
R４前期期末試験範囲（1／4）

講座名 試験範囲

現代の国語

・国語総合(前半)

教科書Ｐ７０～「聞き取りのレッスン」
教科書Ｐ７２～「ミニインタビューをしよう」
教科書Ｐ７６～「聞き取ったことをまとめよう」
教科書Ｐ８０～「インタビューのコツ」
教科書Ｐ９３～「水の東西」
漢字クリア５級①～⑤

・国語総合(後半)
・教科書　Ｐ１３４～１３７　「その子二十〔短歌〕」
・教科書　Ｐ３０６～３１６　「木曽の最期」
・常用漢字クリア　４級⑥～⑨

・現代文B

・教科書
　「新しい地球観」・「鼻」・ 「コミュニケーションの文化」
・常用漢字クリア
　　第４９回　～　第５２回
　　四字熟語１６３ページ

・漢字ﾁｬﾚﾝｼﾞ

・「漢字物語」…　「衣」・「親」・「除」・「目」・「夢」を扱ったページの漢字
・「漢字クリア」…４級①～⑤
・変換くん…③④
・おまけプリント…④～⑥

国語入門

教科書３２Ｐ～「文を整え、文をつなぐ」
教科書３６Ｐ～「伝わるように話そう」
教科書４６、４７Ｐ「人間はゴリラとチンパンジーのどちらに近いか」
教科書５６Ｐ～「絵や写真を説明しよう」
宮沢賢治３０Ｐ～「注文の多い料理店」
漢字クリア７～１０級⑤⑥⑦⑧

・世界史Ａ
教科書P．１５２～１５５
　　　　 P．１５８～１６３

・世界史Ｂ 教科書ｐ４８～ｐ７６

歴史総合

・日本史Ａ
教科書P．48～49、52～59

・日本史Ｂ 教科書P.32～56

地理総合

・地理Ａ

教科書P．32～41
世界遺産プリント

・地理Ｂ
教科書P.50～53、56～75、78～81
世界の主要な国

公共

・現代社会
教科書P．４６～５１

倫理 教科書P．４１～６０

数学Ⅰ（前半）
・教科書ｐ４２～ｐ５７
・前末提出プリント⑨～⑮

数学Ⅰ（後半）
・教科書p86～p99
・復習プリント⑧～⑭

数学Ⅱ

〈前半〉
・教科書p44～p67
・復習プリント①～⑤
〈後半〉
・教科書p68～p91
・復習プリント⑥～⑩

数学Ａ
・教科書p18～p31
・復習プリント⑧～⑬

数学Ｂ
・教科書ｐ２２～ｐ３８
・復習プリント⑦～⑪

数学入門
教科書ｐ３５～ｐ６８
【前期末】確認プリント①～⑦
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講座名 試験範囲

科学と人間生活
教科書p98～p119「光の性質とその利用」
ワークシート（授業プリント）A1～C1
実験観察を含む

物理基礎
教科書P34～P61「２章　力と運動の法則」
・授業内容　・授業で扱った実験・観察
・〇×問題　・課題プリント

物理
教科書P68～P137
・授業内容　・授業で扱った実験・観察
・〇×問題　・課題プリント

化学基礎
教科書ｐ５６～８３，ｐ８８～９１
授業プリント

化学
教科書ｐ43～53、57～62、206～217，224～231
授業プリント

生物基礎
教科書p.37～p.76、p.194⑦～⑬、p.200の２編
授業プリント、授業での配付資料

生物
教科書ｐ５１～６３，ｐ６９～１１２
授業プリント

体育１
体育２
体育３
体育４

保健
教科書P32からP53
現代の感染症から安全な交通社会づくり
ノートP24からP43（ノート提出あり）

音楽Ⅰ

・音符、休符の名前と長さ　・タイの役割　・各国音名
・オーケストラで使われている楽器の種類とその音色　　・繰り返し記号

※詳細は授業で連絡します

音楽Ⅱ

・コードネームについて　・ミュージカルについて
・オーケストラで使われている楽器について　・楽典について

※詳細は授業で連絡します

美術Ⅰ
教科書P.20～23、P.44～47
配布プリント（「隅っこを描く」で使ったプリント,「ゲルニカ」）
実技あり（鉛筆必須）

美術Ⅱ 教科書P２～P９　P58～P59　　プリント　実技あり
書道Ⅰ 教科書　ｐ.２２～ｐ.６９
書道Ⅱ 教科書　ｐ.１４～ｐ.２５
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）

○単語プリント②
○Lesson１とLesson２
○インタビューテストあり
　　＊授業ファイルと本文プリントを貼った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）

○単語プリント②
○Lesson８とLesson９
○インタビューテストあり
　　＊授業ファイルと本文プリントを貼ったノートを試験実施日に
　　　 提出してください。

・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ
○Lesson３とLesson４
○インタビューテストあり
※授業ファイル（やノート）を試験日に提出してください

・英語表現Ⅰ

○教科書Lesson 5 ～ Lesson 8
○同範囲の授業プリント、復習プリント
○ファイル提出あり
※今回はインタビューテストは実施しない

・英語表現Ⅱ

○教科書Lesson ５ ～ Lesson ８
○Expression　Workshop　2
○同範囲の授業プリント、復習プリント
　※ファイルを試験実施日に提出してください。

英語入門

○教科書part　４，５，６　と　story ①－１，と　①―２
○「英語入門例文集（２）」
○単語プリント①
○インタビューテストあり
＊ファイルとノートを試験実施日に提出してください

なるほどデザイン　授業でやったところすべて
プリント、自分の駅看板PJを表現できるようにしておく

前期に触れたところすべて
教科書の解説、配布プリントより　　実技有り　鉛筆持参

体育１～体育４
実技テスト実施
アリーナ　格技場
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講座名 試験範囲

家庭総合（前半）

○教科書P.１６０～P.１７０、P.１７４～P.１７９（第７章衣生活をつくる）
○プリント　前期後半
　①１～５　１衣服の役割を考える
　②１～５　２被服を入手する
　③１～５　３被服を管理する
※授業で使用したプリントはすべて記入し、順番どおりにファイルに
   とじて試験終了後すぐに提出

家庭総合（後半）

○教科書P.１３０～Ｐ.１３９

○プリント　前期後半
　　食①食生活の課題について考える
　　食②食事と栄養・食品
　　食③生涯の健康を見通した食生活
　　食④調理の基礎 実習①
　　食⑤炭水化物１
　　食⑥調理の基礎 実習②
○復習プリント
【提出物】ファイル・・・試験終了後（未記入は減点します）

生活と福祉

○教科書　　　P.２７～４４
○プリント　　№⑦～№⑩　（補助資料及び、復習プリントも含む）

※試験の日にファイル提出

・子どもの発達と保育

教科書 ：　ｐ３６～４３、ｐ４６～５８、ｐ１１０～１１３、ｐ１２１～１２９
プリント：　前期後半①～③、復習プリント

※試験の日にファイル提出

服飾文化

教科書ｐ２６の１４行目～ｐ３６、ｐ３８
プリント；前期後半①、刺し子実習①

※試験の日にファイル提出、作品提出があります。

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎

○プリント⑤～⑧　ミシンや用具の名称
○復習プリント
○ハーフパンツの縫い方　　プリント⑨～⑭
○実技試験・・・ポケット作り、ポケット付け

※復習プリントをしっかり学習しておく
※当日の試験は、７０分です。当日準備もしますので遅刻しないで出
　席してください。遅刻すると試験が受けれなくなりますので注意して
　下さい。

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

○栄養素・食品の特徴
　教科書ｐ31～39　42～56　58（小麦）～60
　　　　ｐ71～72　77　79　95　147
　プリントno.26～32　34～36　38～43

○実習６～８
　教科書ｐ86～87　111　144　<口絵３>　折込④
　プリントno.33　37　43　夏休み課題

※試験後ファイルの提出があります。

家
庭
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講座名 試験範囲

情
報

情報Ⅰ

・社会と情報

・教科書ｐ３４～４７、ｐ６０、ｐ１７４の「10進法と２進法の変換」
・授業で使ったプリント、試験勉強用プリント

※試験の日にファイル提出があります。

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎
教科書：P50～P７９
問題集：教科書の範囲の部分

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務

筆記（２０分）：２級問題集　P118～P１２７
　　　　　　　　　漢字の読み、書き　P１３９～P１４９
速度（１０分）：５００字程度
文書（２０分）：２級に準じた問題

簿記

教科書　P.84～P.166
　　　　　（範囲外P.114、P.120～P.126、P.129～P.133）

問題集　P.44～P.87（P.64・65は除く）

情報処理

筆記（２０分）
　全国商業高等学校協会情報処理検定２級問題集　P.208～P.211

実技（２０分）
　全国商業高等学校協会情報処理検定２級全範囲

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾌ プリントＮｏ．１～１４

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学

■資料
　・「マインドフルネス」
　・「ストレスマネジメント」
　・「リラックス」
　・「人付き合い」
　・前回のテスト範囲（「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」
　　「マインドフルネス」「ストレスマネジメント」
　　「人付き合い」「リラックス」

韓国語
〈文字と発音〉　p.２～p.２８

〈文法と会話〉　第１課～第４課　p.３４～p.５３

社会生活基礎

《国語》
  高校生の一般常識＋SPI問題集　p32～41  第７章①～③
   ①漢字の読み書き１
   ②対義語・類義語・同音異義語・同訓異字
   ③四字熟語・故事成語・ことわざ・慣用句

《数学》
  高校生の一般常識＋SPI問題集
　 第１０章　ｐ６６～ｐ７４
　 第１４章　ｐ１０２～ｐ１０９、ｐ１１４～ｐ１１７

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 別途指示
日本語理解Ⅱ 別途指示
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