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第ZO回学校祭「未来」
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|以下に挙げることを必ず実行・確認してください’

全てのレポートを提出しているか。

学習状況連絡票を参照。提出したつもりでも、机や鞄の中に残っていること

があります。十分に確認してください。

返却されたレポートはすべて開封してあるか、全て評価がついているか。

「再提出」や「提出と認めず」になっているのを見逃してないかを確認して

ください。

必要面接時間数を満たしているか。

満たしていない場合は補充が必要です。視聴記録による補充は1月6日 （水）

1

2

3

必着です。科目によっては

b,n (12月10日に発送されい。 （12月10日に発送され

組が終了する場合もありま ので注意してくださ

た学習状況連絡票を参照。不明な点があれば大至急

教科担当の先生に問い合わせをすること。）

※なおレポート及び視聴記録は、学習内容が十分であり、合格基準に達してい

ることが必要です。達していない場合、提出期限が過ぎれば 最終的には提

ので注意してください。と認めずになります

今までの努力が無にならないように、細心の注 意を払ってください

＜高認による単位認定申請．､技能審査による単位認定申請の締切＞

便覧p16． 17を読み、必要書類を1月26日 （火）必着でHR担任へ提出してくだ

さい。提出期限を過ぎると、申請できません。

一一一

3群登
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教務課鶴

レポートを全部提出する。
再提出になったレポートは、すぐに

やって提出しなおすこと。
再提出レポートの提出期限は

1月6日(水)です。

提出期限 12月16日（水）
（既に締切を過ぎています）

(1通でも提出されないものがあると
その科目は受験できません｡）

I

レポート提出
○K

し
やむを得ない理由で定期試験を受けられない場合

ヨフ

｜ ｜ 再試験再試験定期試験

X試験 1月17日（日）

Y試験 1月24日（日）

受験科目は1月8日に発送される

ーー昔昔一一一一一普王rー一昔一一王Fーー王r ■F五ヶ 王F 王F，互画rも戸主F可 王F 可 F 五F…曹奄rー酉F､

X試験･Y試験の再X試験･Y試験の再試験

受験カードで必ず確認すること

2月7日（
1科目30分、 80点1

2月7日（日）

1科目30分、 80点満点で実施。受験資格のない科目は書いてあり
まぜん
一

<受験上の注意〉

1月8日に各自宛に発送される受験カードを確認して下さい。カード

に示された受験科目を、指定された教室で受験すること。

になりますので十分に注意する

こと。

＊再試験を受験する場合の注意＊

再試験を受験すると、追試験のチャンスを失います。
、

ヤンスを失います。この場合、その科目の

ことがあります。ですから、できるかぎり

X4Xの定期試験を受験jあようにしてください。
ｰーr……ー可ざ可ざ可一一一可ジシン……ーr…曹司一 一r 司一 一ゞシー曾曹酋一
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後期試験受験当日の注意

傘淵熱需一銭雛鳥震-今慮ﾀ熱軸~苓撫熱犀…帯爵灘獣脅奎教務課

◆受験教室について

受験カードで指定された受験教室で受験してく

ださい。不明な点があれば、至急HR担任に申し

出て下さい。

◆机上には身分証明書・受験カード・筆記用具

以外は置かない（筆入れ、メガネケースもしまう）

・携帯電話やスマートフオンは、時計・電卓の
､

代用としては認めません。

◆遅刻について

1
1限目 (9:00～）→15分まで

2限目以降 →10分まで

は認められます。

（この時間になるとチャイムで知らせます）

１
２ 机の中には入れないこと

◆不正行為はしない

不正行為を行った場合、その時の科目は学習

中断となり、単位はとれなくなります。

◆途中退出は認められません
も

緊急の場合は監督の先生の指示をあおぐこと。 ◆終了時

監督の先生の指示に従い、退室の許可がでる

までは、席を立たないこと。
◆机と机の間をあける

◆身分証明書・受験カードを机上に置く

身分証明書がないと受験できません。

身分証明書を忘れた場合は至急担任に申し出、

当日のみ有効の臨時身分証明書を発行してもらう

こと。

f

f繕侭紬鮮噛4Mw錨《猫､蛎髭猫へ |後期試験を実施しない科目’ 紬‘紬A州沸惟八紬伽猫へ･!"Wi4･

音楽I、美術I、書道I、社会と情報、総合的な探究の時間は試験を実施しません。

総撫蟠､焔幾婚鰄銚錨卿焔"婚§｡‘崎伽蝋焔螂薗蜘地伽婚へ･jl@LW｡'地雑婚へ‘雌鮎糊岬地へ』雄A･崎#MA･
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いよいよ1月の後期試験を迎えます。今から準備を心がけて悔いのない学習をしましょう。試験

範囲《学習のポイントを教科の担当者に書いてもらいましたので、よく読んで準備をしましょう。

｜国語総合｜

【試験範囲】

・レポート⑧「短歌・俳句」

・レポート⑨⑩⑪「漢文入門、唐詩を味わう」

・レポート⑫「とんかつ」

以上と関連する教科書・学習書・新国語便覧・

「授業プリント」等をよく復習してください。

レポートが出題の中心です。

｜現代文BI

レポート⑦「ひよこの眼」⑨「山月記｣、⑪「相

棒｣、⑫「折々のうた」と、関連部分の教科書・学

習書を試験範囲とします（レポート⑧・⑩は範囲

に入れません)6

本文をしっかり読み、学習書と解答例のプリン

トを参考にして、レポートの復習をしましょう。

また、問題（｢抜き出しなさい」 「説明しなさい」

など）に対する答え方も、もう一度しっかり確認

じて下さい。漢字の読み書きや語句の意味のチェ

ックも忘れないようにして下さい。

｜古典BI

レポート⑧「平家物語忠度の都落ち｣、⑪「史

記四面楚歌時利あらず｣、それらに関連した教

科書・学習書・授業プリント・ 「学習の手引き」を

範囲とします。古語の意味、主語、指示内容、現

代語訳、人物の心の動き、文学史事項、作品につ

いての知識、読み､書き下し文（ひらがなのみ含)、

訓点、故事成語の意味、指示内容、内容理解と具

体的説明などを問います。教科書本文を繰り返し

読み、特にレポートと面接指導で強調したことを

改めて学習してください。範囲を絞りました(レポ

ート⑦⑨⑩⑫は範囲外)。正確に答えられるよう、

復習しましょう。万全の準備で臨むこと。

|現代社会’

【試験範囲】

・レポート第5回～第9回

【出題のポイント】

・レポートから出題します。レポートを見直し、

しっかり学習しておいて下さい。

前期に比べて後期は範囲が広いので、しっかり

レポートを復習して受験して下さい。

|世界史B

※試験範囲…レポート第7～9回

第12回レポート返却時のプリントを参考

ヨーロッパ史の近代の始まりから、 19C自由主

義・国民主義の時代までです。復習しておいて下

さい。範囲が広いので、まずはレポートを使って

効率よく学習しておきましょう。出題の形式は、

前期試験と同様です。語句をしっかり人名なのか、

地名なのか、国名なのかなどを理解して学習して

きてください。
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｜日本史BI
（1） 出題の範囲

教科書p.132～p.330

レポート第6回～12回

（2） 出題のポイント

報告課題（レポート）の問題から、スクーリン

グで扱った事柄を中心に出題します。

7回分の報告課題（レポート）をしっかり見直

すとともに、教科書で関連する部分を確認してお

いてください。空欄を丸暗記するのではなく、歴

史用語の意味をふまえて、歴史の枠組みや文脈を

捉えるようにしまし‘よう。

第12回の「解答のありか」の裏面に「後期試験

にむけてjをのせますので、参考にしてください。

｜地理BI .

◎試験範囲

レポート ：第6回～12回

教科書 P. 160～324

．出題のポイント

第12回のレポートの返送時に同封する「後期試

験にむけて］を参照して、じっくりと復習してお

いてください。

|数学A|第5～9回レポートを試験範囲とします。z8後
に郵送する「試験対策プリント」を中心に試験対策

に取り組んでみてください。 ．

|数学入門講座’
第5～9回レポートを試験範囲とします。z8後

に郵送する「試験対策教材」を中心に、教科書や学

習サイト （動画）を活用して、試験対策に取り組ん

でみてください。

：謹騒謹鍔
島

巫一

|化学基礎’

後期の試験範囲は報告課題（レポート）⑤、⑥、

7，8、教科書P.92～161です｡報告課題を復習し、

内容を理解したうえで試験に臨んでください。計算

問題も出す予定です。計算式の意味をきちんと理解

しましょう。

|物理基礎｜ 【電卓持込可能】

|政治・経済’

○試験範囲シレポート第5回～第9回

○学習のポイント ＄レポートの内容から出題しま

す。レポートの復習に重点を置いてください。

|数学I I

第5～9回レポートを試験範囲とします。z8

後に郵送する「試験対策教材」を中心に、学習書

や学習サイト （動画）を活用して、試験対策に取

り組んでみてください。

|数学ⅡI

後期試験範囲は､報告課題の第5回～第8回です。

試験問題は、前期と同様の形式で出題します。電卓

の持ち込みは可能です。公式や法則は問題用紙に書

いてありませんので、しっかりと覚えておいて下さ

い。計算問題では、有効数字や単位に注意して答え

ましょう。

また、定規類の持ち込みは不可ですので、作図の

問題が出た場合は、丁寧にフリーハンドにて作図で

きるようにしておいて下さい。特に、波形の作図で

は、なめらかな波形であれば、とんがらないよう、

注意して作図するよう心がけましょう。

第7～12回レポートを試験範囲とします。z8

後に郵送する「試験対策プリント」を中心に試験

対策に取り組んでみてください。

－












