
サービスパック 102 追加・改訂のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｅトレ 

 

もっと便利に，もっと使いやすく！ 分野や単元の表示を刷新！ 

前回のサービスパック 101 でご案内しましたとおり，ｅトレをより便利にお使いいただけるように，分野整理を行いま

す。複数に分かれていた分野を１つにまとめたり，分野名の表示を変更したり，一部単元を移動させたりします。 

詳細につきましては，インストール後の問題選択画面から「データベース更新案内」をご覧いただくか、または「新科

目・分野の追加＆問題表示の整理」をご覧ください。 

新科目・分野の追加＆問題表示の整理 https://e-tr.biz/d/m/SP102.pdf 

 

 
TOPIC１ 待望の新科目，高校社会と情報のリリース開始！ 

○歴史総合・地理総合・公共 

今回追加される「基礎」分野は，教科書で必須の重要語句と重要事項をまとめています。初めて学習する生徒でも時

代の流れや物事のつながりがつかめるように，簡単な文章で解説しています。 

○情報 

情報Ⅰの教科書に対応した，「Ⅰ基礎」分野が追加されます。重要語句，計算やプログラミングの基本的な考え方など

が身につきます。イメージしづらい概念やしくみは，図解や身近な例を交えてわかりやすく解説しています。 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC２ 中学英語でリスニング学習が可能に！ 

中学英語に「リスニング 入門」「リスニング」分野が追加されます。プリントの QR コードを読み取ることで音声を再

生でき，いつでもすぐに学習を始められます。「英文法 入門」「英文法」分野の文法事項に対応しているので，セットで

学習するのがおすすめです。単元の追加は 8 月末リリース予定のサービスパック 104 まで随時行われます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPIC３ 高校数学に目的に合わせて学習できる分野を追加！ 

数学ⅠA と数学ⅡB に，ラーニングからリチェックまでしっかり学習できる「基礎」「標準」分野と，演習に特化した「ド

リル」分野が追加されます。数学ⅡB の新課程単元は，4 月に発売される教科書内容をもとに 5 月末のサービスパック

103 から順次追加予定です。 

 

TOPIC４ 中学国語に教科書学習順分野を追加！ 

これまで目的別に収録されていた，教科書準拠の漢字分野と「古文」「文法」「言葉の知識・漢字の知識」分野の単元を

教科書に出てくる内容の順に学習できるように組み合わせたコースが，教科書学習順分野として追加されます。 

〈対応教科書〉光村図書，東京書籍，教育出版，三省堂 

 

 

 

高校では，学習指導要領の改訂により 2022 年度は１年が新課程，２・３年が旧課程，2023 年度からは 1・２年が新課

程，3 年が旧課程での学習となります。これに伴い，これまで単元名の先頭に【１年生用】と付記されていた単元は【新

課程】に，【2，3 年生用】と付記されていた単元は，【旧課程】に変更されます。また，学習しやすいように「基礎」「標

準」分野が新課程と旧課程で分かれます。該当分野を学習中の場合，サービスパック 102 を実行すると何も学習してい

ない状態になります。お手数ですが，生徒の学年にあわせて対象分野から単元の選び直しをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

※次回のサービスパック 103 で，【R5 年 3 月時点 1 年生用】は【1，2 年生用】に，【R5 年 3 月時点 1 年生用】は【3
年生用】に表記が変わります。 

 

以下の単元につきましては，今回のサービスパックで単元名の先頭に【旧課程】と付記されます。 

《化学》 

 

 

 

 

種別 Web 公開 ディスク発送 備考 

サービスパック 102 2 月中旬予定 2 月末予定 歴史総合・地理総合・公共・情報Ⅰの 4～6 月学習範囲 

サービスパック 103 5 月中旬予定 5 月末予定 歴史総合・地理総合・公共・情報Ⅰの 7～10 月学習範囲 

サービスパック 104 8 月中旬予定 8 月末予定 歴史総合・地理総合・公共・情報Ⅰの 11～12 月学習範囲 

サービスパック 105 11 月中旬予定 11 月末予定 歴史総合・公共の 1～3 月学習範囲 

分野整理について                                       p1 

問題データについて 追加内容の紹介                     p1～2 

 高校 新課程と旧課程の学習について  p2～3 

追加分野・単元の詳細               p3～4 

分野・単元名変更の詳細             p5 

目的別について      追加のお知らせ                     p5 
 

今回のサービスパックの追加内容 

■323 【R5 年 3 月時点 2，3 年生用】化学／基礎 
101 状態変化 
102 気体の性質 
105 沸点上昇と凝固点降下 
106 浸透圧とコロイド 
201 反応熱と熱化学方程式① 

★次回サービスパックのご案内                    p6 

種別 
2022 年度 2023 年年度 

1 年 2 年 3 年 1 年 2 年 3 年 

分野名に【R5 年 3 月時点 1 年生用】とある分野※ ○ × × ○ ○ × 

分野名に【R5 年 3 月時点 2，3 年生用】とある分野※ × ○ ○ × × ○ 

分野名に【 】がない分野 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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高校 新課程と旧課程の学習について 

○リスニング上達のための５ステップ 

解説プリントのスクリプト（音声台本）と訳を活用し，５つのステップで効果的にリスニング力を向上させま

しょう。 

STEP１ 音声に合わせて問題に取り組もう 

STEP２ 解けなかった問題は，音声をもう１度聞いて再チャレンジしよう 

STEP３ 解説プリントを見て，聞き取れなかった単語やフレーズを確認しよう 

STEP４ 解説プリントのスクリプトを見ながら，音声に合わせて読む練習をしよう 

STEP５ スクリプトを見ずに，聞こえた音声のすぐあとを追うようにして音読しよう 

分野整理について 

 
202 反応熱と熱化学方程式② 
203 ヘスの法則 
204 結合エネルギー，光とエネルギー 
213 電池 
 



《化学》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《生物》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下の分野に単元が追加されます。 

《中学英語》 

 

 

 

 

 

 

《中学英語》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《歴史総合》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《地理総合》 

 

 

 

 

 

 

 

《公共》 

 

 

 

 

 

 

 

■323 【R5 年 3 月時点 2，3 年生用】 生物／基礎 
101 細胞を構成する物質とタンパク質の構造 
103 生体膜と物質の出入り 
206 光合成の研究，細菌の炭酸同化 
304 遺伝情報の変化 
401 染色体と有性生殖 
402 遺伝子の独立と連鎖 
403 動物の配偶子形成と受精，初期発生 
404 ウニの発生 
405 カエルの発生と胚葉の分化 
406 細胞の分化と形態形成 
411 植物の発生 
501 ニューロンの構造とはたらき 

 
503 刺激の受容 
511 植物の環境応答，種子の発芽の調節 
512 茎や根の成⾧の調節 
513 花芽形成の調節 
514 果実形成，落葉・落果などの調節 
604 生態系の物質生産とエネルギーの移動 
605 生態系と生物多様性 
701 地球の誕生～真核生物の出現 
702 先カンブリア時代～古生代 
703 中生代～新生代 
704 進化のしくみ 

■ 31 リスニング 入門 
101 【Ⅰ】I am ～.  You are ～. 
102 【Ⅰ】This is ～.  That is ～. 
103 【Ⅰ】He is ～.  She is ～. 
104 【Ⅰ】一般動詞 
105 【Ⅰ】形容詞，副詞，what 
106 【Ⅰ】複数形 

 
107 【Ⅰ】命令文，感嘆文 
108 【Ⅰ】3 人称・単数・現在 
109 【Ⅰ】who，where，whose，when 
112 【Ⅰ】want to ～，like ～ing，look A 
113 【Ⅰ】can の文 

■111 基礎 
101 イスラーム帝国の繁栄と東南アジア 
102 東アジアと中国の繁栄 
103 江戸時代の日本と世界のつながり 
104 江戸時代の日本社会 
105 ヨーロッパの主権国家体制の形成 
106 宗教改革とヨーロッパ人の海外進出 
111 産業革命 
112 アメリカ独立革命 
113 フランス革命 
114 ウィーン体制と自由主義・ナショナリズム 
115 1848 年革命 
116 19 世紀後半のヨーロッパ① 
117 19 世紀後半のヨーロッパ② 
118 19 世紀の社会思想と科学 

 
119 19 世紀のアメリカ大陸 
121 西アジアの変容 
122 南アジア・東南アジアの植民地化 
123 アヘン戦争 
124 日本への通商の要求と開国 
125 日本の開国とその影響 
131 新政府の誕生と文明開化 
132 明治初期の対外関係 
133 自由民権運動と立憲体制 
141 日清戦争 
142 日本の産業革命と教育の普及 
143 帝国主義と世界分割 
144 帝国主義期の欧米列強  

411 被子植物の発生と器官分化 
501 ニューロンの構造とはたらき，興奮の伝導と伝達 
502 刺激の受容 
511 植物の環境応答，種子の発芽の調節 
512 茎や根の成⾧の調節，花芽形成の調節 
603 生態系の物質生産と生物多様性 
701 生命の起源，生物の変遷と霊⾧類の進化 
702 生物の進化 

追加分野・単元の詳細 

                                               3                                                                                                                 4 

■111 基礎 
101 緯度・経度と時差 
102 地図と地理情報システム 
111 国家・国境，日本の領域 
112 国家間や貿易による結び付き 
113 交通・通信，観光による結び付き 
201 地形の形成とプレート，変動帯・安定地域 
202 河川がつくる地形，海岸の地形 

■324 【R5 年 3 月時点 2，3 年生用】生物／標準 
101 細胞を構成する物質，タンパク質の構造 
102 細胞のつくり，生体膜と物質の出入り 
203 光合成の研究，細菌の炭酸同化・窒素同化 
302 遺伝情報の発現と変化 
401 有性生殖と染色体，減数分裂 
402 遺伝子の独立と連鎖，検定交雑 
403 動物の配偶子形成と受精，初期発生 
404 ウニの発生，カエルの発生と胚葉の分化 
405 形態形成と遺伝子，誘導と細胞の分化 

 
203 氷河地形，乾燥地形，カルスト地形 
211 気温・降水・大気大循環 
212 世界の気候区分 
213 熱帯，乾燥帯の生活 
214 温帯，亜寒帯・寒帯の生活 
221 世界の言語と宗教 

■111 基礎 
101 現代社会の青年期 
102 社会参画，日本の伝統と文化 
111 宗教，古代の思想 
112 近代・現代の思想 
121 人間の尊厳と平等 
131 民主政治の基本原理 
132 さまざまな政治のしくみ 

 
201 日本国憲法の基本的な性質 
202 基本的人権① 
203 基本的人権② 
211 法や規範の役割と意義 
212 多様な契約，消費者の権利と責任 
301 三権分立，国会 
302 内閣 

■ 35 リスニング 
101 【Ⅰ】主語と動詞，品詞  
102 【Ⅰ】be 動詞  
103 【Ⅰ】一般動詞  
104 【Ⅰ】名詞，複数形，冠詞  
105 【Ⅰ】形容詞，副詞  
106 【Ⅰ】疑問詞  
108 【Ⅰ】命令文，感嘆文  
109 【Ⅰ】can の文  
110 【Ⅰ】3 人称単数現在  
201 【Ⅱ】5 つの文構造  
202 【Ⅱ】SVC の文（look A など）  
203 【Ⅱ】未来を表す文  
204 【Ⅱ】助動詞  

 
205 【Ⅱ】接続詞 
206 【Ⅱ】不定詞 
207 【Ⅱ】動名詞 
208 【Ⅱ】SVOO の文（give A B など） 
209 【Ⅱ】SVOC の文（call A B など） 
301 【Ⅲ】It is ～ （for＋人） to … 
302 【Ⅲ】間接疑問文，tell＋人＋that の文 
303 【Ⅲ】be 動詞＋形容詞＋that の文 
304 【Ⅲ】現在完了形（完了，経験） 
305 【Ⅲ】現在完了形（継続），現在完了進行形 
306 【Ⅲ】後置修飾 
309 【Ⅲ】let［help］＋人など＋動詞の原形 

■324 【R5 年 3 月時点 2，3 年生用】化学／標準 
103 気体の性質 
105 希薄溶液の性質，コロイド溶液 
201 化学反応と熱，光 
202 ヘスの法則 
203 電池と電気分解 

 
204 化学反応の速さとしくみ 
301 周期表と元素，水素と希ガス，ハロゲン 
304 金属元素－典型元素－ 
305 金属元素－遷移元素－ 
306 金属イオンの分離，無機物質と人間生活 

■323 【R5 年 3 月時点 2，3 年生用】化学／基礎 
221 反応速度 
301 周期表と元素，水素と希ガス 
313 アルミニウム・亜鉛 
314 スズ・鉛・水銀 

 
321 遷移元素・錯イオン 
323 鉄 
331 金属イオンの反応・系統分離 
509 合成繊維 



《情報》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野整理に伴う，分野名や単元名の変更につきましては，別途【分野整理のお知らせ】をご覧ください。分野名や単元

名が変更され，単元別（旧）へ移動するものにつきましては，次回 5 月末リリース予定のサービスパック 103 で削除さ

れます。ご利用の際はご注意ください。 

 

以下につきましては，分野整理とは別に単元名が変更されます。 

《小学算数》 

■４年［教科書学習順］ 

 116 「小数÷整数」の計算⑥（わり進む計算） → 「小数÷整数」の計算⑥（わり進む筆算） 

《中学英語》 

■361 Here We Go！１年 

 104 Sound and Letters［重要単語］ → Sounds and Letters［重要単語］ 
105 Sound and Letters，Tongue Twisters［重要単語］ → Sounds and Letters，Tongue Twisters［重要単語］ 

《中学数学》 

■ 20 入門 ２年 

  15 等式の変形① → 等式の変形 

■ 25 ２年［共通版］ 

25 連立方程式の文章題（速さ・基本） → 連立方程式の文章題②（速さ分割版・基本） 

26 連立方程式の文章題（速さ・応用） → 連立方程式の文章題②（速さ分割版・応用） 

■ 26 ２年のまとめ 

23 図形の証明②直角三角形・平行四辺形・平行線と面積 → 図形の証明②（直角三角形・平行四辺形・平行線と面積） 

《中学社会》 

■ 72 難関国私立高入試演習 

106 EU 諸国地誌 → ヨーロッパ地誌 

《中学国語》 

「古文」分野の各単元の収録作品や場面がわかるように，単元名の後ろに作品名や文の冒頭を明示させます。 

 

 

 

《追加》 

小学英語，中学英語：春期講習向けのコースが追加されます。 

高校数学：新課程に対応した通年用と集中特訓用のコースが追加されます。 

ｅジャッジ 

今回のサービスパックでの問題の追加や改訂はございません。 

 

 

 

 

次回のサービスパック 103 では，高校数学ⅡB，物理，化学，生物の新課程に対応した単元の追加が始まります。 

１．新課程に対応した単元を続々追加！ 

4 月に発売される新教科書の内容をもとに，高校数学ⅡB，物理，化学，生物への新課程に対応した単元の追加

が始まります。また，歴史総合，地理総合，公共，情報には，教科書会社が公開している年間指導計画をもとに，

7 月から 10 月に学習する範囲の単元が追加されます。 

 

２．分野整理に伴い旧版になった分野や単元，目的別コースを削除 

今回のサービスパックで単元別（旧）へ移動した分野や単元，目的別のコース名の先頭に「※」が付記されたコ

ース，ならびに単元別（旧）に収録されている中学社会の分野名の先頭に【～2021 年度】と付記された旧分野

が削除されます。今後は「単元別」にある新分野をご利用ください。 

 

問題データベースの更新につきましては，以下を予定しております。 

ｅトレ    

○追加  

中学英語…「英文法 入門」「リスニング 入門」「リスニング」分野に単元を追加 

高校数学…「ⅡB 基礎」「ⅡB 基礎ドリル」「ⅡB 標準」「ⅡB 標準ドリル」分野に単元を追加 

物理…「物理／基礎」「物理／標準」分野に新課程に対応した単元を追加 

化学…1，2 年生用の「化学／基礎」「化学／標準」分野に新課程に対応した単元を追加 

生物…1，2 年生用の「生物／基礎」「生物／標準」分野に新課程に対応した単元を追加 

歴史総合…「基礎」分野に年間指導計画の 7 月～10 月学習範囲の単元を追加 

地理総合…「基礎」分野に年間指導計画の 7 月～10 月学習範囲の単元を追加 

公共…「基礎」分野に年間指導計画の 7 月～10 月学習範囲の単元を追加 

情報…「Ⅰ基礎」分野に年間指導計画の 7 月～10 月学習範囲の単元を追加 

 高校…「共通テスト対策」分野に 2022 年実施の試験問題を追加（古文，漢文以外） 

 

○削除 

⑴ 分野・単元 

 今回のサービスパック 102 で行われた分野整理により，単元別（旧）へ移動した分野や単元は，次回のサービ

スパック 103 で削除されます。また，単元別（旧）にある，中学社会の分野名の先頭に【～2021 年度】と付記

された分野も削除されます。 

⑵ 目的別コース 

 今回のサービスパック 102 でコース名の先頭に「※」が付記されたコースが削除されます。 

 

 

 

★次回サービスパックのご案内 
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目的別 

■111 Ⅰ基礎 
101 情報とその特性 
102 メディアとその特性 
103 問題解決の考え方 
111 情報社会の法規と権利 
112 情報セキュリティと対策 
121 情報技術の発展 
201 コミュニケーションとメディア 
211 情報デザイン 

 
212 文書の作成，プレゼンテーション 
213 Web ページの作成 
221 デジタル情報の特徴 
222 数値・文字の表現 
223 2 進法の加算と減算，補数 
225 音・静止画・動画の表現 
226 データ量とデータの圧縮 
411 情報システム 

分野・単元名の変更 


