
R３後期期末試験範囲
科目名 試験範囲

国語総合(前半)

教科書「春風や【俳句】」の学習プリントで扱った俳句６句
　　　　 「うつくしきもの」
　　　　 「借虎威」
常用漢字クリア４級⑥～４級⑨

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

現代文B

教科書「こころ」夏目漱石
常用漢字クリア
第５１回（準２級⑦）　～　第５４回（準２級⑩）

古典B
更級日記（あこがれ・源氏の五十余巻）源氏物語（桐壺・若紫）蜻蛉日
記（町の小路の女）和泉式部日記（薫る香に）

漢字ﾁｬﾚﾝｼﾞ
・「漢字物語」より…「季」「皇」「固」「陸」「通」を扱ったページ
・「変換くん」…「ゴキブリとジュース」
・おまけプリント⑩～⑫

国語入門

教科書「未来をつくる想像力」５６Ｐ～
　　　「古文に親しむ」２４６Ｐ～
　　　「論語」（子曰、「学而～」のみ）３４２Ｐ
常用漢字クリア（１０～７級⑬～⑰）２８Ｐ～３７Ｐ

国
語



R３後期期末試験範囲
科目名 試験範囲

世界史Ａ 教科書Ｐ.１８６～１９５

世界史Ｂ 教科書Ｐ.１３０～１６８

日本史Ａ 教科書Ｐ１１０～１３３

日本史Ｂ 教科書Ｐ１１２～１４３

地理Ａ

【地理(a)(b)】
・教科書ｐ６２～ｐ９３
・授業プリント、ワークシート
・教科書内の地図・写真やプリントに記入した図をよく見返しておくこ
と。

地理Ｂ

・教科書ｐ２２３～ｐ２２５　ｐ２３２～ｐ２７６
・授業プリント、ワークシート
・教科書やプリントでふれた地図や図をよく見返しておくこと。
・教科書、プリントの内容をよく振り返っておくこと。

現代社会
教科書P.１１２～１１４、１１６～１１８、１４０、１４１、１４４、
　　　　　　１４５、１８２、１８３
時事問題

倫理 教科書Ｐ.９２～１２０

地
歴
公
民



R３後期期末試験範囲
科目名 試験範囲

数学Ⅰ（前半）
教科書ｐ５６～ｐ６８
復習プリント⑰～㉓
（ただし、プリント㉒㉓について授業で扱ってないものは除く）

数学Ⅰ（後半）
教科書ｐ１１２～ｐ１３１（ｐ１２３を除く）
復習プリント１８～２２

数学Ⅱ
教科書ｐ１２６～ｐ１５５
復習プリント①～⑨

数学Ａ
教科書P５４～P６５、P７０～P７３
復習プリント２１～２７

数学Ｂ
教科書ｐ５８～ｐ６９
復習プリント１５～２１

数学入門
教科書ｐ９０～ｐ１０７
復習プリント①～⑥

数
学



R３後期期末試験範囲
科目名 試験範囲

科学と人間生活
教科書　ｐ １７２～１９２
授業プリント

物理基礎
〇教科書P１１０～P１４１
授業内容、実験・観察、〇×問題、課題

物理
〇教科書P２３６～P３２７
授業内容、実験・観察、〇×問題、課題

化学基礎
教科書　ｐ１１６～１３７
授業プリント

化学
教科書　ｐ２７４～３０１
授業プリント

生物基礎
教科書P.98～P.125，P.135の41～P.167，P.192～P.193の41，P.195の
⑰～㉖，P.197の問4～P.199の問3
授業プリント

生物
教科書P.300～P.337，P.338の17～P.339の34，P.38～P.66，P.67の21
～P.68の33
授業プリント

理
科
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科目名 試験範囲

体育１

体育２

体育３

体育４

保健

教科書ｐ８４～ｐ１０９
（１１２～１１４の用語解説含む）
ノートｐ０７４～ｐ１０１
ノート提出あり

保
体

実技試験（アリーナで実施）



R３後期期末試験範囲
科目名 試験範囲

音楽Ⅰ

（渡邉担当）
・臨時記号
・拍子
・反復記号
※その他の範囲は授業で説明します。
（原田担当）
・交響詩《魔法使いの弟子》
・組曲《展覧会の絵》
・リズムアンサンブル
・トーンチャイム
・ギターかキーボード
※詳しくは授業で説明します。

音楽Ⅱ

（渡邉担当）
・拍子
・反復記号
※その他の範囲は授業で説明します。
（原田担当）
・交響詩《魔法使いの弟子》
・組曲《展覧会の絵》
・リズムアンサンブル
・ギターかキーボード
※詳しくは授業で説明します。

美術Ⅰ

○教科書p.48～49
○範囲となる題材：「今日からイスのデザイナー」「手で使う道具のデザイ
ン～木のスプーン作り～」
○授業でこれまで配布したプリントを振り返っておいてください。
○デザインの実技問題があります。
○期末試験終了後、ファイルを提出してもらいます。

美術Ⅱ
教科書p.30～37
・授業で考えた自分のプロジェクトについてまとめておくこと。

書道Ⅰ 教科書p.48～84

書道Ⅱ 教科書p.26～84

素描１

○教科書p.126～164
○範囲となる題材「光を描く（削って描くデッサン）」「石膏デッサン」
○授業でこれまで配布したプリントを振り返っておいてください。
○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。

素描２

○教科書p.126～164
○範囲となる題材「光を描く（削って描くデッサン）」「石膏デッサン」
○授業でこれまで配布したプリントを振り返っておいてください。
○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。

構成１

○教科書（特に指定の範囲はありませんが、実技試験解答の際に参考に
することは可能です）
○範囲となる題材「お菓子のパッケージをデザインしよう！」「自分のための
作品をつくろう」
○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。
○デザインの実技問題があります。
○期末試験終了後、ファイルを提出してもらいます。

芸
術
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科目名 試験範囲

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（前半）

●単語プリント④
●教科書Lesson５ と  Reading1
●インタビューテスト：small talk  (NO6---10) と音読(p.46  または p.47
)
☆テスト後に　ファイルとノート提出してください

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（後半）

〇関連長文（ "The Kite")、文法のまとめ３・４
〇単語プリント④
〇インタビューテスト
〇音読テスト
★テスト後に、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　Lesson8とLesson9
○インタビューテストあり
○ファイル提出あり

英語表現Ⅰ

○教科書Lesson 13～Lesson 16
　　　　　　SVOC(分詞・原形不定詞）、関係代名詞、関係副詞
○授業プリントLesson 13～Lesson 16
○Activityの内容含む
○テストの当日にファイル提出あり
○パフォーマンステストあり

英語表現Ⅱ
○授業プリントLesson 11～Lesson 13
○テストの当日にファイル提出あり

英語入門

〇教科書 Lesson 11, 12, 13
〇単語プリント③
〇リスニングテスト
★テスト後、ファイルとノートを提出してください。

英
語
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科目名 試験範囲

家庭総合（前半）

〇教科書　Ｐ.４２～P.５９
〇プリント　後期後半№①～⑤
              後期後半復習プリント
   ※学習プリントと復習プリントをしっかり学習しておくこと
〇提出物　エプロン（完成したもの）　ファイル
　　　　　提出締め切りは試験日

家庭総合（後半）

○教科書　　ｐ１４４～１５４、ｐ１７４～１８１
○プリント　食⑪－１～３
              食⑫－１～２
　　　　　　　食⑬－１～３
　　　　　　　食⑭－１～３
　　　　　　　食⑮－１～５
　　　　　　　食⑯－１～４
　　　　　　　復習プリント
○提出物　　試験後にファイルを集めるのでプリントを整理しておきま
しょう。

生活と福祉
〇教科書　Ｐ８４～８９、９４～１１８
〇プリント　後期№⑨～⑭
                 復習プリント、授業で配布した資料プリント

子どもの発達と保育

〇教科書　　ｐ６８～８３、ｐ９４～１０７
〇プリント
後期前半③、後期後半①②③④、「調整粉乳のいろいろを知ろう」、
「離乳食について」、「乳幼児の一次救命処置（赤十字乳幼児安全法
講習会）」
※試験日に、ファイル提出あり。

服飾手芸

★試験時間・・・８０分
＜試験範囲＞
○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
服飾手芸　編み物　座学①－１～２　　１．棒針編みの糸と道具
服飾手芸　編み物　座学②―１～３　　１．編み物の技法　２．編み物
の手入れ
服飾手芸　編み物　基礎編み①－１～３
※実技試験あり

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎

★試験時間・・・７０分
【実技試験】
　　　◆「三つ折りぐけ」「耳ぐけ」「本ぐけ」ができること

家
庭
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科目名 試験範囲

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

調理の基本
　教科書　：ｐ８６～ｐ９７の９行目
　プリント：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
　教科書　：ｐ１１４～ｐ１３９、ｐ２１６～ｐ２１９
　プリント：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
　プリント：⑬－１（さつまいも蒸しパン）
　　　　　　　⑭－１（グラタン）
　　　　　　　⑥－１～３（いり鶏・飾り切り）
　　　　　　　⑯－１～３（魚の3枚おろし・アジフライ）
　　　　　　　⑰－１～２（ほうとう）

家
庭
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科目名 試験範囲

情
報

社会と情報

〇筆記20分　教科書P.46～P.59
〇速度10分　速度350字程度
〇エクセル実技25分
Excel（表・グラフ作成）、SUM、AVERAGE、MAX、MIN、IF関数、四則演
算、％、ctrlキー使用グラフ

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎
〇教科書範囲　P.103　～　P.130
〇問題集範囲　P.70　～P.82
（５０分で実施）

ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務
速度10分　　速度500～600字程度
文書20分　　1級文書
筆記20分　　1級問題集全範囲・漢字の読み書き

簿記
全国商業高等学校協会簿記検定３級全範囲
（８５分で実施）

情報処理
全国商業高等学校協会情報処理検定２級全範囲
（筆記・実技ともに２０分で実施）

商
業
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科目名 試験範囲

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾌ
教材プリント　No.22～34
※持ち込み可

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学

■資料
・ストレスマネジメント
・リラックス
・性格
・LGBTQ
・デートDV
・自傷行為
・今までの資料【「心理学」「目標設定」「睡眠」「決断・計画」「思考」
　「人付き合い」「感情」「マインドフルネス」「行動」「集中」
　「コミュニケーション」「チーム」】
■ワークシート
・ストレスマネジメント
・前期のワークシート【「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」「コミュ　質問」
「コミュ　リアクション」　　　「コミュ　サポートを求める」
「コミュ　伝える」】
※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
①韓国語の文字と発音 : p.１～p.１８

②韓国語の表現と会話 : p.８１～p.１０６(第１０課～第１３課)

社会生活基礎

【家庭科（５５点分）】
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
（「④衣文化とマナー」はテスト範囲には入りません。）
○出題はプリントを中心に行います。
○教科書はとびとびになりますので、プリントに記載されたページを参
考に確認してください。
【保健体育（４５点分）】
・授業で使用したプリント
社会生活基礎保健体育　オリエンテーション「ニュースポーツとは？」
の内容から出題します。

ものづくり 試験なし（授業）

みらいデザイン 試験なし（授業）

日本語理解Ⅰ 別紙にて指示

総
合


