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理科：アップデート方針

利用シーン
Before 授業で習ったことの理解と定着を促す演習問題が中心となっていました。

After 授業の予習や導入に利用できるような基本問題を追加します。

利用頻度
Before 3〜4時間の授業のまとめで使うことを想定した作りになっており、教科書の複数の

節が一つの節にまとめられていました。

After 問題の入れ替えと同時に新規登録を行い、毎時限の授業で利用ができるような
きめ細やかな問題構成になります。

問題形式
Before 記述形式の問題が比較的多く、中〜上位の難易度の問題が多くを占めていました。

After
多肢選択、並べ替え、画像選択など、さまざまな解答形式の問題を難易度に合わせて
揃えていきます。記述問題は、予測変換が出てしまうキーボード解答を減らし、
手書き解答を順次増やしていきます。

リニューアル範囲・スケジュール（予定）
3月28日(月)：物理・化学・生物・地学の1学期履修範囲
夏季休暇中  ：物理・化学・生物・地学の2・3学期履修範囲
※詳細範囲は最終ページに記載。

Before
約4,000問

After
約6,000問

合計問題数（中学3学年）

1. アップデート方針
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3

中1

中2

中3

身近な生物の観察

花のつくりとはたらき

植物の分類

基本問題

観察器具の使い方

水中の小さな生物

地震と大地の変化

動物の分類

実験器具の使い方

Before

身のまわりの生物の観察

基本問題

種子のでき方

種子植物

花のつくり

理科

2.目次Before/After
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4

中1

中2

中3

身近な生物の観察

植物の分類

動物の分類

身のまわりの生物の観察 基本問題

観察器具の使い方

水中の小さな生物

標準問題

大地の変動

種子植物

いろいろな物質

気体の発生と性質

理科

基本問題

標準問題

基本問題

標準問題

基本問題

標準問題

After

理科

2.目次Before/After
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中1

中2

中3

基本問題

標準問題

理科

3.目次別活用ポイント

活用ポイント

解答しながら学習内容を身につけさせる問題です。
授業中では導入・講義・演習の様々なシーンに対応、
自学時の予習としても利用できます。

学習内容が身についているかを確認していく問題です。
授業中・自学時ともに主に演習・単元のまとめとして利用できます。

AIのポイント
　

中学校範囲で単元・学年をまたいだアダプティブラーニングの機能が働きます。
（例）標準問題を誤答⇒対応する基本問題へ戻る
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基本問題
問題文中のヒント・日常的な知識・過去の範囲を活用することで，
解答しながら学習内容を身につけさせる問題

6

主な解答形式
並べ替え（語順整序）、多肢選択、手書き（計算問題）
主な利用シーン
授業の導入前後で基本事項を習得、実験前に操作の注意点を確認

化学 生物 物理 地学

※問題例はイメージです。内容が変更になる可能性がございます。

4. 問題例
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基本問題　ステップ例（化学）
4. 問題例

※問題例はイメージです。
内容が変更になる可能性がございます。
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標準問題
学習内容が身についているかを確認する問題

8

主な解答形式
手書き、多肢選択、画像選択
主な利用シーン
授業直後の演習、既習事項の確認、単元のまとめ演習

化学 生物物理 地学

※問題例はイメージです。内容が変更になる可能性がございます。

4. 問題例
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【単元】化学変化と原子・分子「化学反応式」
【準備】ワークブックを作成し配信する（作業目安3-5分）
　　　（例）中2 >  物質の成り立ち > 化学反応式 > 基本問題

9

ワークブック
自走による基礎習得

15分
発問・講義・話し合い活動・演習　等

20分

Qubenaのメリット
問題を解きながら，1ステップずつ手順を身につけることができます。
苦手な子は生徒同士の学び合いや，先生の補足でサポートしましょう。

導入
5分

補足
説明
5分

まとめ
5分

時間割  授業内容 Qubena活用ポイント

6〜9 講義・活動 自走による基礎習得

10 まとめ 総まとめ

基本問題を授業の導入で使ってみると…
5. 利用例
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【単元】電流とその利用「電流と回路」
【準備】ワークブックを作成し配信する（作業目安3-5分）
　　　（例）中2 > 電流と回路 > 回路と電流・回路と電圧 > 標準問題

10

ワークブック
単元の総まとめ

20分

解説
10分

正答率の低い問
題を中心に解説 

5分

問題集を使ったまとめ 等
15分

Qubenaのメリット
一問一答で○付け不要，不正解した問題に応じて，個別最適化された問題が出題されます。
先生はQubenaマネージャーで生徒の理解度・苦手な問題を一目で確認できます。

時間割  授業内容 Qubena活用ポイント

1 講義・活動 小学校の復習

2〜4 実験 基本事項の習得

5 まとめ 総まとめ

標準問題を授業のまとめで使ってみると…
5. 利用例
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小中5教科合計
約43,000問

2021年度

約12,800問

2022年度

来年度、中学校範囲の国・英・社・理の問題数が大幅に増加します。

※問題の追加・アップデートは2022年度以降順次行われます。

教科ごとの問題数内訳（中学校範囲のみ）

※教科書準拠の
漢字・英単語は
含まれません。
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問題アップデート方針

４教科共通

・授業の予習や導入に利用できるような基本問題を拡充します。
・さまざまな解答形式の問題を難易度に合わせて揃え、問題数も大幅に増加します。

国語

・古典の知識問題を追加します。

英語

・日常に存在するシチュエーション別に学ぶ「Can-do」 形式の問題を追加します。
・スピーキング録音機能を追加します。（4技能に対応）

社会・理科

・毎時間の授業で利用ができるようにきめ細やかな問題構成にします。
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理科　問題リニューアル内容　詳細

参考：2021⇒2022アップデート概要

中1 中2 中3
1 身近な生物の観察 1 物質の成り立ち 1 力のはたらき方
2 植物の分類 2 いろいろな化学変化 2 物体の運動と力
3 動物の分類 3 化学変化と熱・質量 3 仕事とエネルギー
4 いろいろな物質 4 生物のからだと細胞 4 生物の成長とふえ方
5 気体の発生と性質 5 植物のつくりとはたらき 5 遺伝の規則性
6 物質の状態変化 6 動物のからだのつくり 6 生物の多様性と進化
7 水溶液の性質 7 動物の行動のしくみ 7 自然界のつり合い
8 光の性質 8 電流と回路 8 水溶液とイオン
9 音の性質 9 電流とエネルギー 9 電池とイオン

10 力のはたらき 10 電流と磁界 10 酸・アルカリとイオン
11 火山 11 静電気・放射線 11 天体の1日の動き
12 地震 12 気象の観測 12 天体の1年の動き
13 地層 13 気圧と風 13 金星・月・太陽系
14 大地の変動 14 天気の変化と水の循環 14 自然環境と人間

15 日本の四季と大気の動き 15 科学技術と人間

以下の　　の範囲の問題は，3月末にリニューアルされます。

また，　　の範囲の問題は，夏休み中にリニューアル予定です。


