化：0 アクセント：0） 

   ・表現：3 項目 

■ GET Plus5 
  教科書 p.84 

   ・単語熟語：2 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：1） 

   ・文法：1 項目 

■ Word Bank 
  教科書 p.85 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：0） 

■ 文法のまとめ 5 
  教科書 p.86 

   ・文法：2 項目 

■ Project2 
  教科書 p.88 

   ・単語熟語：11 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：1） 

■ Lesson6-1 
  教科書 p.92 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：1） 

   ・文法：1 項目 

  教科書 p.93 

   ・単語熟語：12 項目 

   ・発音など：9 項目 

    （発音：5 語形変化：3 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

■ Lesson6-2 
  教科書 p.94 

   ・単語熟語：4 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：2） 

   ・表現：2 項目 

   ・文法：2 項目 
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  教科書 p.95 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：8 項目 

    （発音：5 語形変化：0 アクセント：3） 

■ Lesson6 Read 
  教科書 p.96 

   ・単語熟語：22 項目 

   ・発音など：13 項目 

    （発音：8 語形変化：3 アクセント：2） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.97 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：2） 

■ Lesson6 Write 
  教科書 p.98 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：1） 

■ Take Action! 
  教科書 p.100 

   ・単語熟語：9 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：2） 

  教科書 p.101 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：2） 

   ・表現：2 項目 

■ GET Plus6 
  教科書 p.102 

   ・単語熟語：2 項目 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：1 項目 

■ Word Bank 
  教科書 p.103 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：0） 

■ Lesson7-1 
  教科書 p.106 

   ・単語熟語：9 項目 

   ・発音など：7 項目 

    （発音：4 語形変化：1 アクセント：2） 

   ・表現：2 項目 

   ・文法：3 項目 

  教科書 p.107 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：7 項目 

    （発音：3 語形変化：3 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

■ Lesson7-2 
  教科書 p.108 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：7 項目 

    （発音：3 語形変化：2 アクセント：2） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：3 項目 

  教科書 p.109 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：3 語形変化：0 アクセント：2） 

   ・表現：1 項目 
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■ Lesson7 Read 
  教科書 p.110 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：0） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.111 

   ・単語熟語：21 項目 

   ・発音など：17 項目 

    （発音：8 語形変化：2 アクセント：7） 

   ・表現：2 項目 

■ Lesson7 Write 
  教科書 p.113 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：2） 

■ Take Action! 
  教科書 p.114 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：3 語形変化：0 アクセント：2） 

  教科書 p.115 

   ・単語熟語：1 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：0） 

■ 文法のまとめ 6 
  教科書 p.116 

   ・文法：2 項目 

  教科書 p.117 

   ・文法：1 項目 

■ Project3 
  教科書 p.118 

   ・単語熟語：28 項目 

   ・発音など：16 項目 

    （発音：9 語形変化：3 アクセント：4） 

   ・表現：4 項目 

■ READING 
  教科書 p.122 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：6 項目 

    （発音：3 語形変化：0 アクセント：3） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.123 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：3 語形変化：0 アクセント：1） 

  教科書 p.124 

   ・単語熟語：14 項目 

   ・発音など：10 項目 

    （発音：5 語形変化：1 アクセント：4） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.125 

   ・単語熟語：9 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：3 語形変化：0 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 
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