
小学データベース変更一覧

教科名 分野名 単元名 設問名 種類 大問 小問 誤 正 備考

国語 文章問題４ そう合問題３ ステップ１ 問題 ― ⑷ 二十九字 二十三字 問題訂正

国語 文章問題６ 総合問題４ ステップ１ 問題 ― ⑵ ～（　②　）は四字で答えること。 ～（　③　）は四字で答えること。 問題訂正

国語 文章問題６ 総合問題４ ステップ２ 解答 ― ⑵ 遊具 道具 解答訂正

国語 文章問題６ 総合問題６ ステップ２他 問題 ― ― 文章訂正

国語 言葉のきまり 文節 チェック 問題 ― ⑴ カ宿題を キ宿題を 誤字訂正

国語 漢字・語句　中学レベル１ 漢字・語句12 ラーニング他 ― ― ― 問題・解答訂正

国語 中学入試対策Ａ 内容把握３ ステップ１ 解答 ― ⑵ 注釈追記

国語 中学入試対策Ｂ 説明文総合２ ステップ１他 問題 ― ― 誤字訂正

算数 中学入試対策Ａ② 場合の数② ステップ１ 問題 ― ⑵ ただし，ＡとＢや～ ただし，使わない色があってもよいが，ＡとＢや～ 問題訂正

算数 中学入試対策Ｂ① 図形の重ね合わせと角度 チェック 問題・解答 ― ⑻ 脱字訂正

算数 中学入試対策Ｂ② 角柱・円柱の体積② ラーニング ― 4 ② かたむけた容器に～ 次に容器に～ 問題訂正

中学データベース変更一覧

教科名 分野名 単元名 設問名 種類 大問 小問 誤 正 備考

英語 英文法１ There is の文 テスト対策他 問題・解答 ― ― 問題・解答訂正

英語 英文法３ 現在完了形（継続），現在完了進行形 テスト対策 解答 3 ⑴ How long have they been a pilot? How long have they been pilots? 解答訂正

英語 英単語 高校入試重要600 必須単語400⑰ ステップ２ 問題 ― ― 問題訂正

英語 NEW HORIZON ２年 Ｕ３－２［基本文：不定詞／原因を表す副詞的用法］ リチェック 解答 5 ⑵ I’m［I am］ surprised to hear the news. I’m［I am］ surprised to see this. 解答訂正

英語 NEW HORIZON ２年 Ｕ４－２［基本文：助動詞 must］ リトライ１ 解答 3 ⑵ 私は日本語で～ 私は英語で～ 解答訂正

英語 NEW HORIZON ３年 Ｕ４－２［基本文：間接疑問文／tell＋人＋疑問詞SV］ ラーニング ― ― ― Can you tell us who made breakfast. Can you tell us who made breakfast? 誤字訂正

英語 NEW CROWN １年 GET Plus 1［基本文：What ～ do you … ?］ チェック 問題 3 ⑷ program programs 問題訂正

英語 Here We Go! ３年 Ｕ４－１［英作文］ ステップ２ 解答 ― ⑻ adress address 脱字訂正

数学 １年 平面図形の基礎 チャレンジ１ 解答 ― ― 別解追記

数学 １年 いろいろな作図 テスト対策 問題・解答 ― ⑴ 脱字訂正

数学 ２年 連立方程式の文章題① テスト対策 問題 1 ⑵ ～一の位の数yとして… ～一の位の数をyとして… 脱字訂正

数学 ２年 連立方程式の文章題① テスト対策 問題 2 ⑴ 問題訂正

数学 入門　３年 円と直線①（性質，作図） ステップ１他 問題 ― ― 円の接線は，その接線を通る半径に垂直～ 円の接線は，その接点を通る半径に垂直～ 文章訂正

数学 難関国私立高入試演習 方程式１ ステップ１ 問題 2 ― 出会うまでにかかつた時間について，～ 出会うまでにかかった時間について，～ 誤字訂正

理科 １年 気体 テスト対策 問題 1 ⑵ ～マッチはどうなるか。 ～気体はどうなるか。 問題訂正

理科 １年 気体 テスト対策 問題 3 ― ～の方法で集めることができるのは，… ～の方法で集めることが適しているのは，… 問題訂正

理科 １年のまとめ 動物の分類 ラーニング他 ― ― ― 説明・問題訂正

理科 ２年 原子と分子，化学式 チャレンジ１ 問題 3 ⑵ 砂糖 メタン 問題訂正

本文の下段13行目「かけ算では、」を「わり算では、」に変更。

両生類の子の呼吸器官の説明を「えらと皮膚」に変更。
それに伴い，関連する問題を一部修正。

直線の右側に「l 」を追記。

「テーブルの上にオレンジは1つもありません。」の穴埋め問題を
「（　　　）are（　　　）oranges（　　　）the table.」に変更。

問題を「次の日本語を英語に直しなさい。⑾は3語で書くこと。」に変更。

線分を答える問題について，ＢＣ［ＣＢ］のように別解を付記。

「舟唄」から「長唄」に関する問題に変更。

「※⑵の「カツヤは」は、なくてもよい。」を追加。

本文の7段落目「ひまなつり」を「ひなまつり」に修正。

三角形ABCに角Bを追加。

問題を「～x円，y円として連立方程式を立てて，それぞれの値段を求めなさい。」に変更。

　　



教科名 分野名 単元名 設問名 種類 大問 小問 誤 正 備考

理科 ２年 化学変化する物質どうしの質量 ステップ２ 問題・解答 ― ⑷ 問題・解答訂正

理科 ２年 消化と吸収 テスト対策 問題 1 ⑶ 問題訂正

理科 ２年 雲のでき方 テスト対策 問題 ― ⑵ 問題訂正

理科 入門　３年 力の合成 ステップ１他 問題 1 ― 問題訂正

理科 入門　３年 力と運動 ステップ２他 問題 ― 2 問題訂正

理科 入門　３年 仕事② ステップ１他 問題 ― ― 移動させる距離 力の向きに動かす距離 文章訂正

理科 入門　３年 金属イオンへのなりやすさ ラーニング ― ― ― 解答欄訂正

理科 国私立高入試演習 物質の性質 ステップ２ 問題・解答 1 ⑴ 問題・解答訂正

国語 光村図書１年 漢字 大人になれなかった弟たちに…… ステップ２ 問題 ― ㊷ 小さなカン 遺体をカンに入れる 問題訂正

国語 文章問題３ 指示語 ステップ１ 問題・解答 2 ⑵
問題を「－②線部の指す内容を、本文中から十六字で抜き出しなさい。」，

解答を「中村新兵衛が非業の死を遂げること」に変更。
問題・解答訂正

国語 漢字・語句　中学レベル１ 漢字・語句12 ラーニング他 ― ― ― 問題・解答訂正

高校データベース変更一覧

教科名 分野名 単元名 設問名 種類 大問 小問 誤 正 備考

世界史 基礎演習 ヨーロッパ諸国の東進② チェック 問題 2 ― 文章訂正

「脂肪を分解する消化液～」を
「脂肪を分解したり，脂肪の分解を助けたりする消化液～」に変更。

「ただし，5mmを1N とする。」を削除。

問題を「⑶以降の加熱後の質量は，増える，減る，一定になるのうちどれか。」，
解答を「一定になる」に変更。

問題を「図2のような装置をつくり，注射器のピストンを押したり～」，
②の問題を「①のとき，装置内の空気の体積や温度は～」に変更。

問題文を「右の図のように，斜面上で台車を下から押して手をはなし，
台車が斜面を上がっていく運動について調べた。次の問いに答えなさい。」，

⑴を「手をはなしたあとの台車にはたらく力の向きを，～」に変更。

「書いてみよう」の解答欄の「→」と「＋」を正しい位置に変更。

問題文の実験操作①の説明および解答の集気びんを試験管に変更。

「舟唄」から「長唄」に関する問題に変更。

「～1856 年に始まるアロー戦争の結果，イギリス・フランスなどと
1858年に（　②　）を，1860年に（　③　）を結んだ。」に変更。

　　


