
 

 

 

１学期の締めくくり・期末テスト 

 初めてのテストからひと月。あっという間に期末テストになりました。さあ、前回をふりかえり、しっかり計画を

たてて頑張りましょう。「同じ轍（てつ）を踏まず」ですよ。 

ロッカーの中身は整理されていますか？持って帰らなくていい＝勉強しなくていいではありません。毎日机

を整理するときに、今日の自分に必要なものは持ち帰るようにしましょうね。 

 テストが終われば、夏休みも近い！持ち物をきちんと管理して、さっと勉強できるようにしましょう。 
 

テストの時間割 

 ６/２２（水） ６/２３（木） ６/2４（金） 

１限 国語 社会 数学 

２限 理科 英語 技家（40分） 

３限 美術（４０分）   

 
 

テストの範囲やアドバイスなど 

教科 テスト範囲 提出物 アドバイス 

国
語 

教科書 

『ペンギンの防寒着』 

『クジラの飲み水』 

『音声のしくみとはたらき』 

『話し言葉と書き言葉』 

『空中ブランコ乗りのキキ』意味調

べ・人物相関図・ノートにまとめた

ところ（Ｐ64～66⑮行目） 

漢字ノート P１８～２3 

文法教科書 文の成分まで 

教科書Ｐ7、Ｐ12⓼まで 

ＪＫＴ４～６ 

 

 

 

 

① 授業ノート 

② 漢字ノート P２３まで 

 

 

【提出】 

国語係が集めて、出席番号順

に並べて国語科準備室へ。 

6/22(水)1７：00 締切  

 

教科書・ノートを読み返

し、内容を復習する。 

放課後学習プリントや白

プリント授業プリントも、

必ず見返しておく。 

文法については、教科書、

の問題を繰り返し復習す

る。 

 

理
科 

教科書 

P.３４～５９ ２章動物の特徴と分

類 

P204～２１９ 光の進み方、光の

通りぬけるときのようす 

学習のまとめ P256 光源～光の色

まで、力だめし P258 

 

学習整理 

P.１２～１９、P82～８５、 

P90、P91③、P104②③⑥⑦、

P1061 

 

ファイル 

授業で扱ったプリント 

①学習整理の整理ノート 

※テスト範囲を専用の書き込

みノートである整理ノート

（P5～８・41～44）に行い、

丸付け・間違い直しをして提

出。 

②授業で使ったノート 

③授業で使ったプリントは、

授業中にファイル点検をしま

す。 

 

〔提出〕 

理科係が①・②を集めて、出

席番号順に並べて第一理科室

へ。 

６/2２（水）17：00 締切 

 

教科書に漢字で出てくる

言葉は、漢字で正しく書け

るように練習してくださ

い。 

問題集などの問題を解い

て、丸つけをして、間違い

直しをする、をくりかえし

て学習してください。 

美
術 

・プリント「色の性質」 

・プリント「太陽の塔」 

・筆の種類 

・ポスターカラー（絵具セット）の

色の名前 

プリント 

「色鉛筆を使って表現してみ

よう」 

※未提出者のみ 

※その他にも未提出のプリン

トがあれば提出すること 

 

〔提出〕美術係が回収して職

員室まで 

6/24（金）17：00 締切 

 

基本的に暗記することば

かりなので、頑張って覚え

てください。漢字で習った

ものは漢字で書けるよう

にしておきましょう。 

実技テストもありますが

特に準備はいりません。 

詳しくは授業で説明しま

す。 

社
会 

教科書 P.18～21 

     25～65 
 
社会の自主学習 

本体の 

P.16 の 1・2 

P.17 の 4 

P.18 の⑬～㉕ 

 用語の確認⑥～⑧ 

P.20 の 2 

P.21 の３・4 の(5)(6) 

P.24～43 

① 授業ノート 

② 紫ファイル 

※放学プリントもとじる 

③ 社会の自主学習 

※テスト範囲を専用のノート

に行い、丸付け・間違い直し

をして提出 

 

【提出】 

社会科係が集め、出席番号順

に並べて職員室へ。 

6/23（木）17：00 締切 

 教科書の太字など、基本

的なところからコツコ

ツやろう。 

 JYOJI プリントも含め

て、配られたプリントを

すべて忘れずに学習し

よう。 

英
語 

教科書 

P.１９～２７（Unit 2） 

ワーク（スヌーピーの本） 

P.１６～２７ 

ファイル 

授業で配布したプリント全て 

ワーク（スヌーピーの本） 

P.１６～２７を〇付けして提

出 

〔提出〕 

英語係が集めて、出席番号順

に並べて職員室へ。 

その時に出せなかった人は 

６/２３（木）17：00 締切 

主な出題範囲は Unit２か

らになりますが、それ以前

に習っている文や単語も

頻出しますので、確認して

おくこと。 
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数
学 

教科書 

P58～62, P64 の６, P65 の 7 

P70～93, P100 の 1～6 

P101 の 8 と 9 

 

OKRA 

P34,35, P38,39,41 の大問 8 

P42～65, P70,71 の大問 5 

P67 の大問 2, P68 の大問 6 

 

数学ファイル 

授業プリント 

「正の数,負の数」 No.15,16 

「文字と式」   No.1～11 

 

※中間テストの基本的な計算問題 

 も復習として出題します。 

① OKRA 

テスト範囲のページを丸付

け・間違い直しまでして提出 

※範囲が複雑なので気を付けること 

 

② 数学ファイル 

とじるプリントは授業で指定

します。 

 

【提出】 

数学係が集めて、出席番号順

に並べて職員室へ 

6/24（金）17：00 締切 

※先に出した人は結構です 

テスト範囲が複雑になっ

ているので、わからない場

合は先生に確認してくだ

さい。 

習った語句や文字を使っ

た式のルールなど確認し

ておくこと。 

また、1 次式の加減乗除は 

できるようにしておきま

しょう。 

技
家 

【技術分野】 

教科書 

p.198～215、276～279 

プリント 

コンピュータのしくみとデジタル

化、デジタル化とデータ量、安全な

パスワードとはなど 

ノート 

※プリントを貼り付けておく 

 

[提出] 

6/2４（金）17:00 締切 

係があつめて職員室へ 

 

大事な語句はしっかり覚

えておかないと得点でき

ません。 

今後の予定 

6月 15日（水） 放課後学習会（国語） 

   16日（木） 放課後学習会（社会・英語） 

   17日（金） 放課後学習会（理科） 

   21日（火） 放課後学習会（数学） 

   22日（水） 期末テストスタート（～24日（金）） 

6月 27日（月） ほてん水３ 

30日（木） 特別時間割 

7月 1日（金） 校外学習 

   4日（月） ほてん水４ 

   5日（火） 一斉委員会 

   6日（水） 避難訓練 

   7日（木） 時程Ｂ・6時間目カット・個人懇談スタート（～15日（金）） 

   8日（金） 時程Ｂ・6時間目カット 

 


