
R４後期期末試験範囲（1／  5）

講座名 試験範囲

現代の国語

・国語総合(前半)

・教科書 ｐ180～185「魅力的な企画書を書こう」
・教科書  p186～189「プレゼンテーションをしよう」
・教科書  p197～199「依頼文の実例（パン屋の手紙）」
・教科書  p200～202「伝える力を高める（たった一人に伝わればいい・どう伝えるか）」
・教科書  p204～205「新聞投書を比べて読む」
・教科書  p212～216「自分の考えをつくるために」
・常用漢字クリア　４級　⑥～⑨

・国語総合(後半)

・教科書　ｐ208～216　「真の自立とは」
・教科書　p348～349　「魏武捉刀」
・常用漢字クリア　3級　⑤⑥⑦⑧

・現代文B

・教科書
  「経験の教えについて」（評論）
　「こころ」（小説）

・常用漢字クリア
　　第５６回　～　第５８回
　　四字熟語１６５ページ

・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
・『常用漢字クリア』３級②～⑥
・おまけプリント⑩⑪⑫
・変換君⑥⑦

・国語入門

・教科書１５６P～「情報の力関係」
・教科書１６０P～「世界は私にほほえんでいる」
・教科書２０６P～「何のために『働く』のか」
・常用漢字クリア１０～７級⑬⑭⑮⑯⑰
・宮沢賢治７３P～「よだかの星」

・世界史Ａ 教科書p.１８６～１９５

・世界史Ｂ 教科書ｐ．１３０～１４９

歴史総合

・日本史Ａ
教科書ｐ．９２～１０３

・日本史Ｂ 教科書p.８２～９５、p.１０４～１１１

地理総合
・地理Ａ

教科書p.６０～７５

・地理Ｂ 教科書p１６１、p.１６８～１９４、p.２０４～２１２、p.２４８～２５５

公共
・現代社会

教科書Ｐ.１０４～１０７，１６８～１６９，１７２～１７３，１７８～１７９

倫理 教科書Ｐ．８４～１１６

数学Ⅰ（前半）
・教科書p130～p145
・後末提出プリント25～30

数学Ⅰ（後半）
教科書p114～p133
プリント①～⑥
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学
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講座名 試験範囲

数学Ⅱ

〈前半〉
教科書p126～p136，p146～p149
プリント①②③⑥
〈後半〉
教科書p137～p145，p150～p151
プリント④⑤⑦

数学Ａ
教科書p54～p65
復習プリント21～26

数学Ｂ
・教科書p65～p69
・復習プリント後末①～⑤

数学入門
教科書p86～p100問5まで
【後期末】確認プリント①～⑥

科学と人間生活
教科書p160～p180「自然景観と自然災害」
ワークシート（授業プリント）A1～C2

物理基礎

教科書P１１０～P１４１
２章波、３章電気
・授業内容　・〇×問題、・練習問題
直定規携行

物理

教科書P２３６～P３０２
１章　電場と電位、２章　電流
・授業内容　・〇×問題、・練習問題
直定規携行

化学基礎 教科書ｐ１１０～１３７，ｐ１５４の①，ｐ１５６の①，授業プリント

化学 教科書ｐ２７６～３１６、授業プリント

生物基礎
教科書 p.110～p.125、p.135の41～p.136、p.137～p.167、p.188～p.189、
　　　　　p.192～p.193の41、p.195⑳～㉖、p.198～p.199の問3、
　　　　　p.200の３編41～70、p.201の４編1～41、ｾﾝﾀｰにﾁｬﾚﾝｼﾞの第3問～第4問の[3]

生物 教科書ｐ１８２～２１９・ｐ２２９～２５１、授業プリント、練習問題プリント

体育１

体育２

体育３

体育４

保健 Ｐ８４ ２単元　Ｎｏ１０　医薬品と健康　～　Ｐ１０８　３単元　Ｎｏ９　健康的な職業生活

音楽Ⅰ

・音名、音程とコードネーム
・オペラとミュージカル
・バレエ音楽「ボレロ」

※その他詳細については授業で指示します。

音楽Ⅱ

・音名、音程とコードネーム
・オペラとミュージカル
・バレエ音楽「ボレロ」

※その他詳細については授業で指示します。

芸
術

保
体

各講座で試験内容について説明、連絡します。

数
学

理
科
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講座名 試験範囲

美術Ⅰ

・「案内する形」で配布したプリントおよびクラスルームで配布した資料
・「ミロのヴィーナス」の鑑賞に関すること
・実技試験をします

※資料持ち込み不可
※当日は鉛筆を必ず持参すること

美術Ⅱ

・教科書P４２～４６
・写真集づくりについて
・実技試験をします
※当日は鉛筆を持参してください

書道Ⅰ 教科書　ｐ５９～ｐ６９，ｐ７６～ｐ９５

書道Ⅱ 教科書　ｐ２６～ｐ４９，ｐ６６～ｐ８１

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④
○Lesson５とShort Stories
○インタビューテスト（質問＋音読テスト）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④
○文法のまとめ３、文法のまとめ４
○Street Artist Banksy
○インタビューテストあり（Conversation Questions(4) 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 8, 9
○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 13, 14, 15, 16
○同範囲の授業プリント・復習課題
○パフォーマンステスト（都市の紹介ポスターを使って紹介する）
※ファイル提出あり

英
語

芸
術

・デッサンした内容、後期に配布したプリントから出題します。

※資料持ち込み可とします。

※試験日に作品およびファイル・クロッキー帳を提出してください。

○教科書持参　　実技有り　色彩構成／コラージュ
○駅看板プロジェクトについて、自分のアイデア等をまとめておく

※試験日にファイル等の提出をしてください。
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講座名 試験範囲

・英語表現Ⅱ

○教科書　Lesson 13　～　Lesson　16
○上記範囲の配布プリント
○冬休みの課題プリント
※ファイルをテスト実施日に提出してください。

英語入門

○教科書　　part 9,10,11, Tomのメール、part12,15 は例文のみ
○例文集（４）
○単語プリント③
○リスニングあり
＊テスト実施日にファイル、ノートを提出してください

家庭総合（前半）

○教科書　　　P.４５～５８（第３章　子どもと共に育つ）
　
○プリント　　　後期後半　①１～３、②１～５、③１～２、④１～３
　　　　　　　　　　　　　　　　⑤１～２、⑥１～２　（「●子どもの食生活」の内容まで）

※提出物　　　授業で使用したプリントは全て記入し、順番どおりにファイルにとじて
　　　　　　　　　試験終了後、すぐに提出すること

家庭総合（後半）

○教科書　P.１４６～１５４　P.１７４～１８１

○学習プリント　食⑭食生活の安全と衛生
　　　　　　　　　　食⑮実習（麻婆豆腐、果汁かん）
　　　　　　　　　　食⑯生涯を見通した食事計画
　　　　　　　　　　食⑰食品衛生と安全
　　　　　　　　　　食⑱食生活と文化
　　　　　　　　　　食⑲これからの食生活

○復習プリント

＊復習プリント・学習プリントを中心に学習してください。

※提出物　　　学習プリントファイル（試験日に提出）

生活と福祉

○教科書　　　P.７７～８１、９４～１１８
　
○プリント　　　後期№⑧～№⑬　（＊復習プリントも含む）
　　　　　        福祉学習（ゆめハウス）の資料

※試験実施日にすべてのワークシートをとじたファイルを提出してください。

・子どもの発達と保育

○教科書　　ｐ６４～７３　調製粉乳の作り方と与え方まで
　　　　　　　　ｐ８０～８３、ｐ９４～１０７

○プリント　　後期後半①～⑤
　　　　　　　　復習プリント

※試験の日に、ファイルを提出

服飾文化

○教科書     ｐ６１の１１行目～ｐ６８の９行目

○プリント　　後期後半①、刺しゅう実習①－５、➁、いろいろなステッチ①、➁

＊筆記と実技で７０分

※試験日にファイルと作品の提出あり

英
語

家
庭
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講座名 試験範囲

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎

試験時間（後半60分）
実技試験　くけ（本ぐけ、耳ぐけ、三つ折りぐけ）
ペーパー試験　なし
提出物　じんべい上下完成した状態で提出
　　　　　（締め切り試験日の１７時まで）提出が遅れた場合は減点
　　　　　最終締め切り　2月1日（水）17時

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

様式別の献立と調理・食卓作法
　教科書ｐ114～126　136
　プリントno.59～67　69～70　72～77
実習11～15
　教科書ｐ144　163　200  216～219　口絵12
　プリントno.54～58　68　71  78

情
報

情報Ⅰ

・社会と情報

・教科書　ｐ６２～ｐ７３、ｐ８６～ｐ８８
・プリント　授業で使用したプリント、試験勉強用プリント

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎
教科書　ｐ１０４～ｐ１２９
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１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１級問題集　全範囲

簿記 全国商業高等学校協会簿記検定３級全範囲（８０分）

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
プリント№１５～２９
プリント、教科書持ち込み可

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞ心理学

■資料　・「目標設定」　・「チーム」　・「集中」　・「性格」
　　　　　・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」「決断／計画」「コミュニケーション」）

※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・・・　◎全２０種類が対象

韓国語
　・文字と発音：ｐ．２～ｐ．３１

　・文法と会話：ｐ．７６～ｐ．９７

社会生活基礎

・保健体育　最初の授業で勉強したプリント（ニュースポーツとは）から出題します。

・家庭科　プリント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。間違えのないようにしてください。）

ものづくり なし(授業)

みらいデザイン 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

家
庭


