
 
 

サービスパック 99 追加・削除のご案内 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
ｅトレ 
中学社会  

① 公民のまとめ分野が新登場！ 地理・歴史・公民に 9 月～12 月学習範囲の単元を追加！ 

公民に現行の教科書内容に対応した「まとめ」分野が追加されます。また，地理・歴史・公民に各教科書会社が公

開している年間指導計画のおよそ 9月～12 月の学習範囲にあたる単元が追加されます。地理は今回のサービスパッ

クで，歴史と公民は次回のサービスパックで単元の追加が完了します。 

学習したい単元がリリース前の場合は，単元別（旧）にある分野（分野名に【～2021 年度】と付記）の単元をご利

用ください。 

 

 

 

 

② 教科書の学習順に対応！ 

地理・歴史・公民の標準分野の単元を，教科書の学習順に並び替えた分野が追加されます。これに伴い，標準分野

の分野名の後ろに［共通版］と付記されます。 

〈対応教科書〉東京書籍，帝国書院，日本文教出版，教育出版 

 

高校 昨年初めて実施された，共通テストの試験問題をオリジナル解説とともに収録！  

高校の「共通テスト対策」分野に，昨年初めて実施された共通テストの試験問題にオリジナルの解説をつけた単元が追

加されます。なぜその選択肢が誤りなのか，解けなかった生徒がつまずかないように丁寧に解説しています。 

また，今回初めて英語のリスニング問題にも対応します。音声は， QR コードを読み取ってお聞きください。 

 〈対応科目〉英語，数学ⅠA・ⅡB，物理基礎，物理，化学基礎，化学，生物基礎，生物，地学基礎，地学， 

日本史，世界史，地理，政治・経済，倫理，現代社会 

 

高校数学 ⅠA に期待値の内容を扱う単元を追加 

高校数学ⅠA の「基礎ラーニング」「基礎練習」「標準ラーニング」「標準練習」分野に，期待値の問題が追加されます。

こちらは，今年度から学習を始める１年生が対象となります。2，3 年生は学習不要の単元となりますので，ご利用の際

はご注意ください。 

○分野名変更の詳細 
e トレ画面上で該当教科書の分野を見つけやすくなるよう，小学英語と中学英語の準拠分野名が，略称から教科書名に

変更されます。 

《小学英語》 

 

 

 

 

 

 

《中学英語》 

 

 

 

 

 

○追加単元の詳細 
《中学社会》 

以下の分野に単元が追加されます。 
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《中学社会の旧分野について》 

前回のサービスパックで分野名の先頭に【～2021 年度】と付記された旧分野は，今回のサービスパックで単

元別（旧）へ移動し，2023 年 6 月のサービスパックで削除されますので，ご利用の際はご注意ください。 

問題データについて 

 追加内容の紹介…p1 

分野名変更の詳細…p2 

追加単元の詳細…p2～4 

移動・削除分野の詳細…p4 

目的別について 

 改訂・削除のお知らせ…p5 

問題データについて 

追加単元の詳細…p5～p6 

分野・単元の削除…p6 

プリセットテストについて 

 追加のお知らせ…p6 

  

略称（変更前） 教科書名（変更後） 略称（変更前） 教科書名（変更後） 

Ｈ NEW HORIZON Elementary ＯＷ ONE WORLD Smiles 

Ｓ Junior Sunshine ＨＷ Here We Go! 

Ｃ CROWN Jr. ＢＳ Blue Sky elementary 

ＴＥ JUNIOR TOTAL ENGLISH   

  

略称（変更前） 教科書名（変更後） 略称（変更前） 教科書名（変更後） 

Ｈ NEW HORIZON ＢＳ BLUE SKY 

Ｓ Sunshine ＯＷ ONE WORLD 

Ｃ NEW CROWN ＨＷ Here We Go! 

■111 地理 標準［共通版］ 

301 アジア州①（自然環境と文化，中国） 

302 アジア州②（韓国，東南アジア） 

303 アジア州③（南アジア，西アジア・中央アジア） 

304 ヨーロッパ州①（自然環境，文化） 

305 ヨーロッパ州②（ＥＵによる統合，産業） 

306 アフリカ州①（自然環境，歴史と文化） 

307 アフリカ州②（産業と課題） 

308 北アメリカ州①（自然環境，農業） 

309 北アメリカ州②（工業，歴史と生活） 

310 南アメリカ州①（自然環境，歴史と文化） 

311 南アメリカ州②（産業と環境保全） 

312 オセアニア州①（自然環境，歴史と文化） 

313 オセアニア州②（産業） 

501 九州地方①（自然環境，生活） 

 

502 九州地方②（産業，環境保全） 

503 中国・四国地方①（自然環境，交通と生活） 

504 中国・四国地方②（産業と地域活性化） 

505 近畿地方①（自然環境，人口と都市） 

506 近畿地方②（歴史，産業） 

507 中部地方①（自然環境，東海の産業） 

508 中部地方②（中央高地の産業，北陸の産業） 

509 関東地方①（自然環境，首都・東京） 

510 関東地方②（東京大都市圏，産業） 

511 東北地方①（自然環境，生活・文化） 

512 東北地方②（産業） 

513 北海道地方①（自然環境と生活） 

514 北海道地方②（産業） 

601 地域の在り方 

■113 地理 まとめ 

301 世界の諸地域①（アジア州～アフリカ州） 

302 世界の諸地域②（北アメリカ州～オセアニア州） 

501 日本の諸地域①（九州地方，中国・四国地方） 

 

502 日本の諸地域②（近畿地方，中部地方） 

503 日本の諸地域③（関東地方～北海道地方） 

■121 歴史 標準［共通版］ 

201 武士の政権の始まり 

202 鎌倉幕府の成立 

203 鎌倉時代の人々の暮らし・文化 

204 モンゴルの襲来と鎌倉幕府の滅亡 

211 南北朝の動乱と新たな幕府 

212 東アジアとの交流 

401 市民革命・アメリカの独立 

402 産業革命と国家の成立 

 

403 欧米諸国のアジア進出 

411 開国・江戸幕府の滅亡 

421 明治維新と文明開化 

422 新たな国際関係と国境の画定 

423 自由民権運動と憲法・国会 

451 年表で振り返る―近代（前半） 

631 年表で振り返る―現代 

ＴＯＰＩＣ 

★次回サービスパックのご案内…p6 



 
 

《中学社会》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
《高校英語》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

 

《高校数学》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

 

 

 

《物理》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

《化学》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

《生物》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

《地学》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

《日本史》            《世界史》 

以下の分野に単元が追加されます。   以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

《地理》             《政治・経済》 

以下の分野に単元が追加されます。   以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

《倫理》             《現代社会》 

以下の分野に単元が追加されます。   以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

 
○移動分野の詳細 
以下の分野が，単元別（旧）に移動します。これらは，2023 年 6 月リリース予定のサービスパックで削除されます。ご

利用の際はご注意ください。 

■311 【～2021 年度】歴史 古代・中世         ■326 【～2021 年度】地理 日本の諸地域 

■312 【～2021 年度】歴史 近世～現代         ■327 【～2021 年度】地理 総合 

■313 【～2021 年度】歴史 総合                ■328 【～2021 年度】地理のまとめ 

■314 【～2021 年度】歴史のまとめ           ■330 【～2021 年度】公民 現代社会と生活 

■321 【～2021 年度】地理 世界のすがた        ■331 【～2021 年度】公民 憲法と政治 

■322 【～2021 年度】地理 世界各地の環境と生活      ■332 【～2021 年度】公民 経済 

■323 【～2021 年度】地理 世界の諸地域        ■333 【～2021 年度】公民 国際社会 

■324 【～2021 年度】地理 日本のすがた               ■336 【～2021 年度】公民のまとめ 

■325 【～2021 年度】地理 世界からみた日本       

    

 

○削除分野・単元 

単元別（旧）の中学英語・中学理科・中学数学にある，分野名や単元名の先頭に【～○○年度】と付記された旧課程分

野や単元が削除されます。 

■311 ⅠA 基礎ラーニング 

705 【１年生用】期待値 
■312 ⅠA 基礎練習 

705 【１年生用】期待値 

■313 ⅠA 標準ラーニング 

705 【１年生用】期待値 

■314 ⅠA 標準練習 

705 【１年生用】期待値 

■451 共通テスト対策 

311 2021 本試験（リーディング）① 

312 2021 本試験（リーディング）② 

313 2021 本試験（リーディング）③ 

 

314 2021 本試験（リスニング）① 

315 2021 本試験（リスニング）② 

316 2021 本試験（リスニング）③ 

■451 ⅠA 共通テスト対策 

311 2021 本試験① 

312 2021 本試験② 

313 2021 本試験③ 

■452 ⅡB 標準練習 

311 2021 本試験① 

312 2021 本試験② 

313 2021 本試験③ 

■411 生物基礎共通テスト対策 

31 2021 本試験 

■412 生物共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

 

33 2021 本試験③ 

34 2021 本試験④ 

■411 共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験②
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■411 地学基礎共通テスト対策 

31 2021 本試験 

■412 地学共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

■123 歴史 まとめ 

201 鎌倉時代 

401 欧米の進出と日本の開国 

 

402 明治時代① 

403 明治時代② 

 

33 2021 本試験③ 

34 2021 本試験④ 

■131 公民 標準［共通版］ 

201 人権の歴史と憲法 

202 日本国憲法 

203 平和主義 

204 基本的人権①（平等権） 

205 基本的人権②（自由権・社会権） 

206 基本的人権③ 

211 民主政治 

212 国会①（地位と仕組み，仕事） 

213 国会②（法律の制定，衆議院の優越） 

214 行政と内閣 

215 裁判所 

216 三権分立 

 

217 地方自治 

301 消費生活と流通 

302 生産活動と企業 

303 労働の意義と権利 

304 市場経済と価格 

305 金融 

306 日本銀行 

307 景気と経済政策 

308 グローバル経済と金融 

309 財政 

310 社会保障 

■133 公民 まとめ 

201 日本国憲法 

202 選挙・国会 

203 内閣・裁判所 

 

204 三権分立・地方自治 

301 経済①（消費・企業・労働・価格） 

302 経済②（金融・銀行・景気・為替） 

■411 物理基礎共通テスト対策 

31 2021 本試験 
■412 物理共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

■411 化学基礎共通テスト対策 

31 2021 本試験 
■412 化学共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

■411 共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

 

33 2021 本試験③ 

34 2021 本試験④ 

■411 共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

■411 共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

■411 共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 

■411 共通テスト対策 

31 2021 本試験① 

32 2021 本試験② 



 
 

○目的別 

《改訂》 

■中学社会 

教育開発出版（株）の『マイクリア』『新中学問題集』『夏期テキスト』『冬期テキスト』に対応したコースの一部単元

が，今回のサービスパックで追加される新しい単元に差し替わります。 

■中学理科 

 『夏期テキスト』『冬期テキスト』に対応したコースの一部単元が差し替わります。 

《削除》 

■中学英語・中学理科 

コース名に［2020 年版］と付記された，『マイクリア』『新中学問題集』に対応したコースが削除されます。 

 

 

ｅジャッジ 

○追加単元の詳細 
《中学社会》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《中学社会》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《中学数学》 

以下の分野に単元が追加されます。 

 

 

 

○分野・単元の削除 
以下の分野や単元が削除されます。 

《中学数学》 

 

 

《中学社会》 

■311 【～2021 年度】歴史 古代・中世            ■326 【～2021 年度】地理 日本の諸地域 

■312 【～2021 年度】歴史 近世～現代        ■328 【～2021 年度】地理のまとめ 

■314 【～2021 年度】歴史のまとめ                ■330 【～2021 年度】公民 現代社会と生活 

■321 【～2021 年度】地理 世界のすがた        ■331 【～2021 年度】公民 憲法と政治 

■322 【～2021 年度】地理 世界各地の環境と生活    ■332 【～2021 年度】公民 経済 

■323 【～2021 年度】地理 世界の諸地域              ■333 【～2021 年度】公民 国際社会 

■324 【～2021 年度】地理 日本のすがた             ■336 【～2021 年度】公民のまとめ 
■325 【～2021 年度】地理 世界からみた日本     

               

○プリセットテスト 
《追加》 

中学社会に，今回追加される単元に対応したプリセットテストが追加されます。 

 

★次回サービスパック 100 のご案内  次回のサービスパックは，以下を予定しております。 

ｅトレ   ○追加 小学算数…「６年」分野に単元を追加 

      中学英語・中学数学・中学理科…「公立高校入試対策」分野に単元を追加 

中学社会…歴史・公民の「標準」「まとめ」分野に単元を追加 

       地理・歴史に入試に向けた学習に適した「入試演習」分野を追加 

ｅジャッジ ○追加  中学社会…歴史・公民の「標準」「まとめ」分野に単元を追加 

■523 歴史 まとめ 

201 鎌倉時代 

401 欧米の進出と日本の開国 

                                               5                                                                                                                 6 

■36 ３年のまとめ 
3 【～2021 年度】因数分解

■ 71 数学ⅠA 基礎 

42 期待値 

■521 歴史 標準 

201 武士の政権の始まり 

202 鎌倉幕府の成立 

203 鎌倉時代の人々の暮らし・文化 

204 モンゴルの襲来と鎌倉幕府の滅亡 

211 南北朝の動乱と新たな幕府 

212 東アジアとの交流 

401 市民革命・アメリカの独立 

 

402 産業革命と国家の成立 

403 欧米諸国のアジア進出 

411 開国・江戸幕府の滅亡 

421 明治維新と文明開化 

422 新たな国際関係と国境の画定 

423 自由民権運動と憲法・国会 

 

402 明治時代① 

403 明治時代② 

■531 公民 標準 

201 人権の歴史と憲法 

202 日本国憲法 

203 平和主義 

204 基本的人権①（平等権） 

205 基本的人権②（自由権・社会権） 

206 基本的人権③ 

211 民主政治 

212 国会①（地位と仕組み，仕事） 

213 国会②（法律の制定，衆議院の優越）

214 行政と内閣 

215 裁判所 

216 三権分立 

 

217 地方自治 

301 消費生活と流通 

302 生産活動と企業 

303 労働の意義と権利 

304 市場経済と価格 

305 金融 

306 日本銀行 

307 景気と経済政策 

308 グローバル経済と金融 

309 財政 

310 社会保障 

■511 地理 標準 

301 アジア州①（自然環境と文化，中国） 

302 アジア州②（韓国，東南アジア） 

303 アジア州③（南アジア，西アジア・中央アジア） 

304 ヨーロッパ州①（自然環境，文化） 

305 ヨーロッパ州②（ＥＵによる統合，産業） 

306 アフリカ州①（自然環境，歴史と文化） 

307 アフリカ州②（産業と課題） 

308 北アメリカ州①（自然環境，農業） 

309 北アメリカ州②（工業，歴史と生活） 

310 南アメリカ州①（自然環境，歴史と文化） 

311 南アメリカ州②（産業と環境保全） 

312 オセアニア州①（自然環境，歴史と文化） 

313 オセアニア州②（産業） 

501 九州地方①（自然環境，生活） 

 

502 九州地方②（産業，環境保全） 

503 中国・四国地方①（自然環境，交通と生活） 

504 中国・四国地方②（産業と地域活性化） 

505 近畿地方①（自然環境，人口と都市） 

506 近畿地方②（歴史，産業） 

507 中部地方①（自然環境，東海の産業） 

508 中部地方②（中央高地の産業，北陸の産業） 

509 関東地方①（自然環境，首都・東京） 

510 関東地方②（東京大都市圏，産業） 

511 東北地方①（自然環境，生活・文化） 

512 東北地方②（産業） 

513 北海道地方①（自然環境と生活） 

514 北海道地方②（産業） 

601 地域の在り方 

■513 地理 まとめ 

301 世界の諸地域①（アジア州～アフリカ州） 

302 世界の諸地域②（北アメリカ州～オセアニア州） 

501 日本の諸地域①（九州地方，中国・四国地方） 

 

502 日本の諸地域②（近畿地方，中部地方） 

503 日本の諸地域③（関東地方～北海道地方） 

■533 公民 まとめ 

201 日本国憲法 

202 選挙・国会 

203 内閣・裁判所 

204 三権分立・地方自治 

301 経済①（消費・企業・労働・価格）

302 経済②（金融・銀行・景気・為替）

 

 


