
時限 科目名 集合時間 試験場 担当者 試験範囲

音楽Ⅰ② 横山 レポートNo.4～No.6

数学Ⅲ 池邊 教科書ｐ172,173,184～224(p208～213は除く）
レポートＮｏ.7～12

評論2 西尾
教科書「10美学への招待」「12近代化と世間」「14安楽への隷属を拒め」「16集団への個の解体」
「18終わりなき差異化と模倣の反復」
レポートNo.5～No.8

地理B 部谷
教科書ｐ80～167
レポート第6回～第12回
授業プリント20～29

数学Ⅰ（入門） 306 青木 教科書ｐ80～140
レポートＮｏ.6～11

数学Ⅰ（基礎） 301,302 北浦
教科書ｐ56～111
レポートＮｏ.6～9
とくに、ｐ71,ｐ82,ｐ98,ｐ110をやっておくこと

数学Ⅰ（標準） 303 池邊 教科書ｐ54～109
レポートＮｏ.7～12

4 体育2 12:00 次ページ 体育科 講義の授業で配布された授業プリント

昼休憩 12：55～13:15

日本史A② 301,306 髙橋 レポートNo.4～No.6

政治経済・倫理 302 荒岡
教科書ｐ9～95（レポート対応ページ）
レポート第7回（裏面）～第11回（表面）
授業プリント

共通テスト数学演習 中澤 教科書第6章～14章（8章除く）
レポートＮｏ.7～12

英語表現Ⅰ2 澤崎
教科書BIG DIPPER English ExpressionⅠ p56～63（Lesson16～19）
レポート第5回～第8回
授業プリント　Lesson16～19　まとめプリント

1 英文法中級2 9:00 306 瀬戸 教科書　分詞、比較
レポート№5～8

英語表現Ⅱ2 村上（美）
教科書Lesson8 part2～Lesson10 part2
レポートNo.3～6
授業プリント

地学基礎2 岡本
教科書ｐ129～184
レポートNo.4～6
授業プリントトNo.7～12

3 一般常識② 11:00 306 山本 レポートNo.4～No.6

4 保健② 12:00 301,302,306 体育科
教科書ｐ64～65、ｐ68～73、ｐ76～79
保健体育ノートｐ62～63、ｐ66～71、ｐ74～77
レポートNo.6～No.10　期末テストまとめプリント

科学と人間生活2 301,306 堤 教科書ｐ152～162
レポートＮｏ.4～6

Active Listening2 305 瀬戸 教科書　全範囲（応用も出題します）
レポート№5～8

2 生物基礎2 10:00 306 河原
教科書ｐ137～193（探求はのぞく）
レポートNo.4～No.6
授業プリント7～12

3 現代社会② 11:00 301,306 荒岡
教科書ｐ84～165（レポート対応ページ）
レポート第4回～第6回
授業プリント

世界史A② 301,306 須山 レポートNo.4～No.6

世界史B 302 須山 レポートNo.7～No.12

昼休憩 12：55～13:15

C・英語Ⅰ（入門） 村上（祐）
Baton Pass ｐ12～15、ｐ18～19　Big Dipper p12～13、ｐ22～23
レポートNo.6～10
授業プリント

C・英語Ⅰ（基礎） 仲林 ベーシックノートｐ22～29、ｐ38～45
Start-up　ｐ20～23

C・英語Ⅰ（標準） 301,302 河井
教科書Lesson3,4,5
オレンジｐ26～47
レポートNo.7～No.12

6 現代文B2 14:15 306 北野 教科書ｐ198～204、ｐ238～251
レポート第4回～第8回

古典文法2 涔口 「よむナビ・古文1」 15～20の本文と問題
レポートNo.7～9

化学基礎② 広田 教科書ｐ56～70、ｐ72～75、ｐ78～83、レポート第4～6回
授業で配布しているプリント7～13

数学A2 青木 教科書ｐ76～107
レポートＮｏ.4～6

西洋美術史② 前田 教科書　西洋美術史入門ｐ38初期ルネサンス～103ロココ美術
レポート第7回～第12回の授業時配布レポート

3 地理A② 11:00 306 須山 レポートNo.4～No.6

4 国語総合 12:00 301,306 森 「羅生門」「里山物語」「漢文（格言・守株）」「鍋洗いの日々」
レポート第11回～第18回

日本史B 髙橋 レポートNo.7～No.11

物理基礎② 広田 教科書ｐ26～32、ｐ34～41、ｐ44～51、レポート第4～6回
授業で配布しているプリント5～9

基礎音楽理論② 横山 レポートNo.4～No.6

色彩論② 仲村
教科書　ｐ70～125
レポートＮｏ.5～6、授業プリント
配色カード・はさみ・のりを持参すること

数学Ⅱ（β） 青木 教科書ｐ124～167
レポートＮｏ.8～12

C・英語Ⅱ 澤崎
教科書BIG DIPPER English CommunicationⅡ p40～51、ｐ74～77
レポート第6回～第12回
授業プリント（Lesson4　part1～4）仮定法･比較

英文法初級2 村上（美）
教科書Lesson9～Lesson10、Extra　Lesson3（ｐ20～25）
ワークp20～29
レポートNo.3～6　授業プリント

4 国語表現2 12:00 306 出口 教科書ｐ88～93、ｐ96～106、ｐ128～135
レポートＮｏ.6～10

昼休憩 12：55～13:15

数学Ⅱ（α） 中澤 教科書ｐ44～75
レポートＮｏ.7～12

つながる東西史② 山本 レポートNo.4～No.6

地歴基礎2 部谷
テキストｐ48～89
レポート第4回～第6回
授業プリントNo.7～12

数学B2 中澤 教科書ｐ56～77
レポートＮｏ.4～6

306

2 10:00 306

1

6 14:15 306

2

9:00

10:00

13:15

306

306

306

306

306

306

306

306

2
月
9
日

(水)

5

30610:00

11:00

11:003

10:00

1 9:00

9:00

5 13:15

2
月
14
日

(月)

6

4

13:15

1 9:00

5

令和3年度　通信部(月・水・金 午前)授業　後期期末試験時間割

2
月
10
日

(木)

2
月
8
日

(火)

2
月
7
日

(月)

2

1

3

14:15

12:00

2



場所 該当クラス 場所 該当クラス

401教室 1AH 304教室 2G/3L

402教室 1BF 305教室 2I/3H

403教室 1C/2F 306教室 2ABDO/3KO

404教室 3ABCF 307教室 2J

301教室 1G/3G 308教室 2K

302教室 1I/3J 205教室 2C

303教室 2H/3I

再試日程 開始時間 試験場 試験科目

2月18日(金) 13：30～ 306教室 公的証明書のある日の全科目

【定期試験における注意事項】

1．試験時間は全科目45分間です。

2．試験開始後は特別な理由がない限り、試験終了時間まで退出はできません。

3．生徒証を作成していない生徒は、受験資格がありません。ただし、入学時期が試験直前の場合はこの限りではありません。

4．生徒証を忘れた生徒は、1日限り『臨時生徒証』を借りることができます。ただし、午後5時までに返却のない場合、
　 その日の受験科目はすべて未受験扱いとします。

5．筆記用具は必ず持参してください。学校で貸し出しはしません。

6．試験開始後の入室はできません。ただし、公共交通機関の遅延による遅刻は不利が起こらないよう対応します。
     必ず、延着証明をもらってきてください。

7．試験問題が配布され始めてから、試験終了後に部屋を出るまで一切の私語を禁止します。指導に従わない場合、
     試験を無効とし退出させ生活指導の対象とします。

8．試験中に携帯電話が鳴った場合（バイブレーションも含む）、試験は未受験扱いになります。

9．カンニングや不正行為は全科目不認定の扱いとなり、生活指導上でも厳しい処分となりますので、勘違いされるような
     言動を含め十分注意してください。

10．受験科目が同時間に重複している生徒は、事前に担任または教務の先生まで連絡をしてください。

11．定期試験を受験しないと単位認定はされません。また定期試験の受験は出席にカウントされないので、
       普段から授業に積極的に参加してください。

【2月7日（月）4限】　体育2　試験会場

再試験日程　(令和3年度　後期期末試験)

☆注意事項☆

　●通信部の授業のみ再試験があります。
　●再試験を受験するには、証明書(公的な証明書(診断書等))が必要です。
　　（提出は2/18(金)まで）
　●再試験を受験するには、まず、2/14（月）までに担任への電話連絡で申請をし
てください。
　●遅刻者は受験を認めません。
　●生徒証を必ず持ってくること。忘れた場合、受験はできません。


