
学
年 １年 ２年 ３年
日
程

2/8(火)1限:英語 2限:数学 3限:技体
2/9(水)1限:国語 2限:理科 3限:社会 5限:美音

2/8(火)1限:国語 2限:社会 3限:技体
2/9(水)1限:英語 2限:数学 3限:理科 5限:美音

2/8(火)1限:数学 2限:理科 3限:技体
2/9(水)1限:社会 2限:英語 3限:国語 5限:美音

出題範囲・学習のポイント 出題範囲・学習のポイント 出題範囲・学習のポイント

国
語
（

変
更
な
し
）

・教科書ｐ176～185　「不便」の価値を見つめ
直す
・教科書ｐ198～213　少年の日の思い出
・教科書ｐ242～246（文の組み立て）
　
・ワーク;教材と対応するページ
・プリント　教材と対応するプリント
・漢字の学習Ｐ54～59
◇授業で使用したプリント等からも出題しま
す。
◇ノートや学習シートの見直し。

・教科書 P162～166（漢詩の風景）
・教科書P238～243用言の活用
・教科書ｐ196～213　走れメロス

・ワーク;教材と対応するページ
・プリント;教材と対応するページ
・漢字の学習;P54～61
◇授業で使用したプリント等からも出題しま
す。
◇ノートや学習シートの見直し。
◇返り点の法則　　◇動詞の種類、活用形

・教科書P196～199　温かいスープ
・教科書P174～1756　漢字のまとめ
・教科書Ｐ130～133　説得力のある批評文を書
く
　
・入試対策用問題
・ワーク;教材と対応するページ
・プリント　教材と対応するページ
・ 漢字の学習;P36～41

◇授業で使用したプリント等も確認する。
◇ノートやワークの見直し。
◇あるテーマに基づいて批評文を書く

社
会

○教科書「歴史」
　Ｐ４８～９３　８２

○ワーク「歴史①」
Ｐ１８～４７から
Ｐ３８の２とＰ３９をの
ぞく

○教科書「歴史」
Ｐ１３２～１７１
　Ｐ１６４の岩倉使節団まで

○ワーク「歴史②③」
Ｐ２２～３３　Ｐ３１

○教科書「公民」
　Ｐ１０４～１６４
　　　　　　Ｐ１６１
○ワーク「公民」
　Ｐ３０～５９
※ページ数に変更なし
教科書p162・p163の範囲
の問題の数問は入らない

数
学
（

変
更
な
し
）

教科書　P133～193
ワーク　P78～105

○比例と式～図形の移動

・教科書やワーク、プリント、授業で取り扱っ
た問題の解き方を理解しておく。
・間違えた問題は繰り返し解き、わからない問
題は先生等に聞き、やり方を理解する。

○提出物は授業内にてお知らせします。

教科書　P130～176
ワーク　P88～109

○図形の性質の確かめ方～特別な平行四辺形

・教科書やワーク、プリント、授業で取り扱っ
た問題の解き方を理解しておく。
・間違えた問題は繰り返し解き、わからない問
題は先生等に聞き、やり方を理解する。

○提出物は授業内にてお知らせします。

教科書　P180～240
ワーク　P106～135

○円周角の定理～標本調査の利用

・教科書やワーク、プリント、授業で取り扱っ
た問題の解き方を理解しておく。
・間違えた問題は繰り返し解き、わからない問
題は先生等に聞き、やり方を理解する。

○提出物は授業内にてお知らせします。

理
科

○教科書ｐ１２８～１７４までに変更
「身のまわりの現象」
○ワーク　ｐ６２～８９（76・77・81を除く）
○プリント１０～１３まで
範囲を少し減らしました！
１．範囲を確認する
２．重要語句を覚える
３．実験・観察の結果の確認
４．問題を何度も解く

○教科書　ｐ１４４～１９０までに変更
「電流とそのはたらき」
○ワーク　ｐ６８～７９まで
○プリント　１３～１８まで

１．範囲を確認する
２．重要語句を覚える
３．実験・観察の結果の確認
４．問題を何度も解く

○教科書　ｐ１３２～２１９まで
「化学変化とイオン」「地球と宇宙」
○ワーク　ｐ６４～９８まで
○プリント　１２～１７まで
☆復習問題10点

１．範囲を確認する
２．重要語句を覚える
３．実験・観察の結果の確認
４．問題を何度も解く

英
語

教科書　Ｐ９３～１０８
　　　　※ただし、P104～106は除く
ワーク　Ｐ７０～８４
まとめのプリント　１０
語順トレーニング　No.23～No.27
※基本文のポイント
 ・一般動詞の過去形(played, wentなど)の文
 ・Whoseの疑問文、応答文
※ワークやプリントの問題に繰り返し取り組み
ましょう。
※テスト当日にワークを集めます。本体または
付属ノートに記入し、○つけをして提出するこ
と。

教科書：P71～P79,　P８２～P86
ワーク：P６６～P８１
語トレ：P１８～P21
★英作文　★リスニング
★talk4言えるように、書けるように
☆比較級、最上級、as~as
☆疑問詞＋to不定詞
ノート、ワーク提出

教科書　Ｐ８１～１０７
ワーク　Ｐ６４／Ｐ７４～９０
まとめのプリント　11
語順トレーニング　No.20～No.27
※基本文のポイント
 ・仮定法の文（if やwish）
 ・間接疑問の文
 ・help＋人＋動詞の原形の文
※ワークやプリントの問題に繰り返し取り組み
ましょう。
※テスト当日にワークを集めます。本体または
付属ノートに記入し、○つけをして提出するこ
と。

　裏面もあります

              令和三年度　3学期期末テスト範囲表
　範囲が短くなっている教科があります。よく確認してください。

変更なし 

【変更版】 



学
年 １年 ２年 ３年

出題範囲・学習のポイント 出題範囲・学習のポイント 出題範囲・学習のポイント

音
楽
（

変
更
な
し
）

○校歌１～３番まで　歌詞
○教科書P16～18「赤とんぼ」
○教科書P44～47「魔王」
○教科書P32～33「日本語の抑揚を生かした旋
律をつくろう」

※授業プリントをよく読んでおく。

○校歌１～３番まで　歌詞
○教科書P34～38「交響曲第５番ハ短調」
○「動機を生かした旋律をつくろう」
　（「創作の前に確認してみよう！！」含む）

※授業プリントをよく読んでおく。

○校歌１～３番まで　歌詞
○教科書P28～31「アイーダ」
○リコーダーアンサンブル
　★階名（ドレミ・・・）
　★アルトリコーダーの指使い
　　（ド～高いラ）
○合唱曲「さくら」
○「今日の一曲」（事前課題）

※授業プリントをよく読んでおく。
※強弱記号の読み方、意味を確認しておく。
※テスト提出と一緒に「今日の一曲」のプリン
トを提出する。（それ以降の提出は一切認めな
い。）

美
術
（

変
更
な
し
）

「自分のマークをつくる(消しゴムハン
コ)」
〇プリントを参照する。

「木彫」
〇プリント「木彫(レリーフ)の基本」を
参照する。
※片切彫り、薬研彫り、菱合い彫りとた
て込み・切り込みの基本の彫り方。

「てん刻をつくろう」
〇プリントを参照する。

保
体

教科書ｐ３０～３５
ノート保健編ｐ２６～２９
ノート実技編　バスケｐ６４～６７
　　　　　　　柔道　ｐ８８～８９
その他　授業で配付したプリント

○教科書にある学習課題のキーワード
　について理解しておくこと。
○実技問題もしっかりと取り組むこ
　と。
○２/８（火）の放課後ノートを提出す
　ること。（丸付け済み）

教科書ｐ７０～７５
ノート保健編ｐ２２～２７
　　※７「共に生きる」の範囲は出題しない
ノート実技編　バスケｐ５６～５９
　　　　　　　柔道　ｐ８０～８１
その他　授業で配付したプリント
　　（柔道・オリンピックについて）
○教科書にある学習課題のキーワード
　について理解しておくこと。
○実技問題もしっかりと取り組むこ
　と。
○２/８（火）の放課後ノートを提出す
　ること。（丸付け済み）

ノート実技編　バスケｐ５６～５９
　
その他　授業で配付したプリント
　　　　・柔道評価用紙
　　　　・柔道実技プリント
　　　　・がんの予防
○教科書にある学習課題のキーワード
　について理解しておくこと。
○実技問題もしっかりと取り組むこ
　と。
○２/８（火）の放課後ノートを提出す
　ること。（丸付け済み）

技
術

教科書ｐ６３，６６，２００～２０３
ノートｐ３３－５，１２２－１、１２３－２、
１２４やってみよう，１２４－１、１６２－１
○組み立ての手順
○塗装の目的と方法
○ハードウェアとソフトウェア
○情報技術のしくみと機能
○情報のデジタル化
詳しい内容については授業で話すことができま
せんでしたが、授業で学習した内容を中心に出
題します。ノートは指定されたところを確実に
行っておきましょう。ノートはテスト終了後に
提出をしてください。

教科書ｐ１１４～１２１
ノートP６６～７２，８５－５，８７－２－
５，１３０，１３１，１５２－４
○運動を伝えるしくみ
○共通部品
○回転運動を伝えるしくみ
○往復運動のしくみ
○情報通信ネットワークのしくみ
詳しいことについてはテスト前の授業で説明を
しました。ノートはテスト終了後に提出をして
ください。

教科書ｐ２３８、２３９、２０６～２１４
ノートｐ１２２，１２７－４，１１０，
１１２，１１５－３，４
○情報処理の手順（順次・分岐・反復）
○情報セキュリティの技術について
○安全な利用と情報モラル
情報セキュリティとモラルについては授業でお
話することができませんでした。テストではい
くつかのトラブルの事例を出題します。自分が
今ある知識でかまいませんので、どのように対
処するのかを解答してください。ノートはテス
ト終了後に提出をしてください。

家
庭

変更なし 変更なし 

変更なし 


