
R４前期中間試験範囲（1／ 6）

講座名 試験範囲

現代の国語

・国語総合(前半)

・教科書
　「変わる」ことを楽しもう／ことばの準備体操／ナンバーワンか、オン
リーワンか／生きることと食べることの意味／料理レシピを書こう

・各学習プリント

・常用漢字クリア
　　６級①～⑤（書き取り・読み・対義語・類義語）

・国語総合(後半)

・教科書
　「無彩の色」（随筆）
　伊勢物語「筒井筒」（古文）
・各学習プリント

・常用漢字クリア
　　４級①～⑤（書き取り・読み・対義語・類義語）

・現代文B

・教科書
　「私」という「自分」（随筆）
　 情けは人の・・・（評論）
　 調律師のるみ子さん（小説）
・常用漢字クリア
　　第４５回　～　第４８回
　　四字熟語１６２ページ

・漢字ﾁｬﾚﾝｼﾞ

・漢字物語・・・教科書の「最」「然」「北」「降」「観」を扱ったペー
ジ。
・漢字クリア・・・５級①～⑤
・おまけプリント・・・①～③
・変換君・・・①②

国語入門

教科書１２Ｐ～「『変わる』ことを楽しもう」
教科書１６Ｐ～「コミュニケーションは技術だ」
教科書２４Ｐ～「ことばの使い分け」
教科書２８Ｐ～「正しく書こう」
宮沢賢治１５Ｐ～「どんぐりとやまねこ」
常用漢字クリア４Ｐ～１１Ｐ「１０～７級①②③④」

・世界史Ａ 教科書P.１４０～１５１

・世界史Ｂ 教科書Ｐ１３～Ｐ４７

歴史総合

・日本史Ａ
教科書Ｐ２８，２９，３２，３３，３６，３７，４２～４７

・日本史Ｂ ・教科書P.６～P.３１

地
歴
公
民

国
語
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講座名 試験範囲

地理総合

・地理Ａ

・教科書P６～P１１、P.２８～３１
・日本地図
・世界のランキング
・地図記号

・地理Ｂ

・教科書P.６～P.１７、P.３０～P.４９
・地図記号
・日本地図
・世界の姿

公共

・現代社会

教科書P.１０～１３
教科書P.３６～４５

倫理
教科書P.７～１９
教科書P.２３～３９

数学Ⅰ（前半）
教科書Ｐ３２～Ｐ４１、Ｐ４６～Ｐ４７
提出プリント②～⑦

数学Ⅰ（後半）
教科書Ｐ７２～Ｐ８１
提出プリント①～⑦

数学Ⅱ
教科書Ｐ１０～Ｐ３９
プリント①～⑭

数学Ａ
教科書Ｐ６～Ｐ１７
プリント①～⑥

数学Ｂ
教科書Ｐ８～Ｐ２１
復習プリント①～⑥

数学入門
教科書ｐ.８～ｐ.３４
プリント②～⑦

科学と人間生活
教科書p76～p96「衣料と食品」
ワークシート（授業プリント）A1～B4
原子番号1～20の元素名と元素記号

物理基礎
教科書P１０～P３１「１章　直線運動の世界」
・授業内容　・授業で扱った実験、観察
・〇×問題　・練習問題

物理
教科書P６～P６３　１章～３章　の授業で扱った範囲
・授業内容　・授業で扱った実験、観察
・○×問題　・練習問題

化学基礎
教科書p26～p55「物質の成分と構成元素」「原子の構造と元素の周期表」
授業プリント、５分間テスト

数
学

理
科

地
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講座名 試験範囲

化学
教科書p6～p42
授業プリント、５分間テスト

生物基礎
教科書p.9～p.36、p.194①～⑥、p.200の１編
授業プリント、授業での配付資料

生物
教科書P.７～５０（授業で取り扱った内容のみ）
授業プリント

体育１
体育２
体育３
体育４

保健

教科書　Ｐ６　１　私たちの健康のすがた　～　Ｐ２９　１１　薬物乱用と
健康

ノート　Ｐ２～Ｐ２３

音楽Ⅰ
音楽Ⅱ
美術Ⅰ
美術Ⅱ
書道Ⅰ
書道Ⅱ
素描１
素描２
構成１
構成２

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ（前半）

・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（前半）

○インタビューテスト（１～２分程度）
　・インタビューテストについての配布プリント参照
○筆記試験（３５分）
　・単語プリント①
　・教室で使う表現(教科書p.10、11)
　・Pre-Lesson 1
　・Pre-Lesson 2
　・関連長文
    ※試験実施日に、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Ⅰ（後半）

○インタビューテスト（一人３～４分程度）
　・インタビューテストについての配布プリント参照
○筆記試験（３５分）
　・単語プリント①
　・文法のまとめ１・２プリント
　・Lesson 6
　・Lesson 7
※試験実施日に、ファイルとノートを必ず提出してください。

保
体

試験なし（授業）

理
科

英
語

芸
術

試験なし（授業）
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講座名 試験範囲

・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

○インタビューテスト（一人３～４分程度）
　・日常会話、比較級を使った表現
○筆記試験（４５分）
　・Lesson 1
　・Lesson 2
※試験実施日に、ファイルとノートを提出すること。

・英語表現Ⅰ

○インタビューテスト（絵の中の人物を説明する）
○Bridge Lesson 1～3　プリント
○Lesson 1～4 教科書・プリント・復習課題
※ファイル提出あり

・英語表現Ⅱ

○Lesson 1 ～ Lesson 4、Expression Workshop)
　　・教科書 p.12～p.21
　　・配布プリント　上記と同じ範囲
　※試験実施日に、ファイルを提出してください。
 

英語入門

○インタビューテスト（一人１～２分）
　・詳しくは、テスト範囲プリントを見ること
○筆記試験（３５分）
　・単語テスト　～　曜日と月（１～６月）
　・アルファベット大文字、小文字
　・教科書part１～３
※試験実施日に、ファイルとノートを必ず提出してください。

家庭総合（前半）

○教科書　第１章　生涯を見通す　P.１２～１９
　　　　　　　第２章　人生をつくる　　P.２０～２７
　　　　　　　第７章　衣生活をつくる　P.１８３～１８５
〇授業プリント　前前①～前前④
　　　　　　　　　　復習プリント
　　　　　　　　　　（復習プリントは必ず学習のこと）
〇提出物　授業で使用したプリントはすべて記入し、順番通りにファイル
　　　　　　　にとじて、試験後すぐに提出

家庭総合（後半）

○教科書　　第５章　経済生活を営む
　　　　　　　P.１００～１２７

○プリント経済①－１～４･･･職業生活を設計する
　　　　　　経済②－１～４･･･計画的に使う
　　　　　　経済③－１～２･･･国民経済・国際経済と家庭の経済生活
　　　　　　経済④－１～４･･･現代の消費社会（契約とトラブル）
　　　　　　経済⑤－１～３･･･現代の消費社会（様々な消費者問題）
　　　　　　経済⑥－１～５･･･これからの消費生活と環境
○復習プリント【重要ワードチェック】
★試験後、ファイルを提出

英
語

家
庭
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講座名 試験範囲

生活と福祉

○教科書　　P.６～２６
○プリント　　№①～№⑥　（補助資料含む）
○復習プリント
★試験後、ファイルを提出

・子どもの発達と保育

○教科書
　　　第1章子どもの発達の特性　Ｐ．６～２０
　　　第2章子どもの発達過程　   Ｐ．２２～３５
○ﾌﾟﾘﾝﾄ
　　　①－５、②－１～６、③－１～４、④－１～５、⑤－１～４
　　　⑥－１～４、⑦－１～２、復習ﾌﾟﾘﾝﾄ
〇実技試験
　    折り紙(折り図を見ないで折れるようにする。)
　
★試験後、ファイルを提出

服飾文化

〇教科書：ｐ１～ｐ２６（12行目）、ｐ３７

〇プリント：前期前半①～④、刺し子実習①

★試験後、ファイル提出あり

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎
技術検定４級
ミシン縫い（直線縫い・曲線縫い・返し縫い・三つ折り縫い）
手縫い　（並み縫い・まつり縫い・半返し縫い・ボタンつけ）

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

試験①
　健康と食生活
　　教科書　ｐ6～22、口絵３～４　プリントno.9～11、14～16
　栄養素・食品の特徴
　　教科書　ｐ24～30、40、57～5８（米の加工品まで）、145
　　プリントno.19～22
　実習１～４
　　プリントno.4、8、12、13、17、18、23
試験②
　食物調理技術検定４級
　　実技試験（切り方・計量）
　　筆記試験（調理の基礎知識）
　プリントno.3、5、6、7、25、筆記対策問題集

情
報

情報Ⅰ

・社会と情報

①筆記試験（２５分）
教科書：ｐ６～ｐ７，ｐ１２～ｐ２５，ｐ３２，ｐ２０２～ｐ２０３
プリント：授業プリント、復習用プリント

②実技（１５分）
word文章入力（速度）

家
庭
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講座名 試験範囲

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎
45分実施
教科書：P.23～P.49
問題集：教科書の範囲に準じた部分

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務

筆記：15分
速度：10分
文書：15分

筆記：３級問題集P.90～P.103、P.118～P.122
速度：３５０字程度（１０分）
文書：３級レベル（１５分）

簿記
８０分で実施
教科書：P.8～P.83（※P.57～P.61は除く）
問題集：P.4～P43（※P.28～P.29は除く）

情報処理
筆記（２０分）：キーボード操作、アイコン説明、関数名
実技（２５分）：全国商業高等学校協会情報処理検定３級
　　　　　　　　　※（実技は問題集全範囲）

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾌ 試験なし（授業）

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学

■資料　・「感情」　・「思考」　・「行動」　・「心理学」　・「睡眠」

　※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

小テストで言うと・・・
　　・「感情」　・「思考」　・「行動」　・「感情・思考・行動」
　　・「心理学１」　・「心理学２」　・「睡眠」

韓国語
・文字と発音：ｐ．２～ｐ．１４

・文法と会話：ｐ．３４～ｐ．４３

社会生活基礎

《理科》「高校生の一般常識＋SPI問題集」
　　　◆一般常識 第１１章理科①②　　◆SPI 第１４章非言語分野⑤⑥

《地公》時事予想問題集◆政治・経済◆１～３１

《英語》「高校生の一般常識＋SPI問題集」p.57、p.58、p.60
　　　　　　　　　　　　　　　（同じ問題を出題します。）

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 受講者へ別途指示

日本語理解Ⅱ 受講者へ別途指示

総
合

商
業


