
R3前期期末試験範囲

科目名 試験範囲

国語総合(前半)
・「ほおずきの花束」（教科書ｐ９５～１０４）
・「芥川」（教科書p２９８～２９９）
・「常用漢字クリア」５級①～⑤

国語総合(後半)
・「木曽の最期」（教科書ｐ306～314）
・「短歌（授業で扱ったもの）」（教科書p134～137）
・「常用漢字クリア」４級⑥～⑨

現代文B
・教科書「情けは人の」、「調律師のるみ子さん」、「コミュニケーションの文化」
・常用漢字クリア
　　第４２回３級⑥　～　第４６回準２級②

古典B
・「名を聞くより」（教科書ｐ22）「今日はそのことをなさんと思へど」（教科書ｐ25）
・「羽根」（教科書p72～73）
・「不忍之心」「人之性悪」(教科書p250～253)

漢字ﾁｬﾚﾝｼﾞ

・「なるほど漢字物語」…「衣」・「親」・「除」・「目」を扱ったページ
・「常用漢字クリア」４級①～⑤
・おまけプリント④～⑥
・変換くん（1回分…平野啓一郎「小説の読み方」の回）

国語入門

・「とんかつ」（教科書２４P~)
・「空をかついで」（教科書６８P~）
・「二十億光年の孤独」（教科書７０P~)
・「常用漢字クリア」１０～７級➄～⑧

世界史Ａ
教科書P.１５２～１５５ページ
 　　　　P.１５８～１６３ページ

世界史Ｂ
教科書Ｐ.５０～６４ページ
　　　　 Ｐ.７０～７６ページ
　　　　 Ｐ.７８～８１ページ

日本史Ａ 教科書P６０～７１

日本史Ｂ 教科書P３２～６９

地理Ａ

教科書ｐ１６～ｐ２１　ｐ２４～２７
プリント　ワークシート×５枚
教科書、プリント、ワークシートをよく読み返しておくこと。
アフリカの国名問題を出題します。

地理Ｂ

教科書ｐ５０～ｐ５８
プリント　ワークシート×４枚
教科書、プリント、ワークシートをよく読み返しておくこと。
ヨーロッパ　東南アジアの国名問題を出題します。

現代社会
教科書P.５８～６１
　　　　 P.６４～７１
時事問題

倫理 教科書Ｐ.４１～６０ページ
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科目名 試験範囲

数学Ⅰ（前半）
教科書　ｐ24～ｐ35
復習プリント⑥～⑨

数学Ⅰ（後半）
教科書　Ｐ８６～Ｐ９８
復習プリント⑦～⑪

数学Ⅱ

６日（月）,10日（金）ともテストを実施します

教科書　ｐ44～ｐ91
復習プリント①,③～⑥,➇～⑫

数学Ａ
教科書　P１８～P３１
復習プリント⑦～⑬

数学Ｂ
教科書　P１９～P３１
復習プリント⑥～⑨

数学入門
教科書　ｐ28～ｐ57
復習プリント【前期末①】～【前期末⑥】

科学と人間生活
教科書ｐ．１４～３７，授業プリント
※ 試験日に授業ファイルを提出する。

物理基礎 教科書P26～P61「１章　直線運動の世界」「２章　力と運動の法則」

物理 教科書P68～P136「４章　単振動」「５章　運動量」「６章　気体分子の運動と圧力」「７章　気体の状態変化」

化学基礎
教科書p48～83、授業プリント
※　試験実施日に授業ファイルを提出する

化学
教科書p52～62、140～141、206～221
授業プリント

生物基礎 教科書P.37～76，P.194の7～13，P.200の２編1～25，授業プリント

生物 教科書P.150～157，P.161～164，P.166の32～35と7～8，P.167～228，授業プリント

体育１

体育２

体育３

体育４

保健
教科書P．３２～５５
「現代の感染症」から「安全な交通社会づくり」まで
ノート　０２４～０４３（ノート提出あり）

保
体

アリーナかグランドで実技を実施

数
学

理
科
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科目名 試験範囲

音楽Ⅰ

音楽理論
・強弱記号
・音名
・音符と休符

※音楽理論以外の内容は各授業担当者から説明があります。

音楽Ⅱ

音楽理論
・強弱記号
・音名
・音符と休符

※音楽理論以外の内容は各授業担当者から説明があります。

美術Ⅰ

○教科書p.12～13、p26～27
○範囲となる題材「そばにおきたい風景を描こう」「作家の生涯と作品（パブロ・ピカソ）」
○授業でこれまで配布したプリント、クロッキー帳に記入した内容を振り返っておくこと。
○期末試験終了後、ファイルとクロッキー帳を提出してもらいます。

美術Ⅱ

○色彩構成　トーナルカラーを使います
○日本画について（教科書授業でみたところすべて）
○日本画作品を完成させておくこと
○期末試験終了後、ファイルとクロッキー帳を提出してもらいます。

書道Ⅰ ｐ２０～ｐ４７

書道Ⅱ ｐ１４～ｐ２５

素描１

素描２

構成１

○教科書p.98～115
○範囲となる題材「色と形の基礎を学ぼう！」「お菓子のパッケージをデザインしよう！」
○授業でこれまで配布したプリント、クロッキー帳に記入した内容を振り返っておくこと。
○トーナルカラーを用いた実技試験を実施します。教科書、p112～113で練習した範囲から出題します。
○期末試験終了後、クロッキー帳を提出してもらいます。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（前半）

●教科書Lesson1 Lesson2
●単語プリント②（１～３０）
●インタビューテストあり
※テスト終了後、ファイルとノートを提出してください

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（後半）

●教科書　Lesson 8～Lesson 9 　【 itの用法、関係代名詞 】
●単語プリント②（１～３０）※３１～４７はテスト範囲にしません。
●インタビューテスト（プリント：Conversation Questions(2) から出題）
※テスト終了後、ファイルとノートを提出してください。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ
○教科書　Lesson 3、Lesson 4（授業で扱ったプリントも含む）
○インタビューテスト
※ファイルとノートを提出してください。

芸
術

○教科書p.30～62
○範囲となる題材「基本の形の描き方」「静物デッサン」
○授業でこれまで配布したプリント、クロッキー帳に記入した内容を振り返っておくこと。
○実技試験として鉛筆デッサンを課します。モチーフは当日発表します。

英
語
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科目名 試験範囲

英語表現Ⅰ

●教科書　Lesson 5～Lesson 8 現在完了・過去完了・助動詞
●授業プリント　Lesson 5～8プリント
●Catherine先生のプリント(現在完了）・補充プリント（L6）も含む
○テストの当日にファイル提出あり
○インタビューテストはありません

英語表現Ⅱ
●教科書　Lesson ５，６，７
●授業プリント　Lesson ５，６，７
○テストの当日にファイル提出あり

英語入門

●教科書　Lesson ４，６，７
●単語プリント①（１～４６）
●リスニングテスト
※テスト終了後、ファイルとノートを提出してください。

家庭総合（前半）

（試験範囲）
・教科書P１８４～１９４
・学習プリント前期後半①-２～①－９
　　　　　　　　前期後半②-１～②－４
                  前期後半③-１～③－３
・復習プリント

（提出物）
・ホームプロジェクトを出していない人は必ず提出する。
・学習プリント前期後半①～③　（ファイルは試験日に回収します。空欄がないようにしておいて下さい。）

（学習のポイント）
・復習プリントは必ず確認しておく
・復習プリント、学習プリント①～③を中心に学習する。

家庭総合（後半）

○教科書　　ｐ130～139、ｐ150（栄養価計算のみ）
○プリント　　食①－１～５
　　　　　　　　食②－１～２
　　　　　　　　食③－１～２
　　　　　　　　食④－１～２
　　　　　　　　食⑤－１～３
　　　　　　　　復習プリント
〇試験の日にファイルを提出。

生活と福祉
〇教科書　Ｐ２２～４１
〇プリント　№⑧～⑫（補助資料も含む）
　　　　　　　復習プリント

子どもの発達と保育

〇プリント
　前期後半①～④、ＤＶＤ視聴「乳幼児の発達と保育vol.1　0歳児」
〇教科書
　ｐ３６～５８、ｐ１１０～１１３、ｐ１２１～１２９、ｐ６０～６３
〇実技試験
　折り紙（折り図を見ないで折れるようにする）
　※「動物」・「植物」・「鳥」・「魚」・「その他」より各２折れるようにしておくこと
  ※試験の日に、ファイル提出。

英
語
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科目名 試験範囲

服飾手芸

★試験時間５０分

＜試験範囲＞
○プリント　　服飾手芸　刺しゅう　座学①－１～２　　刺しゅうの用具と使い方
　　　　　　　  服飾手芸　いろいろなステッチ①－１
　　　　　　　  服飾手芸　ランチョンマット②－1～２　ランチョンマットの仕上げ
〇教科書　　　学習した９種類のステッチの名称と刺し方
　　　　　　（教科書の該当ページは、プリント「服飾手芸　いろいろなステッチ①－１」で確認）

＜実技試験について＞
〇準備した試験布に指定された図案を写し、指定されたステッチで刺す。
　ステッチは、学習した９種類のステッチから出題する。
　名称と刺し方を必ず確認しておくこと。
〇準備物　　刺しゅう糸

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎

★試験時間・・・５０分

【筆記試験】
　○プリント
　　Ｎｏ５　「用具の名称」がわかる
　　Ｎｏ６　ミシンの各部の名称がわかる
　　Ｎｏ８　ミシン縫いのしかたがわかる（縫い始め・縫い終わり、角の縫い方）
　　Ｎｏ９　ハーフパンツの裁断（ハーフパンツ各部分の名称、ロックミシンをかける箇所）
　　Ｎｏ10　まち針の使い方がわかる
　　Ｎｏ11　ポケットづくりの手順がわかる
　　Ｎｏ17　ポケットつけの手順がわかる（ポケット口の縫い方と、そのようにする理由）
　　Ｎｏ12　また下を縫う手順がわかる
               （すそ・ウエストを最初に三つ折りにする理由、中表とは、仕上げ馬とは）
　　Ｎｏ13　すそを縫う手順がわかる（縫いはじめと縫い終わり）
　　　　　　  また上を縫う手順がわかる（2度縫いする理由、ゴム通し口は縫わない、縫いしろを割る）
　　Ｎｏ14　ウエストを縫う手順がわかる

　【実技試験】
　○「ポケットづくり、ポケットつけ」　ができること

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

教 科 書　Ｐ３４～５３

プリント　 ・栄養素・食品の特徴③－１，２（たんぱく質）
　　　　　　・栄養素・食品の特徴④－１，２，３，４（ビタミン）
　　　　　　・栄養素・食品の特徴⑤－１，２，３，４，５，６（無機質）
　　　　　　・栄養素・食品の特徴⑥－１，２（水・その他）
　　　　　　・食品の特徴①－１，２，３（牛乳・乳製品）
　　　　　　・食品の特徴②－１，２（卵）
　　　　　　・食品の特徴③－１，２，３（肉類）
　　　　　　・食品の特徴④－１，２，３，４（魚介類）
　　　　　　・食品の特徴⑤－１，２（豆・豆製品）
　　　　　　・食品の特徴⑥－１，２，３（野菜類・きのこ類・海藻類）
　　　　　　・調理実習⑤―１，２（カスタードプディング）
　　　　　　・調理実習⑪―１，２（ハンバーグステーキ）
　　　　　　・食物調理技術検定３級　試験説明①―１，２（目測試験のみ）
　　　　　　・食物調理技術検定３級　実技対策②―１，２，３（指定調理についてのみ）
　　　　　　・食物調理技術検定3級　実技対策③－１，２（鶏と野菜の煮物）
　　　　　　・食物調理技術検定3級　実技対策④－１，２（果汁かん）

情
報

社会と情報
教科書　：　Ｐ．１８　～　Ｐ．３１
問題集　：　Ｐ．１１５　～　ｐ．１１９
実技試験　：　速度・文書

家
庭
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科目名 試験範囲

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎
教科書　：　Ｐ．５０　～　Ｐ．７９
問題集　：　Ｐ．１９　～　Ｐ．４１

ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務

２級問題集
筆記：用語と漢字の読み書き
速度：５００字程度
文書：２級程度

簿記
教科書　：　Ｐ．８１　～　Ｐ．１４６
問題集　：　Ｐ．４２　～　Ｐ．８２

情報処理
教科書　：　Ｐ．　６　～　Ｐ．１８０
問題集　：　Ｐ　１　～　Ｐ．７５、Ｐ．２１６　～　Ｐ．２１９

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾌ
・プリントNO.１～NO.２１
・学習ファイルをテスト終了後提出

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学

■資料
・「人付き合い」・「感情」・「マインドフルネス」・「行動」・「集中」
・今までの資料【「心理学」「目標設定」「睡眠」「決断・計画」「思考」】

■ワークシート
・「心理学」・「目標設定」・「睡眠日誌」・「決断」・「計画～リスト」
・「計画＆記録」・「人付き合い」・「感情と思考・行動など」・「分類」

※資料「ＬＧＢＴＱ」は除く
※以上の内容に関して、自分の日常生活と関連付けて考えておくこと

韓国語
韓国語（a)(p）共通
　・文字と発音：p.１～11(+プリント：p.1～４）
　・表現と会話：第３課～第６課（ｐ.３３～５８）

社会生活基礎
一般常識+SPI問題集
【数学】p66～p79，p102～p109，p114～117
【国語】p32～p41,  p90～p93

ものづくり 試験なし

みらいデザイン 実施無し

日本語理解Ⅰ
【口頭テスト】漢字書き取り・会話聞き取り・トピックトーク・会話。
【筆記テスト】和菓子、着物、お茶文化。作文。漢字・語彙。

総
合

商
業


