
科目 期末考査範囲 期末考査提出物

現代文B
教科書Ｐ２７０～　「垂直のファッション、水平のファッション」

入試漢字コア2800　Ｐ２０４～Ｐ２２５
学習課題ノート

古典B

教科書Ｐ２０６～　「蜻蛉日記」　うつろひたる菊、泔坯の水

教科書Ｐ３８３～　道家・法家の思想

　　　　　　　　　　　　　　老子「小国寡民」　　荘子「渾沌」　　韓非子「侵官之害」

みるみる覚える古文単語　２５６番～３２５番

古典文法ＭＴ④～ＭＴ⑦

学習課題集

地理B
教科書ｐ１５３～１７９、サクシードＰ８４～９９，ウイニングコンパスＰ６２～８１、Ｂ

４プリント
サクシード、ウイニングコンパスに挟んでプリント

数学Ⅲ

教科書　関数の増減～不定積分　p170～209

ニュースコープⅢ　p57～60，65～70　全てのA問題と以下の指定問題

307～309，315，320 ，321，326～328，330，358，366，367，368，

370，371，374，375

左の指定問題を解いたノート

数学探究Ｃ

教科書　極座標と極方程式～複素数と三角形　p30～73

ニュースコープⅢ　p11，12，15，17～24　全てのA問題と以下の指定問題

84，85，88，96，99，例題4，111，113，116，123

左の指定問題を解いたノート

物理

3年物理選択

教科書P82～P139のうち(ヤングの実験、回折格子、くさび形、ニュートンリング、クーロンの法

則、電場、電位とその重ね合わせ、コンデンサーとその接続)、ニューグローバルP223～273の指

定問題(授業中に指示あり)

①教科書の問、例題をﾉｰﾄに解く(必須)

②ニューグローバルの指定問題をノートに解いて提出する。(能

力に合わせ、できる範囲で解いて提出)

化学

教科書p.133～p.185

セミナー化学基礎＋化学p.170～205（ただし、基礎例題35、問題301～307、発展例題

26、問題315～319、p.182～189は除く）

ノートに問題を解いて提出する。(最低2回は解いてみる）

生物
教科書　P.１６２～２２１

リードα　P.２１６～２３４，　２４０～２５７まで
問題演習ノート

コミュニケーション

英語Ⅲ

教科書　SKILLFUL DS4～L8

ワーク　L4～L8 だだしSTEP3を除く（pp.16～33)

Database4500 pp.318～369

Accel Reading 10～15

Change the World  Extra Reading 1 ～ Unit 8（理系・文系のみ）

SKILLFUL ワーク

Summaryプリント（未提出者）

英語表現Ⅱ

Steady Steps to Writing  L11 ～ L14

Listening Pilot  T2 ～ T3

WIDE ANGLE  L13 ～ L15

Vintage  pp.464 ～ 529

WIDE ANGLE（未提出者）

Vintageプリント（未提出者）

平成30年度  第3学年第1学期期末考査範囲表 【理系】

自分自身を裏切らない努力の姿勢が未来の結果として現れてくる。  羽生善治

☆注意事項☆

・期末考査の範囲は現時点での暫定のものなので、授業やプリントで連絡される変更や訂正は必ずメモし直し、万全の体制で学習に臨むこと。

・１学期成績はみなさんの人生を決める大切な成績です。よく考えて、計画的に学習すること。



科目 期末考査範囲 期末考査提出物

現代文B
教科書Ｐ２７０～　「垂直のファッション、水平のファッション」

入試漢字コア2800　Ｐ２０４～Ｐ２２５
学習課題ノート

古典B

教科書Ｐ２０６～　「蜻蛉日記」　うつろひたる菊、泔坯の水

教科書Ｐ３８３～　道家・法家の思想

　　　　　　　　　　　　　　老子「小国寡民」　　荘子「渾沌」　　韓非子「侵官之害」

みるみる覚える古文単語　２５６番～３２５番

古典文法ＭＴ④～ＭＴ⑦

学習課題集

国語表現

教科書　　　Ｐ６～Ｐ３６　表現の基礎

準拠ノート　Ｐ４～Ｐ５、Ｐ８～Ｐ３３

「表記と言葉」プリント

0

日本史Ｂ

吉宗～化政文化

教科書２１８～２４８　・　図表１90～204　・　用語集220～252

ワーク７２～８１　・　プリント　・　でるとこ97～107　・

年代暗法72～８１　きたかおうて

プリント

（徹底的にやった状態で。解答丸写しは超減点。＊徹底的の

例：メモ・線がびっしりとか）

地理Ｂ
教科書ｐ１５３～１７９、サクシードＰ８４～９９，ウイニングコンパスＰ６２～８１、Ｂ

４プリント
サクシード、ウイニングコンパスに挟んでプリント

政治・経済
教科書P.95～101、112～134

演習ノートP.69～71、77～78の該当部分、84～97、106～108の該当部分
演習ノート

倫理
ユダヤ・キリストイスラム・仏教　教科書３６～６１　図表３７～５９　ワーク２１～３１　用

語集５６～８４
ワーク

数学探究Ａ

(B選択)

UNIT３　Ｓtep２テーマ９～ＵＮＩＴ７　Step２テーマ18

※Step２　からのみ出題！！
シラバスの通り（考査時はなし）

数学探究Ａ

(B非選択)

プリント「２次関数」p.３の「６．最小値」～最後、プリント「三角比」の初め～p.２の６　（予

定）
プリント（完成させて）

数学探究Ｂ

UNIT５　Step１～ＵＮＩＴ７　Step１

UNIT５　Step２テーマ８～ＵＮＩＴ７　Step２テーマ16

※Step１，２　から出題！！

シラバスの通り（考査時はなし）

地学探究

①MTプリント

②過去の外部模試

③ベストフィット 地学基礎 演習例題と演習問題以外全て

④まとめのプリント

ベストフィット

地学基礎用ノート

化学探究
教科書p.65～p.105

改訂ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ化学基礎p.42～p.83
改訂ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ化学基礎p.42～p.83

生物基礎
教科書　P.１９２～２１０　　LightノートP.９２～１０３　炭素、窒素循環を除く

問題集　標準セミナー　P.９～２０
問題演習ノート

コミュニケーション

英語Ⅲ

教科書　SKILLFUL DS4～L8

ワーク　L4～L8 だだしSTEP3を除く（pp.16～33)

Database4500 pp.318～369

Accel Reading 10～15

Change the World  Extra Reading 1 ～ Unit 8（理系・文系のみ）

SKILLFUL ワーク

Summaryプリント（未提出者）

英語表現Ⅱ

Steady Steps to Writing  L11 ～ L14

Listening Pilot  T2 ～ T3

WIDE ANGLE  L13 ～ L15

Vintage  pp.464 ～ 529

WIDE ANGLE（未提出者）

Vintageプリント（未提出者）

家庭基礎研究 テーブルマナー　　ハーフパンツ　ミシンの使い方 なし

自分自身を裏切らない努力の姿勢が未来の結果として現れてくる。  羽生善治

平成30年度  第3学年第1学期期末考査範囲表 【文系】

☆注意事項☆

・期末考査の範囲は現時点での暫定のものなので、授業やプリントで連絡される変更や訂正は必ずメモし直し、万全の体制で学習に臨むこと。

・１学期成績はみなさんの人生を決める大切な成績です。よく考えて、計画的に学習すること。



科目 期末考査範囲 期末考査提出物

現代文B
教科書Ｐ２７０～　「垂直のファッション、水平のファッション」

入試漢字コア2800　Ｐ２０４～Ｐ２２５
学習課題ノート

古典B

教科書Ｐ２０６～　「蜻蛉日記」　うつろひたる菊、泔坯の水

教科書Ｐ３８３～　道家・法家の思想

　　　　　　　　　　　　　　老子「小国寡民」　　荘子「渾沌」　　韓非子「侵官之害」

みるみる覚える古文単語　２５６番～３２５番

古典文法ＭＴ④～ＭＴ⑦

学習課題集

国語表現

教科書　　　Ｐ６～Ｐ３６　表現の基礎

準拠ノート　Ｐ４～Ｐ５、Ｐ８～Ｐ３３

「表記と言葉」プリント

0

日本史Ｂ

吉宗～化政文化

教科書２１８～２４８　・　図表203～217　・　用語集220～252

ワーク８４～９５　・　プリント　・　でるとこ97～107　・

年代暗法72～８１　きたかおうて

プリント

（徹底的にやった状態で。解答丸写しは超減点。＊徹底的

の例：メモ・線がびっしりとか）

地理Ｂ
教科書ｐ１５３～１７９、サクシードＰ８４～９９，ウイニングコンパスＰ６２～８１、Ｂ４プリ

ント
サクシード、ウイニングコンパスに挟んでプリント

政治・経済
教科書P.95～101、112～134

演習ノートP.69～71、77～78の該当部分、84～97、106～108の該当部分
演習ノート

倫理
ユダヤ・キリストイスラム・仏教　教科書３６～６１　図表３７～５９　ワーク２１～３１　用語集

５６～８４
ワーク

数学探究Ａ

(B選択)

UNIT３　Ｓtep２テーマ９～ＵＮＩＴ７　Step２テーマ18

※Step２　からのみ出題！！
シラバスの通り（考査時はなし）

数学探究Ａ

(B非選択)
プリント「２次関数」p.３の「６．最小値」～最後、プリント「三角比」の初め～p.２の６　（予定） プリント（完成させて）

数学探究Ｂ

UNIT５　Step１～ＵＮＩＴ７　Step１

UNIT５　Step２テーマ８～ＵＮＩＴ７　Step２テーマ16

※Step１，２　から出題！！

シラバスの通り（考査時はなし）

地学探究

①MTプリント

②過去の外部模試

③ベストフィット 地学基礎 演習例題と演習問題以外全て

④まとめのプリント

ベストフィット

地学基礎用ノート

化学探究
教科書p.65～p.105

改訂ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ化学基礎p.42～p.83
改訂ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ化学基礎p.42～p.83

生物基礎 教科書P192～210、リードLightP92～103、標準セミナーP102～119
①リードLight範囲を解いて提出(必須)、②標準セミナーの指

定問題をノートに解いて提出(問題は別途指示)

コミュニケーション

英語Ⅲ

教科書　SKILLFUL DS4～L8

ワーク　L4～L8 だだしSTEP3を除く（pp.16～33)

Database4500 pp.318～369

Accel Reading 10～15

SKILLFUL ワーク

Summaryプリント（未提出者）

英語表現Ⅱ

Steady Steps to Writing  L11 ～ L14

Listening Pilot  T2 ～ T3

WIDE ANGLE  L13 ～ L15

Vintage  pp.464 ～ 529

WIDE ANGLE（未提出者）

Vintageプリント（未提出者）

☆注意事項☆

・期末考査の範囲は現時点での暫定のものなので、授業やプリントで連絡される変更や訂正は必ずメモし直し、万全の体制で学習に臨むこと。

・１学期成績はみなさんの人生を決める大切な成績です。よく考えて、計画的に学習すること。

自分自身を裏切らない努力の姿勢が未来の結果として現れてくる。  羽生善治

平成30年度  第3学年第1学期期末考査範囲表 【人間福祉】

音楽理論・家庭基礎研究・フードデザイン・福祉科目については裏面を確認してください。



科目 期末考査範囲 期末考査提出物

音楽理論 授業時に連絡 授業時に連絡

家庭基礎研究 テーブルマナー　　ハーフパンツ　ミシンの使い方 なし

フードデザイン

計量について　いちご大福　だし巻き卵焼き　ほうれん草のごま和え　竹の子ご飯　若竹汁

リャンバンサンスー　オレンジゼリー　フレンチトースト　パンプキンスープ　けんちん汁　おにぎり

まとめプリント

なし

福祉コミュニケーション 乳幼児の発達    コミュニケーションについて なし

生活と福祉

教科書ｐ１３４～１５７

実習3回①三角巾を使ってみよう

　　　　　②口腔ケアをしてみよう

　　　　　③車椅子を動かそう

新聞を読んで

なし



音楽理論・家庭基礎研究・フードデザイン・福祉科目については裏面を確認してください。


