
R2後期期末試験範囲（1／３）

講座名 試験範囲

国語総合(前半)

「春風や【俳句】」（教科書Ｐ138～141）のうち、学習プリント
　で扱った俳句六句
「うつくしきもの」（教科書Ｐ274～275）
「借虎威」（教科書Ｐ328～329）
常用漢字クリア４級⑥～⑨（Ｐ74～81）

国語総合(後半)
「真の自立とは」（教科書Ｐ208～216）
「魏武捉刀」（教科書Ｐ348～349）
常用漢字クリア３級⑤～⑧（Ｐ92～99）

現代文B

２月２日（火）・常用漢字クリア　第５６回　～　第５９回
                  ・パーフェクト演習
                     第２編発展編　演習９・１０
                     第３編実践編　演習１・２・３・４
                     第５編実用編　 演習１・２
２月４日（木）・「こころ」※漢字は読みだけ

古典B

・漢詩（杜甫・李白）
・和歌「万葉集」「古今和歌集」「新古今和歌集」
・百人一首よりセレクト２０首
・「源氏物語」
・古文単語セレクト①～⑭

漢字ﾁｬﾚﾝｼﾞ

・『漢字物語』…「季」・「王」「固」「共」「通」及び、同じページにある漢字から出題
・変換君…授業で扱った２回分
・『おまけプリント』①～③
・『漢字クリア…３級②～⑥

国語入門

・「未来をつくる想像力」（教Ｐ56～62）
・「古文に親しむ」（教Ｐ246～249）
・「論語」の最初の話。（教Ｐ342の「～不亦君子乎。」まで）
・常用漢字クリア10～７級⑬～⑰（Ｐ28～37）

世界史Ａ 教科書P.１８６～１９５

世界史Ｂ 教科書P．９８～１０７、１１２～１２７

日本史Ａ 教科書P１１０～１３３

日本史Ｂ 教科書P１１２～１４３

地理Ａ 教科書　P７４～８７、世界の国々プリント

地理Ｂ
教科書　P２２～２６，P１５６～１６１、P１８０～１９０
フィールドワーク地域巡検

現代社会
教科書　P.９２～９７，P.１００～１０４，P.１０６～１０７
時事問題（10点分）

倫理 教科書　P９２～１０７

数学Ⅰ（前半） 教科書p56～p71，復習プリント17～23

数学Ⅰ（後半） 教科書p114～p131，p123は除く，復習プリント5枚

数学Ⅱ 教科書p.124～145，復習プリント

数学Ａ 教科書p54～p64，復習プリント21～26

数学Ｂ 教科書p65～p69，復習プリント17～21

数学入門 教科書P90～P107と復習プリント

科学と人間生活 教科書P１１０～P１３２

物理基礎
教科書P１０２～P１４１
授業で扱った実験・観察
課題

物理
教科書P251～P339
授業で扱った実験・観察
課題

化学基礎 教科書p110～137、授業プリント

化学 教科書p246～256，274～312

生物基礎 教科書P.110～P.125、P.135の41～P.173、P.192～P.193の42、P.195の20～28、授業プリント

生物 教科書P.260～276、P.278の27～31、論述の9、P.279～P.339、授業プリント

体育１

体育２

体育３

体育４

保健 教科書P80～P109 ノートP70～P101

選択球技（卓球・バドミントン）
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R2後期期末試験範囲（2／３）

講座名 試験範囲

音楽Ⅰ
日本の民謡と民族音楽、日本の伝統芸能、世界の諸民族の音楽　変化記号（調号、臨時記号）　拍子記号、強弱記号
（詳しくは授業で説明します。）

音楽Ⅱ ラーマ物語、日本の郷土芸能、世界の諸民族の音楽、音程、強弱記号、拍子記号（詳しくは授業で説明します。）

美術Ⅰ

「土粘土の造形を楽しもう！」（テラコッタの土鈴づくり）
「あかりのデザイン～ランプシェードづくり～」
「今日からイスのデザイナー」
以上それぞれの題材で配布した授業プリント
※イスのデザインに関する実技試験あり。

美術Ⅱ 後期の授業で行った宍道町のフィールドワークや、自分が携わったプロジェクトについて出題。※実技試験あり。

書道Ⅰ Ｐ48～Ｐ55、Ｐ62～Ｐ73

書道Ⅱ Ｐ26～Ｐ49、Ｐ66～Ｐ81

素描１

「石膏デッサンに挑戦！」
「探求！水墨画ワールド」
「想像力を膨らませて描く～構成デッサン～」
以上それぞれの題材で扱った内容、授業プリント
※デッサンの実技試験あり。

素描２ 素描１と同じ。

構成１ 後期の授業で作成したイラストレーション、卒業制作について出題。※試験時には教科書を持参すること。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（前半）

◎Lesson5　　　　　◎Reading１（Short Stories in English)
◎単語プリント④
　※インタビューテスト有り、ノート・ファイル提出有り

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（後半）

◎関連長文"Kite"、文法のまとめ３＆４、及び配布プリント
◎Conversation Questions④(interview test)＋「たこあげ（The Kite)」の音読テスト
◎単語プリント④
※提出物：ファイル（記入すべき箇所がすべて記入されていることを確認後提出すること）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ
◎教科書Lesson７（part２，３）、Lesson9,    Lesson10(part１）
◎small talk(4)
 ※インタビューテストあり

英語表現Ⅰ

◎教科書・授業プリントLesson 13～16
　　※教科書p67 Do You Remember 3も含む
◎Catherine先生の活動のプリント
◎インタビューテストあり　ポスターの説明

英語入門

◎教科書「英語入門」Lesson11・12・13（ｐ60～ｐ73)
※p68, p69は除く
◎プリント：　授業で学習したプリント
◎単語プリント③（全４３語）
※リスニングテスト有り、教科書のListen inを聞いておくこと。

家庭総合（前半）

〇教科書　　　第７章　衣生活をつくる　　　　Ｐ．198～203、Ｐ，213～219
　　　　　　　　　第２章　子どもと共に育つ　　　Ｐ．44～45
〇プリント　　　第７章⑥-１～５　　　エプロン製作
　　　　　　　　　第７章⑦-１～３　　　３.　被服を管理する
　　　　　　　　　第７章⑧-１～３　　　３.　被服を管理する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　４.　被服をつくる
　　　　　　　　　第７章⑨-１～３　　　５.　衣生活の文化と知恵
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　６.　これからの衣生活
　　　　　　　　　第２章①-１～２　　　１.　命を育む
　　　　　　　　　重要ワードチェック

家庭総合（後半）

○教科書　　第６章　食生活をつくる　　ｐ１４４～１５４
                                                    ｐ１７４～１７７
○プリント　食　⑩－１～３・・・ビタミン
                 食　⑪－１～３・・・生涯を見通した食事計画
                 食　⑫－１～２・・・調理実習（中華の献立）
                 食　⑬－１～３・・・食品の選択と保存
                 食　⑭－１～５・・・食生活の衛生と安全
                 食　⑮－１～３・・・食生活と文化
　　　　　　   復習プリント　No.１～２

生活と福祉
○教科書　Ｐ.８４～８９、９４～１１８
○プリント  後期№⑧～№⑬、復習プリント
　　　　　　　授業で配布した資料プリント
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R2後期期末試験範囲（3／３）

講座名 試験範囲

子どもの発達と保育

プリント　前期後半④－３、④ー４　（教科書P.７６，P.７８，P.７９）
　　　　 　後期後半①ー１，①－２
　　　　　　　    　 　②ー１、②－２（教科書P.８０～P.８３）
　　　　　　　　     　③－１～③－５（教科書P.８４、P９４～P.９９）
　　　　　　　　     　④ー１、④－２（教科書P.１００～P.１０３）
　　　　 　読み聞かせのプリント（教科書P.８９)
　　　　　 後期後半復習プリント
            子どもの事故防止と応急手当（復習プリント）

服飾手芸

○教科書　　糸と道具P.８～１０　　編み図の見方P.２３、P.１１０～１１１
　　　　　　　つくり目P.１２～１５　　ガーター編みP.１６～１７
　　　　　　　メリヤス編みP．１８～１９　　一目ゴム編みP．２２～２３
　　　　　　　なわ編みP．１４３　　伏せ止めP．２７、P.３６～３７
○プリント　　座学④－１～２　　座学⑤－１～２　　座学⑥－１～２
　　　　　　　　基礎編み①－１～３
○実技　　　編み図を見て編み図のとおり編む（つくり目、伏せ止めを含む）

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎 【実技試験】「三つ折りぐけ」「耳ぐけ」「本ぐけ」ができること

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

【教科書】
　ｐ７３～ｐ７６、ｐ８６～ｐ９７の９行目、ｐ１１４～ｐ１３９、ｐ２１６～ｐ２１９
【プリント】
　食品の選択と取り扱い①－１～３
　調理の基本①－１～２（おいしさ・味の相互作用・非加熱操作）
　　　　　　　　②－１～３（加熱操作・煮る・ゆでる・だしをとる）
　　　　　　　　③－１～４（蒸す・焼く・揚げる・炒める）
　調理と献立①－１～３（ライフスタイルと食文化・年中行事と行事食）
　　　　　　　　②－１～４（日本料理の献立と調理・食卓作法）
　　　　　　　　③－１～６（テーブルコーディネート）
　　　　　　　　④－１～４（西洋料理の献立と調理・食卓作法）
　　　　　　　　⑤－１～３（中国料理の献立と調理・食卓作法）
　　　　　　　　⑥－１～５（郷土料理）
   調理実習  ⑤－１～２（カスタードプディング）
　　　　　　    ⑥－１～３（いり鶏・飾り切り）
　　　　　    　⑦－１～３（魚の3枚おろし・アジフライ）
　　　　　    　⑧－１～２（ほうとう）

情
報

社会と情報

筆記：教科書ｐ46～ｐ55（20分、60点分）
速度：（350字程度）（10分、20点分）ルビあり
EXCEL実技、表計算+グラフ（20分、20点）
sum,average,count,max,min 四則計算、構成比、％、
ctrlキー利用グラフ

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 教科書ｐ１０３～ｐ１３０、ワークブックｐ７０～ｐ８８

ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務
筆記：ﾜｰｸ1級ｐ104～108,ｐ113～118,ｐ129～133（15分、50点）
速度：550字程度（10分、20点）
文書：1級～2級程度（20分、30点）

簿記 3級の範囲全般（85分）模擬問題集から出題

情報処理 2級の範囲全般　筆記（２５分）　実技（２０分）

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾌ 別途指示

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学 別途指示

韓国語
1・文字と発音（P,１～P,１８)
2・文法と会話（P,７５～P,１００)　第９課～第１２課

社会生活基礎

【保健体育】
○プリント　保健体育　オリエンテーション
　～ニュースポーツとは？～の全ページの中から出題します。

【家庭科】　＊詳しくは授業で説明します。
○プリント　①「年中行事と行事食」　②「フォーマルマナー」　③「日常の立ち居振る舞い」
○教科書『楽しく学べるマナーの基本』はプリントに記載されたページ

ものづくり 試験無し
みらいデザイン 試験無し
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