
R４後期中間試験範囲（1／4）

講座名 試験範囲

現代の国語

・国語総合(前半)

・反対意見を想定した意見文を書こう（教P１４０～１４３）
・自分の意見を持つために（教P１４８～１５０）
・情報の力関係（教P１５６～１５９）
・どこもかしこもプラスチック！（教P１６４～１６９）
・レポートを書こう（教P１７０～１７５）
・メディアとの付き合い方（教P１７６～１７８）
・常用漢字クリア４級①～⑤

・国語総合(後半)

・教科書
  「羅生門」　ｐ８０～ｐ９３

・常用漢字クリア
　　３級　①～④　ｐ８４～ｐ９１

・現代文B

・教科書
  「名所絵はがきの東西」（評論）
　「山月記」（小説）

・常用漢字クリア
　　第５３回　～　第５５回
　　四字熟語１６４ページ

・漢字ﾁｬﾚﾝｼﾞ

・漢字物語・・・教科書の「善」「号」「安」「追」を扱ったページ。
・漢字クリア・・・４級⑥～⑨、３級①
・おまけプリント・・・⑦～⑨
・変換君・・・⑤

国語入門

教科書７０Ｐ～「聞き取りのレッスン」
教科書８６Ｐ～「オカピの胃袋はいくつか」
教科書８９Ｐ～「商品と贈り物の違い」
漢字クリア７～１０級⑨⑩⑪⑫

・世界史Ａ 教科書ｐ１７２～１８３
・世界史Ｂ 教科書ｐ８２～１０５、ｐ１１２～１１９

歴史総合

・日本史Ａ
教科書ｐ６２～６５、ｐ６８～７５

・日本史Ｂ 教科書ｐ５６～７９

地理総合

・地理Ａ

教科書ｐ４６～５７
日本の自然地形

・地理Ｂ 教科書ｐ８２～１０７、ｐ１０９～１１７、ｐ１５６～１６１

公共

・現代社会
・教科書p60 ～ p79

倫理 教科書Ｐ．６２～６９，７５～８３

数学Ⅰ（前半）
・教科書p58～p71
・後中提出プリント17～22

数学Ⅰ（後半）
・教科書p100～p110
・復習プリント①～⑥

数学Ⅱ

〈前半〉
・教科書p92～p107
・復習プリント①～⑤
〈後半〉
・教科書p108～p120
・復習プリント⑥～⑪

数学Ａ
・教科書p32～p52
・復習プリント⑭～⑳

数学Ｂ
・教科書p42～p64
・復習プリント後中①～⑦

数学入門
教科書p70～p85（ｐ74は除く）
【後中】確認プリント①～⑥
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講座名 試験範囲

科学と人間生活
教科書p14～p35「ヒトの生命現象」
ワークシート（授業プリント）A1～D2
実験観察を含む

物理基礎
教科書P66～P106
授業内容・授業で扱った実験、観察、〇×問題、課題

物理
教科書P158～P224
授業内容・授業で扱った実験、観察、〇×問題、課題

化学基礎 教科書ｐ８６～１０９，ｐ１７４①，ｐ１７７④，ｐ１７８⑤，授業プリント
化学 教科書ｐ２２９～２８２、授業プリント

生物基礎 教科書p.77～p.109、p.124～p.135の40、p.194⑭～p.195⑲、p.200の３編1～40、
生物 教科書ｐ１１３～１８７,授業プリント、授業での配付資料
体育１
体育２
体育３
体育４

保健

教科書ｐ５６～ｐ８３
＜応急手当の意義とその基本＞～＜医療制度とその活用＞
ノートｐ４４～ｐ７３
※ノート提出あり

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 試験なし（授業）
構成２ 試験なし（授業）

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③
○Lesson３とLesson４
○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③
○Lesson10とReading 2 Alone
○インタビューテストあり（Conversation Questions(3) と 音読）

　　＊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Ⅱ

○教科書Lesson 5, 6, 7
○同範囲の授業プリント（復習課題含む）
○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

・英語表現Ⅰ

○教科書Lesson 9 ～ Lesson 12
○同範囲の授業プリント、復習プリント
○Collin先生の活動（ジェスチャー／不定詞）プリント含む
○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
○Lesson9～Lesson12
○Expression  Workshop 3
＊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　７，８，１３，１４　と　story ②－１，と　②―２
○「英語入門例文集（３）」
○単語プリント②
○リスニングテストあり
＊ファイルとノートを試験実施日に提出してください

保
体

試験なし（授業）

理
科

英
語

芸
術

試験なし（授業）

試験なし（授業）

試験なし（授業）

試験なし（授業）
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講座名 試験範囲

家庭総合（前半）
○教科書　P．２８～４１　P．７６～９１（ただしP．８８～８９はのぞく）
○プリント　後期前半　①１～５、②１～４、③１～４、④１～４、⑤１～５、⑥１～３
※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.140～P.144　P.156   P.160～161

授業プリント　後期前半⑧脂質
　　　　　　　後期前半⑨たんぱく質
　　　　　　　後期前半⑩調理の基礎　実習３
　　　　　　　後期前半⑪無機質
　　　　　　　後期前半⑫調理の基礎　実習４
　　　　　　　後期前半⑬ビタミン
　　　　　　　後期前半復習プリント
学習の仕方　　授業プリントを中心に学習してください。
　　　　　　　特に復習プリントは必ず全てやっておいてください。

提出物　　　　学習プリント全てを記入して試験日の試験時に提出
　　　　　　　瑞風の学習プリント提出していない人は、試験日の試験までに提出

生活と福祉

○教科書　　P.６１～６３、６６～６８、７０～７６
○プリント　　後半プリント№①②③⑤⑥⑦（＊復習プリントも含む）
　　　　　　　  認知症養成講座の資料《認知症を学び地域で支えよう》
　　　　　　　  ヤングケアラーのスライド資料《ヤングケアラーについて知ろう》

・子どもの発達と保育

・プリント
　　　後期前半①～②
　　　絵本の読み聞かせについて　2枚
　　　復習プリント
・教科書
　　　ｐ８５～９１、ｐ６０～６３
・実技試験
　　　紙でっぼうを折り図を見ないで折れるようにしておくこと

※試験の日に、ファイル提出

服飾文化

教科書：ｐ４６～ｐ６１の１０行目
プリント：後期前半①・②、刺しゅう実習①、いろいろなステッチ①～②

試験の日にファイル提出あり

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎
・復習プリント
・実技試験は袖作り
【用意１０分・試験時間６０分】

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

試験①　実技試験（９０分）（かきたま汁、豚肉と野菜の炒め物）

試験②　実技試験（１人３分）（目測）
　　　　　   17歳・女子・身体活動レベルⅡの4つの食品群の食品構成
　　　　  筆記試験１（３０分）
　　　　　   検定筆記試験問題集
　　　　  筆記試験２（３０分）
　　　　　   栄養素・食品の特徴：教科書ｐ77～80　プリントno.48～49
　　　　　   検定3級筆記過去問題（第43回）
　　　　　   実習９：プリントno.44
　　　　　   実習10：プリントno.50

情
報

情報Ⅰ

・社会と情報

教科書ｐ９０～ｐ９９、ｐ１０２～ｐ１０３、ｐ１１４、ｐ１１６
授業で使用したプリント全部、試験勉強用プリント

試験の日にファイル提出あり

家
庭
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講座名 試験範囲

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎
教科書　ｐ８０～ｐ１０２
問題集　教科書の該当範囲

・ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務
筆記（２０分）　ビジネス実務検定２級問題集　全範囲・漢字の読み書き
速度（１０分）　６００字程度
文書（２０分）　ビジネス実務検定２級問題集　全範囲

簿記

教科書　P.167～P.212
　
問題集　P.88～P.105（決算）、P.126～P.133（伝票）、
　　　　　P.140～P.143（仕訳）

情報処理

筆記（３０分）
　全国商業高等学校協会情報処理検定２級全範囲

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 試験なし（授業）

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学

■資料

　・「決断／計画」
　・「コミュニケーション」
　・前回のテスト範囲　（「感情」「思考」「行動」「心理学」「睡眠」「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」）

　　　　※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」
　　「決断／計画」「コミュニケーション１」「コミュニケーション２」

韓国語
〈文字と発音〉：p.２～p.２８

〈文法と会話〉：p.５４～p.７５（第５課～第８課）

社会生活基礎

《国語》敬語について
・授業で使った「敬語」プリント　・楽しく学べるマナーの基本P.14～18
※「はがき・手紙の書き方」については出題しない。

《英語》「SNS英語」「小泉八雲」「しまねを知る」

《理科》「微生物とその利用」「材料とその再利用」
　　　授業プリント、復習プリント

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

総
合

商
業


