
時限 科目名 集合時間 試験場 担当者 試験範囲

現代の国語② 306 たき口 教科書　レポートであつかった4つの文章。
レポートNo.5～8

Active Listening2 305 広野 教科書　Active Listening3　Ｌｅｓｓｏｎ１1～20　大学入学共通テスト対応リスニング　Ｌｅｓｓｏｎ20～25
レポート№4～6　配布プリント

言語文化② 301,306 出口 教科書p80～85「羅生門」、ｐ172～174「伊勢物語」、ｐ210～214「漢文、訓読の基本」
レポートNo.4～No.6

入試対策英文法2 302 河井 教科書ｐ122～155
レポートＮｏ.4～6

地学基礎2 河原
教科書ｐ130～151，ｐ160～184
レポート第4回～第6回
授業プリント7～12週

数学Ⅱ（α） 池邊 教科書ｐ44～73
レポートＮｏ.7～12

4 保健② 12:00 301,302,303,306 体育科
教科書ｐ78～85、ｐ92～93
ワークｐ62～69、ｐ74～75
レポートNo.6～No.10　期末まとめプリント

1 生物基礎2 9:00 301,306 河原
教科書ｐ140～193
レポート第4回～第6回
授業プリント7～12週

日本史B 髙橋 レポートNo.7～No.11

数学Ⅱ（β） 北浦 教科書ｐ112～156
レポートＮｏ.7～12

数学Ⅲ 池邊 教科書ｐ70～101
レポートＮｏ.7～12

3 科学と人間生活2 11:00 301,306 岡本
教科書ｐ110～133，ｐ177，ｐ182～191
レポート第4回～第6回
授業プリントNo.7～12

4 体育2 12:00 次ページ 体育科 授業内で配布された講義プリント（レポートからはでない）

昼休憩 12：55～13:15

地理総合② 301,302,306 須山 レポートNo.4～6
レポートを中心に出題します。

地理B 303 部谷
教科書ｐ80～167
レポート第6回～第12回
授業プリント18～28

国語表現2 鹿島
教科書ｐ42～86
レポートＮｏ.4～6
配布プリント、問題プリント

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

1 古典文法2 9:00 306 出口 教科書p46～47「宇治拾遺物語」、ｐ56～57「竹取物語」、古典文法「断定の助動詞」「助詞」「敬語」のページ
レポートNo.4～No.6

2 数学A2 10:00 306 北浦 教科書ｐ64～109
レポートＮｏ.4～6

3 論理・表現Ⅰ2 11:00 306 仲林 教科書L18～L21
レポートＮｏ.4～6

4 公共② 12:00 301,302,306 山本 レポートNo.4～No.6

1 日本史A② 9:00 306 髙橋 レポートNo.4～No.6

数学Ⅰ（入門） 306 青木 教科書ｐ86～148
レポートＮｏ.7～12

数学Ⅰ（基礎） 301,302 北浦 教科書ｐ74～128
レポートＮｏ.6～9

数学Ⅰ（標準） 303,304 池邊 教科書ｐ74～127
レポートＮｏ.7～12

3 世界史A② 11:00 306 荒岡
教科書ｐ118～195（レポート対応ページ）
レポートNo.4～6
授業プリント7～12

4 歴史総合② 12:00 306 須山 レポートNo.4～6
レポートを中心に出題します。

昼休憩 12：55～13:15

音楽Ⅰ② 横山 レポートNo.4～No.6

数学B2 青木 教科書ｐ62～76、ｐ117
レポートＮｏ.4～6

世界史B 須山 レポートNo.7～12
レポートを中心に出題します。

一般常識② 山本 レポートNo.4～No.6

評論2 西尾
教科書p90「サウジアラビア映画『少女は自転車に乗って』覚書」、ｐ102「自由のこれから」、ｐ112「語りだされるじぶん」、
ｐ122「自己利益追求と倫理」、ｐ144「大量消費社会とパーソナル文化」、ｐ154「経済的な進歩と人間的なもの退歩」
レポートNo.5～No.8

西洋美術史② 前田 教科書ｐ38初期ルネサンス美術～ｐ103ロココ美術
レポート第7回初期ルネサンス美術～第12回まとめ学習

基礎音楽理論② 横山 レポートNo.4～No.6

2 現代文B2 10:00 306 森 教科書p290～『鞄』、ｐ316～『ホンモノのお金のつくり方』
レポートNo.6～No.10

物理基礎② 河原
教科書ｐ34～57
レポート第4回～第6回
授業プリント7～12週

政治経済・倫理 荒岡
教科書ｐ23～95（レポート対応ページ）
レポートNo.7（裏面）～11（表面）
授業プリント14～21

C・英語Ⅱ 澤崎
教科書BIG DIPPER English CommunicationⅡLesson3（ｐ30～39）、Lesson6（ｐ74～77）
BIG DIPPER English CommunicationⅡベーシックノート　授業プリント（L3①～④、L6①～②）
レポート第7回～10回、12回（第6回と第11回は含みません）

共通テスト数学演習 北浦 教科書ｐ92～151
レポートＮｏ.7～12

昼休憩 12：55～13:15

英語C・Ⅰ（入門） 306 広野
教科書Lesson1(Part2，3)
Baton Pass　p10～15、ｐ18～19
レポートＮｏ.5～9　配布プリント、確認テストNo.5

英語C・Ⅰ（基礎） 301,302 村上（祐）
教科書Strart-up:ｐ10～21,Power On:ｐ30～33
Power On Workbook:ｐ20～23
レポートＮｏ.7～11　授業プリント

英語C・Ⅰ（標準） 303 徳永
教科書Power On　English　Communication:L2（P31～35）、L3（P45～49）
英語演習ノート（ORANGE版）L4，10，11，12，13，16
レポートＮｏ.7～13

化学基礎② 中山 プリントＮｏ.5-A～18
レポートＮｏ.3～6

英語表現Ⅱ2 河井 教科書ｐ52～65
レポートＮｏ.4～6
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場所 該当クラス 場所 該当クラス

401教室 1A/3H 304教室 2I

402教室 1B/3G 305教室 2J

403教室 1C/3F 306教室 1GH/2HK

404教室 1J/3K 307教室 2D

301教室 2G/3J 203教室 2C/3C

302教室 12F 204教室 2B/3B

303教室 1I/3I 205教室 2A/3A

再試日程 開始時間 試験場 試験科目

2月17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、延着証明を提示してください。

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8日（水）4限】　体育2　試験会場

再試験日程　(令和4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2/17(金)まで）
　●再試験を受験するには、まず、2/13（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。


