
No.1

科目名 試験範囲（教科書範囲） 担当者 具体的な学習方法
試験対策授業の宿

題・提出物

国語総合

【現代文】
・教科書 P.80～P.93「羅生門」
・国語総合（漢字）-朝学・試験対策プリント

【古典】
・教科書 P.298～P.299「伊勢物語～芥川～」
・朝学プリント

高橋

岩崎

光本

【現代文】
・教科書、Ｋテキストを繰り返し見直し、話の流れや内容を確認すること
・Ｋノートで場面の状況、情景、登場人物の行動や心情について把握
すること
・本文中の漢字の読みや書きを確認しておくこと

【古典】
・話の内容、語句の意味、動作主、和歌の技法、『伊勢物語』について
確認すること

【現代文】
試験対策期間に
ノート点検を行う

※試験当日、Ｋテキ
ストを提出すること

日本史Ａ

＜教科書＞
P.84～85（産業革命）
P.96～100（第一次世界大戦）
P.108～113（政党内閣の時代）
P.116～123（軍国日本への道）
P.126～128、134、135、146、147（太平洋戦争）
＜Ｋテキスト＞
Ｖｏｌ.1　P.34～36　　Ｖｏｌ.2　P.2～20
＜プリント＞
Ｎｏ.11～Ｎｏ.13

志渡岡

平澤

・ノートにプリントＮｏ.11～13までを貼り、板書内容を整理しておくこと
・Ｋテキストを繰り返し学習する（試験問題はＫテキから出題されていま
す）
・用語の読み書きをしっかり確認しておくこと

・ノート提出
提出期限は担当の
先生に確認すること

・Ｋテキスト提出
3/7（木）まで
丸付けを終わらせ
た状態で提出する
こと

科学と
人間生活

教科書P.135～191
学習ノートP.62～P.91
Kテキスト(物理編)P.11、12、14、15～19
Kテキスト(地学編)P.2～19

金澤

髙橋佳

・タブレットのデジタルＫテキストを繰り返し学習しておく（Ｋテキストの解
答にもなっているので、丸つけに使うこと）
・学習ノートの「練習問題」を繰り返し学習する

ノート・Kテキスト・学
習ノートの点検を行
う

試験対策期間中に
担当の先生に提出
すること
特にKテキスト・学
習ノートは丸付けを
した状態で出すこと

数学Ⅰ
（統一）

・教科書 P.64～P.77、P.84～P.89、P.92～
　P.95、P.106～P.110、P.112～P.119、
　P.122、P.124～P.130
・アシストセレクト
　問題番号 90・91・94～103・106・107・
　115～120・123・128～130・144～150・
　154～157・159・162・164～172
　「２次関数」「平方完成」
　「２次関数の最大・最小」「２次方程式」
　「２次不等式」「サイン・コサイン・タンジェント」
　「直角三角形の辺と角」「三角形の相互関係」
　「90°-Aの三角比」「180°-θの三角比」
　「正弦定理」「余弦定理」「三角形の面積」

門司

内田

柳瀬

楢崎

高橋直

・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰをやり、問題演習を繰り
返し行うこと
・教科書P.83・100・116・123・133の章末問題をやること
・教科書とノートを見て、例題と問題を解きなおしておくこと
・試験範囲の部分のＫテキストをやり、問題演習を繰り返し行うこと

●教科書の太文字の漢字の書き方、読み方をおぼえること

特になし

数学Ⅰ
（学習クラス別）

１・２組
Ｃクラス

・教科書 P.106～P.110、P.112～P.119、
　P.122、P.124～127、Ｐ.129～130
・アシストセレクト
　問題番号 144～147・149・150・154～156・159・
　164～167・171・172
　「サイン・コサイン・タンジェント」
　「直角三角形の辺と角」「三角形の相互関係」
　「90°-Aの三角比」「180°-θの三角比」
　「正弦定理」「余弦定理」「三角形の面積」

門司

・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰをやり、問題演習（*
マークは絶対!!）を繰り返し行うこと
・教科書P.118の三角比の値の表を必ず完成できるようにすること
・教科書とノートを見て、例題と問題を解きなおしておくこと
・試験範囲の部分のＫテキストをやり、問題演習を繰り返し行うこと

試験対策期間中に
ノート点検を行う

数学Ⅰ
（学習クラス別）

１・２組
Ｓクラス

教科書 P.106～119、P.122、P.124～127、P.129
アシストセレクト新編数学Ⅰ
問題番号　144～157、159、164～167、171

髙橋直

・試験範囲の部分のＫテキストに取り組み、問題演習を繰り返し行う
・教科書、ノートを見て、例題と問題を解きなおす
・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰに取り組み、問題演習
を繰り返し行う

試験期間中にノート
の点検を行う

数学Ⅰ
（学習クラス別）

１・２組
Ｂクラス

教科書 P.106～109、P.115、P.117～119、P.122
          P.124～127、P.129
アシストセレクト新編数学Ⅰ
問題番号　144～147、157、159、162
              164～166、171

内田

・試験範囲の部分のＫテキストに取り組み、問題演習を繰り返し行う
・教科書、ノートを見て、例題と問題を解きなおす
・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰに取り組み、問題演習
を繰り返し行う

試験期間中にノート
の点検を行う

平成３０年度　１年生　学年末試験　試験範囲



No.2

科目名 試験範囲（教科書範囲） 担当者 具体的な学習方法
試験対策授業の宿

題・提出物

平成３０年度　１年生　学年末試験　試験範囲

数学Ⅰ
（学習クラス別）

３・４組
Ｃクラス

・教科書 P.106～P.110、P.112～P.119、
　P.122、P.124～127、Ｐ.129～130
・アシストセレクト
　問題番号 144～147・149・150・154～156・159・
　164～167・171・172
　「サイン・コサイン・タンジェント」
　「直角三角形の辺と角」「三角形の相互関係」
　「90°-Aの三角比」「180°-θの三角比」
　「正弦定理」「余弦定理」「三角形の面積」

門司

・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰをやり、問題演習（*
マークは絶対!!）を繰り返し行うこと
・教科書P.118の三角比の値の表を必ず完成できるようにすること
・教科書とノートを見て、例題と問題を解きなおしておくこと
・試験範囲の部分のＫテキストをやり、問題演習を繰り返し行うこと

試験対策期間中に
ノート点検を行う

数学Ⅰ
（学習クラス別）

３・４組
Ｓクラス

教科書 P.106～119、P.122、P.124～127、P.129
アシストセレクト新編数学Ⅰ
問題番号　144～157、159、164～167、171

柳瀬

・試験範囲の部分のＫテキストに取り組み、問題演習を繰り返し行う
・教科書、ノートを見て、例題と問題を解きなおす
・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰに取り組み、問題演習
を繰り返し行う

試験期間中にノート
の点検を行う

数学Ⅰ
（学習クラス別）

３・４組
Ｂクラス

教科書 P.106～109、P.115、p.117～119、P.122
          P.124～127、P.129
アシストセレクト新編数学Ⅰ
問題番号　144～147、157、159、162
              164～166、171

楢崎

・試験範囲の部分のＫテキストに取り組み、問題演習を繰り返し行う
・教科書、ノートを見て、例題と問題を解きなおす
・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰに取り組み、問題演習
を繰り返し行う

試験期間中にノート
の点検を行う

数学Ⅰ
（学習クラス別）

５・６組
Ｃクラス

教科書 P.106～119、P.122、P.124～127、P.129
アシストセレクト新編数学Ⅰ
問題番号　144～157、159、162、164～167、171

柳瀬

・試験範囲の部分のＫテキストに取り組み、問題演習を繰り返し行う
・教科書、ノートを見て、例題と問題を解きなおす
・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰに取り組み、問題演習
を繰り返し行う

試験期間中にノート
の点検を行う

数学Ⅰ
（学習クラス別）

５・６組
Ｓクラス

教科書 P.106～109、P.115、P.117～119、P.122
          P.124～127、P.129
アシストセレクト新編数学Ⅰ
問題番号　144～147、157、159、162
              164～166、171

楢崎

・試験範囲の部分のＫテキストに取り組み、問題演習を繰り返し行う
・教科書、ノートを見て、例題と問題を解きなおす
・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰに取り組み、問題演習
を繰り返し行う

試験期間中にノート
の点検を行う

数学Ⅰ
（学習クラス別）

５・６組
Ｂクラス

教科書 P.106～109、P.115、P.117～119、P.122
          P.124～127、P.129
アシストセレクト新編数学Ⅰ
問題番号　144～147、157、159、162
              164～166、171

内田

・試験範囲の部分のＫテキストに取り組み、問題演習を繰り返し行う
・教科書、ノートを見て、例題と問題を解きなおす
・試験範囲の部分のアシストセレクト新編数学Ⅰに取り組み、問題演習
を繰り返し行う

試験期間中にノート
の点検を行う

ＥＣ-Ⅰ
（統一）

・教科書 P.40～P.71
　Lesson4「My School, Your School」
　Lesson5「Peace, the Polar Bear」
　Lesson6「Flying Wheelchairs」
・ベーシックノート P.14～P.31

有田

加藤

浅野

・Lesson4からLesson6まで後期に学習した不定詞、動名詞、現在完了
の範囲から文法問題を中心に出題する
・各Lessonの文法をしっかり復習しておくこと

特になし

ＥＣ-Ⅰ
（学習クラス別）

Ｃクラス

・教科書 P.48～P.55
　Lesson 5「Peace, the Polar Bear」
・教科書 P.64～P.71
　Lesson 6「Flying Wheelchairs」
・Ｋテキスト　全範囲

有田

・授業内で取り上げたキーフレーズを理解し、『書ける』状態にしておく
こと
・動名詞（動詞のing形）、現在完了形（have＋過去分詞）について、しっ
かり理解しておくこと
・Ｋテキストを繰り返し復習しておくこと
・Kテキストのライティングパートを仕上げ、自分の考えを英語で書けるよ
うにしておくこと

Ｋテキストの点検を
行う

ＥＣ-Ⅰ
（学習クラス別）

Ｓクラス

・教科書 P.48～P.55
　Lesson 5「Peace, the Polar Bear」
・教科書 P.64～P.71
　Lesson 6「Flying Wheelchairs」
・ベーシックノート P.20～P.31
・Ｋテキスト 授業中に取り組んだ範囲

加藤

【最重要】対策プリントを繰り返し復習すること

・動名詞（動詞のing形）、現在完了形（have＋過去分詞）を理解
・Useful Expression (教科書p.70)のフレーズを暗記
・不規則変化をする過去分詞(小テスト分)を暗記

Ｋノート、ベーシック
ノートの点検を行う
(詳細は授業中に配
布した別紙参照)

ＥＣ-Ⅰ
（学習クラス別）

Ｂクラス

・教科書 P.48～P.55
　Lesson 5「Peace, the Polar Bear」
・教科書 P.64～P.71(P.68～P.69は除く）
　Lesson 6「Flying Wheelchairs」
・ベーシックノート P.20～P.31
・Ｋテキスト vol.3 (Step1）

浅野

・動名詞（動詞のing形）、現在完了形（have＋過去分詞）について、しっ
かり理解しておくこと
・不規則変化をする動詞の過去分詞を覚えておくこと
・Ｋテキストを繰り返し復習しておくこと

Ｋノート、ベーシック
ノート、Ｋテキストの
点検を行う

社会と情報

教科書P.７２～７７、１００～１０１、１１８～１２１、１５２
対策プリント
ノート、プリントNO.７～NO.１３
Word Excel PowerPointの基本操作P.２７～６４

小林

山本

・ノートの見直しと、関連する教科書のページを確認しておくこと
・対策プリントはしっかり取り組むこと
・実技についてはアイコンの意味を覚えておくこと

対策プリント、ノート
の点検を行う


