
…キャロットのみの単元

【大単元】 【中単元】 【小単元名】 【時間】

(1) 品詞 30:30

18:49

16:22

(3) 句と節 27:43

(1) 文の種類と用法 21:00

(2) 疑問詞 16:56

(3) 感嘆文 9:52

(1) 自動詞と他動詞 22:25

(2) 第1文型:S+V 13:53

(3) 第2文型:S+V+C 23:54

(4) 第3文型:S+V+O 27:21

(5) 第5文型:S+V+O+O 24:32

(6) 第5文型:S+V+O+C 26:34

◆第1章のまとめ ◆ 第1章のまとめ

(1) 現在形 21:43

(2) 過去形 23:34

(3) 未来形 19:16

(1) 現在完了形 28:26

(2) 過去完了形 24:26

(3) 未来完了形 12:41

(1) 現在進行形 16:26

(2) 進行形を作らない動詞 17:36

(3) 過去進行形 12:11

(4) 未来進行形 14:01

(5) 完了進行形 23:28

動詞の語形変化 (1) 動詞の活用 28:44

◆第2章のまとめ ◆ 第2章のまとめ

(1) 助動詞の用法 10:17

(2) can 30:44

(3) may 12:05

(4) must 16:35

(5) will・wouldの特別用法 15:53

(6) shall・shouldの特別用法 16:50

(7) need (to)・dare (to)・ought to・used toの用法 24:10

完了形の助動詞 (1) 助動詞+have+過去分詞 19:46

(2) 助動詞を含む慣用表現 18:24

◆第3章のまとめ ◆ 第3章のまとめ

(1) 不定詞の特徴と形 17:42

(2) 名詞的用法 23:59

(3) 形容詞的用法 23:22

(4) 副詞的用法 28:01

(1) be+to不定詞 15:24

(2) 独立不定詞 11:59

(3) 代不定詞 10:11

(4) 原形不定詞 22:59

(5) 不定詞を用いた慣用表現 16:50

(6) 不定詞の否定形 13:33

(1) 不定詞の完了形 16:58

(2) 不定詞の意味上の主語 19:44

◆第4章のまとめ ◆ 第4章のまとめ
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第3章
助動詞

助動詞の基本用法

第4章
不定詞

不定詞の基本用法

不定詞の特別用法

不定詞の主語と時
制

第2章
時制

基本時制

完了形

進行形

第1章
文の構成要素と種類

文の構成要素

文の種類

5文型

(2) 文構成の要素
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【大単元】 【中単元】 【小単元名】 【時間】

(1) 動名詞とは 10:36

(2) 動名詞の用法 20:09

(3) 動名詞の動詞的性質 28:34

15:32

21:15

(1) 現在分詞と動名詞 16:21

15:48

15:30

◆第5章のまとめ ◆ 第5章のまとめ

(1) 分詞とは 18:26

(2) 分詞の限定用法 9:36

(3) 分詞の叙述用法 24:37

20:42

16:00

(2) with+名詞+分詞 (付帯状況) 14:21

(3) 慣用的な分詞構文 12:14

◆第6章のまとめ ◆ 第6章のまとめ

(1) 仮定法とは 7:47

(2) ifのある仮定法 29:05

(3) ifのない仮定法 22:28

(4) 仮定法の慣用表現 23:28

◆第7章のまとめ ◆ 第7章のまとめ

(1) 受動態の基本 26:33

(2) 受動態の種類 20:48

(3) 受動態の特殊な用法 20:02

◆第8章のまとめ ◆ 第8章のまとめ

(1) 接続詞の種類 26:13

(2) 等位接続詞 23:02

(3) 名詞節を導く接続詞 21:45

(4) 時を表す副詞節を導く接続詞 17:52

(5) 原因・理由を表す副詞節を導く接続詞 11:36

(6) 条件を表す副詞節を導く接続詞 13:24

(7) 譲歩を表す副詞節を導く接続詞 8:32

(8) 結果・目的を表す副詞節を導く接続詞 19:32

(9) 接続詞 as 16:16

(10) 接続副詞 7:06

◆第9章のまとめ ◆ 第9章のまとめ

(1) 関係代名詞の働きと種類 17:43

(2) that の特別用法 7:57

(3) 関係代名詞 what 13:02

(4) 前置詞+関係代名詞 10:20

(5) 継続用法 11:44

(6) 複合関係代名詞 6:01

(7) 関係代名詞 as,but,than 10:26

(1) 関係副詞の用法 18:20

(2) 関係副詞の継続用法 8:17

(3) 複合関係副詞 9:20

◆第10章のまとめ ◆ 第10章のまとめ

(1) 名詞の種類と用法 12:19

(2) 名詞の複数形

(3) 集合名詞

(4) 物質名詞 16:09

(5) 抽象名詞

(6) 固有名詞

冠詞 (1) 冠詞の種類と用法 17:50

◆第11章のまとめ ◆ 第11章のまとめ

(4) 動名詞を用いた慣用表現

(2) 不定詞と動名詞の使い分け

(1) 分詞構文の用法

第11章
名詞・冠詞

名詞

第9章
接続詞

接続詞

第10章
関係詞

関係代名詞

関係副詞

第7章
仮定法

仮定法

第8章
受動態

受動態とその用法

第5章
動名詞

動名詞の形と用法

動名詞と現在分
詞・不定詞

第6章
分詞

分詞の用法

分詞構文
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【大単元】 【中単元】 【小単元名】 【時間】

(1) 代名詞の種類と用法(人称代名詞) 26:09

(2) 指示代名詞 10:41

(3) itの特別用法 31:24

14:21

17:55

◆第12章のまとめ ◆ 第12章のまとめ

(1) 限定用法と叙述用法 15:38

(2) 形容詞の位置と語順 8:47

(3) 人か物のどちらかを主語とする形容詞 12:50

(4) 形容詞とto不定詞 24:39

(5) 形容詞とthat節 11:25

(6) 数量形容詞 16:09

(1) 副詞の種類と作り方 15:52

(2) 副詞の種類と位置 23:04

(3) 注意すべき副詞の用法 22:04

◆第13章のまとめ ◆ 第13章のまとめ

18:07

19:47

22:27

18:08

10:11

21:08

(4) 最上級を用いた重要表現 13:37

(5) 比較級・最上級の特別用法 23:28

(6) 比較の書き換え 20:18

◆第14章のまとめ ◆ 第14章のまとめ

(1) 前置詞の種類と用法 23:55

17:07

22:11

18:36

14:03

10:39

(4) その他の前置詞 12:33

(5) 間違えやすい前置詞 17:33

(6) 群前置詞 18:22

◆第15章のまとめ ◆ 第15章のまとめ

21:32

22:48

19:47

25:01

25:01

◆第16章のまとめ ◆ 第16章のまとめ

(1) 時制の一致の原則と例外

(1) 話法の種類と転換

(1) 不定代名詞の種類と用法

(1) 比較の3用法

(2) 原級を用いた重要構文

(3) 比較級を用いた重要構文

(2) 時の前置詞

(3) 場所の前置詞

第15章
前置詞

前置詞

第16章
時制の一致・話法

時制の一致

話法

第13章
形容詞・副詞

形容詞

副詞

第14章
比較

比較

第12章
代名詞

代名詞

不定代名詞
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【大単元】 【中単元】 【小単元名】 【時間】

(1) 否定語句の種類と用法 21:25

(2) 否定語の位置 19:19

13:12

8:51

(4) 否定を表す慣用表現 21:29

(5) 否定語句を用いない否定表現 24:54

29:48

20:36

15:31

15:26

15:46

17:40

18:23

15:12

同格 (1) 同格の種類と用法 20:16

◆第17章のまとめ ◆ 第17章のまとめ

名詞構文 (1) 名詞構文について 19:53

無生物主語 (1) 無生物主語について 14:40

◆第18章のまとめ ◆ 第18章のまとめ

(1) 強調の種類と用法

(1) 省略の種類と用法

(3) 否定の種類

(1) 倒置

第18章
名詞構文・無生物主
語

第17章
否定・倒置・強調・省
略・同格

否定

倒置

強調

省略
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