
１年１学期期末テスト／時間割・テスト範囲・提出物など 
６月２３日（水） 
時

限 

教

科 
テスト範囲 提出物・期限、持ち物 アドバイス 

２ 

英 

 

 

 

語 

① 教科書 P.２～P.４６ 

② 授業ノート 

③ ジョイフルワーク ～P.２３ 

④ 白プリント２（中間時に配布）、３ 

 

①ジョイフルワーク 

（答え合わせをして、間違えたところは 

 赤で訂正する。） 

②白プリント３（間違えたところは赤で 

 訂正し、解答も単語の部分をして提出） 

提出期限：２３日（水）１４：００厳守 

◎単語や熟語を何度も勉強しておく。 

◎授業中に勉強したことを繰り返し練 

 習する。 

◎教科書を覚えるくらい読み、書ける 

 ようにしておく。 

◎ワークや白プリに出てくる問題を何 

 度も復習しておく。 

３ 

社 

 

 

 

会 

地理①教科書 P26～44 

  ②ワーク よくわかる社会の学習 

   地理Ⅰ P18～31 

  ③ノート 地理 7～12 

歴史①教科書 P14～23 

  ②ワーク よくわかる社会の学習 

   歴史Ⅰ P2～5 

  ③ノート 歴史 1～5 

①ワーク 答え合わせをすること 

 ※地歴両方出すの忘れずに 

②ノート 

 23 日（水）までに提出すること 

・教科書・ノートをよく読みなおして、 

 ワークに取り組みましょう。 

４ 

音 

 

 

 

楽 

① Forever（Ｐ72・プリント） ②音符と

休符（音符プリント） ③校歌１番（プリン

ト） ④リズム deゴー（器Ｐ６） ⑤メリ

ーさんの羊（器Ｐ９） ⑥主人は冷たい土の

中に（Ｐ１８・１９） ⑦ギター（器Ｐ２９・ 

プリント）⓼四季（Ｐ４４～４７） ⑨ミュ

ージックランドで親しんだ曲 

なし ・楽譜の記号や曲の情景などをよく理 

 解しておく 

・プリントを復習しておく 

・アルトリコーダーのドレミファソの 

 運指を復習しておく 

・ギターのドレミファソラシドの運指を 

 復習しておく 

 

６月２４日（木） 
時

限 

教

科 
テスト範囲 提出物・期限、持ち物 アドバイス 

２ 

理 

 

 

 

 

 

科 

①教科書 P.２６～P.７７ 

②毎日の復習 P.４～P.１９ 

③よくわかる理科 P.５～２１ 

（ただし P.７の２、P８の３は除く） 

④白プリント ２～５ 

①毎日の復習  

（P１０～１９を本体に直接書き込み、答 

 え合わせをして提出） 

②よくわかる理科 

（P７～２１を付属の学習ノートに書き 

 込み、答え合わせをして提出） 

③白プリント 

（４、５の本体２枚＋解答２枚（オモテの

【要点のチェック】もすること）計４枚を 

 順番に並べ、左上をホチキスでとめて 

 提出） 

※ ２４日(木)までに提出すること 

・ワークや白プリに出てくる問題を何 

 度もよく復習しておくこと。 

・中間試験の問題ももう一度解きなお 

 し、できるようにしておくこと。 

３ 

国 

 

 

 

 

語 

①教科書Ｐ４６～Ｐ５３ Ｐ６０～Ｐ７９ 

    Ｐ２２４～Ｐ２２６ 

⇒「ちょっと立ち止まって」「意見と根拠」 

「情報を集めよう・読み取ろう・引用しよ 

 う」 

 「詩の世界」 「比喩で広がる言葉の世界」 

 「指示する語句 接続する語句」 

 「さまざまな表現技法」「文の単位 単語」 

②漢字の学習 Ｐ１２～Ｐ２３ 

③新・基礎の学習 Ｐ２５～Ｐ４９ 

④つまずかない文法 Ｐ３③ 

          Ｐ１６～Ｐ１７ 

①国語のノート 

 ※プリントをのりで貼って整理する 

  その際、見やすいノートになるよう 

  に心がける 

②新・基礎の学習 

 ※答え合わせまで行う。 

 

※ ２４日（木）までに提出すること 

・授業のノートを見返して、授業でみん 

 なで考えたことをしっかりと思い出 

 しておこう。 

・漢字問題は特に丁寧な字で書くよう 

 に心がけてください。 

・新基礎の学習のＰ２～Ｐ３をよく読 

 んで、テストの解答の仕方を学んで 

 おこう。 

※ 美術と 3 日目の範囲は、ウラ面にあります。 



１年１学期期末テスト／時間割・テスト範囲・提出物など 
６月２４日（木） 
時

限 

教

科 
テスト範囲 提出物・期限、持ち物 アドバイス 

４ 

美 

 

術 

色の基本概念・美しい構図のプリント 

教科書 P42～P45，P60～P61 

資料集 P4～P6，P14，P15，P60 

       P63～P67 

なし ・教科書・資料集はチェックした所は 

 読んでおく。 

・プリントの内容を覚える。 

 

６月２５日（金） 

時

限 

教

科 
テスト範囲 提出物・期限、持ち物 アドバイス 

２ 

数 
 
 
 
 
 

学 

①教科書 P.39（乗法の交換法則・結合法則） 

      ～63 

②ファイル 1章 No.27～53 

③ワーク P.14～29 

④週末プリント No.6～9 

⑤確認プリント No.１～３ 

①ワーク 

 ※答え合わせをしてから出すこと。 

②ファイル 

③確認プリント（未提出の人のみ） 

※ ①は，２5 日(金)までに提出すること 

※ ②については，担当の先生の指示を 

 聞くこと 

・授業でした問題やワークなどに出てき 

 た問題をよく復習しておくこと。 

・計算ミスがないように気を付けよう。 

３ 

保 

 

 

 

 

 

 

 

 

体 

【男子】 

≪体育分野≫ 

・集団行動 (実教 P.335) 

・ラジオ体操第２ 

・新体力テスト p.30～31 

・マット運動(実教 PP..36-39) 

※授業で取り扱った技しか出しません※ 

 

≪保健分野≫ 

・健康な生活と疾病の予防(保教 PP..5-18) 

なし。 体育分野・保健分野どちらも、授業で配布

したプリントは全てテスト範囲に含みま

す。（例えば、テスト範囲には保健のプリ

ントとは一切かかれていませんが、プリ

ントも範囲です。） 

【女子】 

≪体育分野≫ 

・集団行動 中学体育実技 P.335 

・ラジオ体操第２ プリント 

・新体力テスト p.30～31,プリント 

・走幅跳 プリント，中学体育実技 P.74～77 

≪保健分野≫ 

新しい保健体育P.20～29，P.47(心の発達

除く)，プリント 

≪体育理論分野≫ 

新しい保健体育 P.50～51 

ノート（以下のプリント貼る） 

≪体育分野≫ 

・走り幅跳び①② 

・新体力テストプリント       計３枚 

※「走り幅跳び練習記録表」は走り幅跳びの最後の授

業の日に提出してもらいます（日時は後日伝達） 

≪保健分野≫ 

・生殖機能の成熟①② 

・異性の尊重と性情報への対処    計３枚 

≪体育理論分野≫ 

・運動やスポーツの必要性と楽しさ  計１枚 

※ ６月１８日（金）までに提出 

・授業のプリントや教科書をよく見て 

 おくこと。 

・授業中に先生が言ったポイントなど 

 も思い返しておくこと。 

４ 

技 

 

 

 

家 

【技術】 

・教科書Ｐ.20～35、Ｐ.42～43 

・授業プリント①～⑪ 

・ハンドノートＰ.4～13、Ｐ.22～23 

 

 

 

【持ち物】直定規 

【提出物】 

①ハンドノート 

※丸つけ、やりなおしをして提出。 

②ノート 

※授業プリント①～⑪をはりつけて提

出。 

提出日： 6 月 25 日（金） 

授業プリント、ハンドノートを中心にし

っかり勉強しましょう。 

製図の問題も出題します。 

キャビネット図、等角図、第三角法による

正投影図、３つの製図方法を練習してお

きましょう。 

 

１学期の締めくくりになるよう、しっかり計画を立てて取り組もう！！ 


