
74 回生 ２学期期末考査範囲一覧  

   

科目等 範囲 備考 

現代文 

・『消費社会とは何か』（教科書 127 ページ～135 ページ） 

・『こころ』（教科書 80 ページ～84 ページの上段８行目） 

      （教科書 105 ページ 夏目漱石について） 

・『常用漢字ダブルクリア』３級⑦～⑨（72 ページ～77 ページ） 

※授業時に配付した、教科書の演習プリントも含む。 

  

古典 

・『大鏡』「道長の豪胆」（教科書 75 ページ 6 行目～77 ページ） 

・『伊勢物語』「通ひ路の関守」（教科書 35 ページ） 

※どちらも、出典についても見直しておくこと。 

※授業時に配付した、教科書の演習プリントも含む。 

  

数学Ⅱ 
理系は試験範囲の変更はありません。 

文系は別紙を参照にしてください。※このページの最後にあります。 
文系は数学Ⅱの考査日 

数学Ｂ(理系) 教科書 P67～８２。これと同範囲の問題集 WIDE の問題   

日本史Ｂ 

（範囲） 教科書：P120～165 19 行目まで 

     ゼミナール日本史：P30～41 

     Check&List：P52～69 

     授業プリント：No23～35 

     資料集：教科書の範囲に該当するページ 

（提出物）なし 

     ※授業プリントの提出は３学期に見送ります 

  

世界史Ａ （範囲）教科書：P196～211   

世界史Ｂ 

（範囲）教科書：P77～119  

    新世界史研究ノート：P25～35 

    授業プリント：No22～29 

  

日本史Ａ （範囲）授業プリント 12,13,14,15,21   



化学基礎 

【文系・教育】 

〔範囲〕教科書 P44～64 

    高校化学基礎カラーノート P22～35 

〔課題〕教科書 P62～63 章末問題 6～13（授業用ノートに書くこと。） 

    高校化学基礎カラーノート P22～35 

〔提出物〕授業用ノート 

     （プリントを貼っておくこと。6 枚あります。㉔～㉙） 

     高校化学基礎カラーノート 

課題提出日 

12 月 9 日（水） 

番号順に並べて 08 ルームの各クラスの

場所に置いてください。 

【理系】・「実践アクセス」P70～P85 

    ・教科書 P134～P163 
提出は無し 

物理（理系） 【物理選択者】配付済みのプリント参照   

生物（理系） 【生物選択者】授業時の指示通り   

コミュ英Ⅱ 

１．教科書 P62～P67、P72.73 上記範囲の予習復習ノート 

２．速読（青テキスト）Lesson13～16 

３．システム英単語 単語番号 507～600 

※提出物について 

１．速読（青テキストについては、青テキストとリスニングシートの両方を提出しなさい。 

【提出方法については担当の先生の指示に従いなさい】 

２．オレンジテキスト（3 単位）の授業の提出物については担当の先生の指示に従いなさい。 

  

英表Ⅱ Lesson 6, Lesson 7, P55（教科書・ワークブック)    

保健 

1.教科書：p72「家族計画と人工妊娠中絶」~p93「水質汚濁・土壌汚染と健康」及び p96~97「過去

の公害から学ぶ環境問題」 保健編・用語解説(関係分) 

2.保健ノート：p64~87(p78~81 は除く) 

※教科書・保健ノートで使用されている語句・漢字を使用すること 

※欄外の説明や図・表もチェックしておくこと 

※教科書ノートを熟読すること 

各担当者より指示があります 

   



〈選択科目〉   

科目等 範囲 備考 

国語読解 

・テキスト『論読現代文 2』20 回～25 回（56 ページ～71 ページ） 

 ※69 ページは除く。 

 ※70 ページ～71 ページ（語彙プラス④）も範囲に含むので、各自で学習しておくこと。 

・テキスト『現代文 ウイニングクリア 3』1 回～3 回（6 ページ～15 ページ） 

 ※12 ページは除く。 

  

実用数学 
リンク数学演習ⅠA の P26～27、36～39、 

問題番号４９～５２、６９～７６ 
  

数学Ｂ（文系） 配布済みの考査範囲から変更はありません 数学 B の考査日 

総合英語 
テキスト P34～P42 

提出物は紫の提出用サポートノート 
  

英語理解 
Elixir3 英語総合問題集：Unit8～10（P32～P43） 

提出物等は担当の先生の指示に従うこと 
  

子どもの 

発達と保育 

プリント５ 右下～14 まで 

該当する教科書や補足資料も見ておくこと 
  

フードデザイン 

1 洋食のマナー（DVD 視聴記録） 

2 卵・肉類  

3 小麦粉・いも類  

4 豆類  

5 野菜１  

6 野菜２  

7 漢字（魚介類）  

8 料理検定クイズ（Q1～Q42）  

9 調理実習 カボチャクッキー 

10 調理実習 バナナマフィン 

11 調理実習 親子どんぶり 

12 調理実習 ピザ 

  



環境生物 

◆教科書 生物 改訂版（啓林館） P62～81 

◆問題集 リード Light ノート 生物 

     P27～30 まとめ（③光合成～） 

     P31   用語チェック⑧～⑯ 

     P37～41 基本問題 44～58（51を除く） 

     P44～48 まとめ 

          （C 真核生物と原核生物のタンパク質合成まで） 

     P53   用語チェック①～⑤、⑩ 

     P55～59 基本問題 63～69の（１）①～③と（２） 

 ※ノートに問題集の基本問題を３回解答し、添削して提出する。 

  （ただし、３回目は２回目に間違った所だけで良い。） 

◆授業プリント 

  4，5 枚（P25～P34） 

  （授業のプリントは、記入漏れがないように、授業の順番にノートに貼って提出すること）  

考査終了後、 

ノートを提出 

すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２年生数学のテスト範囲（２学期期末考査）

訂正版
文系数学Ⅱ

テスト範囲 教科書P１２５～P１７３

問題集（WIDE）：P６４～９３　の以下の問題番号 全 54 問

問題番号 244 245 246 247 251 249 250 251 252 253
チェック欄

問題番号 254 260 261 262 263 264 265 271 272 273
チェック欄

問題番号 274 277 278 279 291 292 293 295 296 297
チェック欄

問題番号 298 299 300 301 302 308 309 310 311 312
チェック欄

問題番号 318 319 320 321 322 323 324 330 331
チェック欄

問題番号 332 333 334 335 337
チェック欄

問題番号

チェック欄

課題は問題集WIDEの以下の問題（提出は数学IIの考査日）

問題番号 332 333 334 335 337

チェック欄


