
1学期期末テスト範囲 宜野湾中学校（休校による調整後） 

1学年 

 範 囲 勉強のポイント 

 
国語 

〇教科書(朝のリレー、竜、グループディスカッシ 
ョン、音声のしくみとはたらき、ペンギンの防寒着) 
〇国語の学習Ｐ６～Ｐ１９ 
〇漢字ノートＰ２～Ｐ９ 
〇課題作文あります。  

※ノートやプリント類
も復習しておくこと。 
※国語ノート，国語の
学習、ファイルなどの
点検もあります。 
  

 
社会 

〇地理の教科書 はじめからｐ４１まで 
☆よくわかる社会の学習ｐ２～ｐ２７まで（休校中の課
題→提出あり） 
〇基本用語（教科書にある太文字）をかくにん 
〇資料の写真やグラフなどもしっかりみること 

※大陸名・州 
※時差 
※各地域のくらし 
を復習しておくこと 

 
数学 

 
◎０章（算数から数学へ）と１章（正負の数）の
範囲全部。 
〇教科書Ｐ9～60 
〇問題集Ｐ2～23 
〇配布プリント類（宿題・小テスト） 

※教科書の太字 
※配布プリント（宿
題・小テスト）の見直
し 
※問題集のＡは確実に
解けるようにして，余
裕があればＢ問題を。 

 
理科 

〇教科書 p11～p53  
〇ノート p6～p23 
〇学習整理 p4～p13 
〇宿題 No.1～No.8（予定） 
〇授業でつかったワークシート 

・顕微鏡の名称、正しい使
い方、スケッチの方法は大
丈夫ですか？ 
・植物、セキツイ動物の分
類を具体的な植物、動物で
説明できますか？ 

 
英語 

○教科書 p6～p46 
○Joyful Workbook p2～p23 
○語順トレーニング p2～p9 

授業で習った単語やルー
ル、プリントをしっかり
復習すること。 

 
音楽 

〇聴き取り問題（長調と短調、リズム） 
〇器楽の本 P16～21、P31（リコーダー） 
〇中学生の音楽 P18～19「主人は冷たい土の中に」 
P94（音符と休符）、P97（記号・用語） 

〇ミュージックスタディ P48、P54、P57 
〇校歌 

 

 
保健体育 

男子〇教科書 P６～P９〇保健ノート P2～P５、P12 
  〇実技「新体力テスト」「バレーボール」 
  〇実技ノート P１５～P１６ 
  〇２０２０年のスポーツニュース 

 

女子〇男子と同じ範囲  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６/２９（火） 音・体・理 
６/３０（水） 国・社 
７/１ （木） 数・英 



 
 
1学期期末テスト範囲 宜野湾中学校（休校による調整後） 

2学年 

 範 囲 勉強のポイント 

 
国語 

■教科書 P１６～４２ 
（名づけられた葉／セミロングホームルーム／敬語／グループディス

カッション／漢字を身につけよう①／じゃんけんは、なぜ～ ） 

■ワーク P４～１５ ■漢字ノート P２～５ 
■条件作文あり 

・教科書を再度読む。 
・授業内容を復習する。 
・ワークをしっかり解
く。 

 
社会 

教科書ｐ132～ｐ162 
（予定） 
アクティブ地理ｐ106～ｐ139（予定） 

宿題のテスト対策をやっ
ておくこと。授業の内容
を理解しておくこと。 

 
数学 

教科書 P９～P４１(予定) 
問題集 P２～P２５(予定) 
授業プリント、宿題 

授業内容の復習と 
問題集 A問題を完璧に
しておく。 

 
理科 

教科書 P１５～P６２ 
ノート P２～P２５ 
学習整理 P４～P２１ 
今までの宿題 

学習整理をしっかりやっ
ておく。実験の関わる問
題や宿題も見ておくこ
と。 

 
英語 

教科書 p9～28(Unit1, Unit2) 
ジョイフルワーク p4～p21 

教科書、授業で使ったプ
リントを復習する。ペラ
ペラを英語で書けるよう
にしておくこと。 

 
音楽 

〇聴き取り問題（長調と短調、リズム） 
〇器楽の本 P3～11（アルトリコーダー） 
〇教科書 2・3上 P14～16「翼をください」 
P97（音符・休符・記号・用語） 

〇ミュージックスタディ P49、P57 
〇校歌 

 

 
保健体育 

男子 教科書 P94～97（生活習慣病とその予防） 
P171～173（新体力テスト） 

   ノート P2～5 P14（ 1⃣ 2⃣） 
   実技ノート P7～P8（水泳） 

 

女子 〇実技分野：「新体力テスト」 
 「バレーボール」 

     実技ノートバレーボール 
 保健教科書 p171～173「新体力テスト」 

   〇保健分野：教科書 p94～103 
      保健ノート p2～9.14.15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

６/２９（火） 音・体・理 
６/３０（水） 国・社 
７/１ （木） 数・英 



 
 
1学期期末テスト範囲 宜野湾中学校（休校による調整後） 

3学年 

 範 囲 勉強のポイント 

 
国語 

〇教科書 p.15～33、p.38～51 
〇「学習漢字ノート 3」p.２～９ 
〇「よくわかる国語の学習 3」p.2～p.29 

教科書は隅々までしっかり読む
こと。ノートやプリント・国語
便覧も見直して！ 

 
社会 

歴史教科書ｐ194～263（最後まで） 
〇基本用語（太文字）やグラフ・写真資料を確認する 
〇宿題やプリント・単元テストなどを復習しておくこと 
※休校中の課題プリントも解いておく 
※予習・復習をしっかりしておくこと 
  

第一次世界大戦から現代ま
での流れを確認し、 
教科書を隅々まで確認 

 
数学 

・教科書 最初～ｐ.59（休校で P58、59がカットに
なる可能性があります） 
・問題集 最初～ｐ.34（休校で P32～34がカットに
なる可能性があります） 
習ったところまでの問題集を終わらせておくこと！ 

基本の問題の小テストなどを
もう一回自分でやってみる、
など。時間をかけること。 

 
理科 

・教科書 最初～ｐ.57  
・学習整理ｐ.４～16、ｐ.19の１、ｐ.20～23 
・ノートｐ2～23、26～35 
 ※ダニエル電池、身のまわりの電池は入らない 
・これで完ぺきもやっておくといいかも… 
 

・イオンを電子配置で説明でき
るか？ 
・授業で扱った実験について詳
しく説明できるか？ 
・中和をイオンモデルで説明で
きるか？ 
・電池をイオン化傾向で説明で
きるか？  

英語 
・unit1(p9～19) t…単語・文法・内容 
・unit2～3(p21～33) … 文法（現在完了形） 
       単語（現在完了形で使われる語句） 
・ワーク＆プリント類(上記の範囲のページ) 

・単語（過去分詞を含む）の
語彙変化を覚える。 

・プリントやワーク、ノート
や教科書を見直す。 

 
音楽 

〇聴き取り問題（長調と短調、リズム） 
〇器楽の本 P3～11（アルトリコーダー） 
〇教科書 2・3上 P8～10「翼をください」 

P79（音符・休符・記号・用語） 
〇校歌 

 

保健 
体育 

男子 〇実技分野：「新体力テスト」 「水泳」 
      実技ノート水泳 保健教科書 p171～173 
   〇保健分野：教科書 p110～123 
      保健ノート p2～19 

 

女子 〇実技：「新体力テスト」 「バレーボール」 
    実技ノート P15～16 

〇保健 教科書 P110～113 ノート P2～5、
P16１ ２  P46～52 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

６/２９（火） 音・体・理 
６/３０（水） 国・社 
７/１ （木） 数・英 


