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成績保証中学 3 年英語 A（上） （2022 年 9 月 30 日改訂） 

（SUNSHINE ENGLISH COURSE 3） 

 

 

 

 

 

 

■□■ 目次 ■□■ 
 

■ PROGRAM1 Scenes 
  教科書 p.8 

   ・単語熟語：2 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：1） 

   ・文法：2 項目 

  教科書 p.9 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：0） 

■ PROGRAM1 Think 
  教科書 p.10 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：4 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：1） 

   ・表現：2 項目 

 

  教科書 p.11 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.12 

   ・単語熟語：11 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：3） 

■ PROGRAM1 Interact 
  教科書 p.14 

   ・単語熟語：12 項目 

   ・発音など：7 項目 

    （発音：3 語形変化：1 アクセント：3） 

   ・表現：1 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/3xVMALw
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■ 英語のしくみ 
  教科書 p.15 

   ・単語熟語：2 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：1） 

   ・表現：1 項目 

■ Word Web1 
  教科書 p.16 

   ・単語熟語：14 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：1） 

  教科書 p.17 

   ・単語熟語：13 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：1） 

■ Steps1 
  教科書 p.18 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：0 アクセント：1） 

■ PROGRAM2 
  教科書 p.19 

   ・単語熟語：1 項目 

■ PROGRAM2 Scenes 
  教科書 p.20 

   ・単語熟語：3 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：0） 

   ・文法：2 項目 

  教科書 p.21 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：0） 

■ PROGRAM2 Think 
  教科書 p.22 

   ・単語熟語：5 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.23 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：7 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：4） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.24 

   ・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） 

   ・表現：1 項目 

■ PROGRAM2 Interact 
  教科書 p.26 

   ・単語熟語：3 項目 

■ Power-Up1 
  教科書 p.28 

   ・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） 

   ・表現：1 項目 

   ・文法：1 項目 

■ PROGRAM3 Scenes 
  教科書 p.30 

   ・単語熟語：4 項目 

   ・文法：2 項目 
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  教科書 p.31 

   ・単語熟語：2 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：2 語形変化：0 アクセント：0） 

■ PROGRAM3 Think 
  教科書 p.32 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.33 

   ・単語熟語：6 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：1） 

  教科書 p.34 

   ・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） 

■ PROGRAM3 Interact 
  教科書 p.36 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：4） 

■ 英語のしくみ 
  教科書 p.37 

   ・単語熟語：1 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：1 項目 

■ Steps2 
  教科書 p.38 

   ・単語熟語：7 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：0） 

■ Our Project7 
  教科書 p.40 

   ・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） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.41 

   ・単語熟語：1 項目 

  教科書 p.43 

   ・単語熟語：2 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：1 アクセント：0） 

■ Reading1 
  教科書 p.44 

   ・単語熟語：1 項目 

  教科書 p.45 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：0） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.46 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：1 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：0） 

   ・表現：1 項目 

  教科書 p.47 

   ・単語熟語：8 項目 

   ・発音など：3 項目 

    （発音：2 語形変化：1 アクセント：0） 

  教科書 p.48 

   ・単語熟語：9 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：3 語形変化：2 アクセント：0） 

   ・表現：1 項目 
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  教科書 p.49 

   ・単語熟語：1 項目 

   ・表現：1 項目 

■ Power-Up2 
  教科書 p.50 

   ・単語熟語：10 項目 

   ・発音など：6 項目 

    （発音：3 語形変化：1 アクセント：2） 

   ・表現：2 項目 

■ PROGRAM4 
  教科書 p.51 

   ・単語熟語：2 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：1 語形変化：0 アクセント：1） 

■ PROGRAM4 Scenes 
  教科書 p.52 

   ・単語熟語：3 項目 

   ・文法：2 項目 

  教科書 p.53 

   ・単語熟語：2 項目 

■ PROGRAM4 Think 
  教科書 p.54 

   ・単語熟語：3 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：1） 

  教科書 p.55 

   ・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） 

  教科書 p.56 

   ・単語熟語：5 項目 

   ・発音など：2 項目 

    （発音：0 語形変化：1 アクセント：1） 

■ PROGRAM4 Interact 
  教科書 p.58 

   ・単語熟語：2 項目 

■ 英語のしくみ 
  教科書 p.59 

   ・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） 

   ・文法：1 項目 

■ Power-Up3 
  教科書 p.60 

   ・単語熟語：9 項目 

   ・発音など：5 項目 

    （発音：0 語形変化：2 アクセント：3） 

   ・表現：1 項目 

■ Power-Up3 
  教科書 p.61 

   ・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） 
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