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Unit ターゲット文法 テーマ 

1 be動詞① 自分や同僚を紹介する 

2 be動詞② 疑問文否定文 人の名前や持ち物を確認する 

3 現在進行形  進捗について話す 

4 一般動詞の現在形① 自分の仕事について話す 

5 一般動詞の現在形② 三単現 近況を共有する① 

6 代名詞① 主格 所有格 新しい顧客と会う 

7 代名詞② 目的格 伝言を残す・受け取る 

8 代名詞 itとone オフィスの備品について話す 

9 代名詞 anotherとthe other 同僚とランチに行く 

10 一般動詞の過去形 近況を共有する② 

11 be動詞の過去形 近況を共有する③ 

12 現在完了① 継続 経歴について尋ねる・話す① 

13 現在完了② 経験 経歴について尋ねる・話す② 

14 現在完了③ 完了 進捗を共有する① 

15 現在完了④ 現在完了と過去形 進捗を共有する② 

16 未来形①現在進行形と現在形 出張の予定について話す 

17 未来形② be going to do 週末の予定について話す 

18 未来形③ will  今後を予測する、決断する 

19 疑問詞① When Where 会議を設定する① 

20 疑問詞② Who What 会社のパーティを企画する 

21 疑問詞③ What名詞 Which名詞 プレゼン資料の準備をする 

22 疑問詞④ How 詳細を尋ねる 

23 助動詞① can 労働条件を決める 

24 助動詞② Can you, Can I 依頼する・許可を求める 
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25 助動詞③ must ～に違いない・～しなければならない 

26 助動詞④ have to ～しなければならない 

27 助動詞⑤ should ～した方がよい・～のはずだ 

28 Would you like, I'd like 丁寧に希望を尋ねる・伝える 

29 勧誘、提案する表現 勧誘する・提案する 

30 SVO 不定詞、動名詞 自己紹介をする 

31 不定詞 情報を付け足す 

32 形容詞 ① 名詞を説明する 

33 SVC 形容詞 ② 状態を説明する 

34 副詞 補足説明をする 

35 頻度を表す表現 頻度を表す 

36 比較級 2つの対象を比較する 

37 最上級 3つ以上の比較を対象する 

38 There is, There are 会社周辺の紹介をする 

39 場所 in, on, at 待ち合わせる 

40 位置関係を表す前置詞 場所を尋ねる 

41 時 in, on, at 会議を設定する② 

42 時 by, until 仕事の期限について話す 

43 その他の時を表す前置詞 通勤について話す 

44 可算名詞 仕事量を確認する 

45 不可算名詞 休憩時間に会話する 

46 時、距離を表すit 時や距離について話す 

47 天候、気温を表すit 天候や気温について話す 

48 形式主語のit 頼み事をする 
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49 頻出動詞①go 週末について話す 

50 頻出動詞②get カジュアルなレストランでのやり取り 

51 頻出動詞③have 催し物に参加する 

52 頻出動詞④do 家で過ごす週末について話す 

53 頻出動詞⑤make その1 食事会の幹事を務める 

54 頻出動詞⑥make その2と使役動詞 観た映画について話す 

55 知覚動詞 ビデオ会議をする 

56 SVOC, SVOO 同僚に手伝いをお願いする 

57 受動態①基本 会社の歴史を話す 

58 受動態②発展 人事異動について話す 

59 間接話法 会議の報告をする 

60 間接疑問文 出欠の確認をする 

61 付加疑問文、聞き返し 同僚に相談する 

62 あいづち エールを送る 

63 接続語①等位接続詞 プレゼンの準備をする 

64 接続語②従位接続詞that 同僚について話す 

65 接続語③逆接 試験について話す 

66 接続語④原因理由 理由を説明する 

67 接続語⑤as 突然の雨に対応する 

68 接続語⑥when, if 遅刻の可能性を伝える 

69 接続語⑦while, during, for 休暇の予定について話す 

70 接続語⑧unless, in case, in case of 留守中の確認をする 

71 仮定法①仮定法過去・過去完了 
うまくいかなかったプレゼンについ
て話す 

72 仮定法②丁寧表現 頼みにくい事を頼む 
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73 助動詞＋完了形 同僚を労う 

74 現在分詞と過去分詞① 見知らぬ人について尋ねる 

75 現在分詞と過去分詞② プレゼントを探す 

76 現在分詞と過去分詞③ セミナーについて話す 

77 関係代名詞①主格と目的格 同僚を紹介する 

78 関係代名詞②所有格、that 食べ物について話す 

79 関係代名詞③what, 関係副詞 宿泊先を手配する 

80 名詞＋前置詞、形容詞＋前置詞 辞める同僚に贈り物をする 

81 形容詞＋前置詞② 海外転勤について話す 

82 句動詞①in, out アンケート結果を報告する 

83 句動詞②on off 人を車で送る 

84 句動詞③up down 仕事を断る 
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