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進路目標に向けて～夏編～ 
 卒年次生にとって大切な進路を決める夏の時期が到来しました。コロナウ

イルス感染症対策のため、いつもとは違う行動が求められている今年度です

が、７月１日（水）からは求人票が公開され、大学、短大、専門学校などの

オープンキャンパスも始まっています。 
 本校では、６月２１日(日)S6 のＨＲ時に卒年次生対象の進路講話が開か

れ、参加した皆さんも真剣な眼差しで講話を熱心に聞き入っていました。

また、７月３日(金)・７月１０日（金）の両日には就職のための実践講座

が開催されました。いよいよこれからが進路決定に向け大事な時期となり

ます。 
 卒年次生、在校生を問わず、スクーリング時に配付される進路通信には、

進路に関する大事な情報が載っています。保護者の方と一緒によく読んで、

各種申込みや締切期日を逃さないようにしましょう。みなさんが、それぞれ

の進路目標を目指し、有意義な夏を送りましょう。 

試験諸注意 

♢体育・書道は実技試験を行います。科目によっては実技の準備をしてこない場合は受験できません。 

♢１０分以上遅刻した場合は受験できません。（追試験・再試験も同様です。） 

♢他年次科目は、担任の指示に従い、指定の教室で受験してください。 

♢「受験上の心得」（生徒必携 P.8）に従って受験してください。また、試験中は携帯電話の電源を切ってください。

実技試験の場合も同様に電源を必ず切るようにしてください。 

前期試験が近づいてきました 
～夏休みが明けると、まもなく前期試験です～ 
日程：８月３０日（日） T1 試験 
    ９月 ６日（日） T2 試験 
   ※８月２９日（土） T1 試験（３修生科目） 
☆前期試験を受けるためには次の２つの条件を満たしていなければなりません。 
①リポート（有効期限が８月２７日のものまで）の評価を受けていること 
②前期試験までに必要な出席時数を満たしていること 

次ページ以降に試験注意・試験時間割・各教科の

試験範囲と学習ポイントが載っています。早めに

確認し、分からないことは教科担任の先生に相談

するなどして勉強しましょう。 

☆追試験について・・・当日、やむを得ない事情で受験できない場合は、そのことを証明する用紙を添えて、 
追試受験願を提出してください。許可されたときは、指定された日時で追試験を受験 
してください。 

☆再試験について・・・２０点未満の場合は、再試験の対象になるのでしっかり学習して受験してください。 

※追試験日・・８月２９日（土）、８月３０日（日）については９月３日（木）、９月６日（日）については９月９日（水） 

※再試験日・・８月２９日（土）、８月３０日（日）、９月６日（日）共に９月１６日（水） 
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令和２年度 前期試験時間割 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時 間

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 　科　　目　 教室

２年次三修

(６２)

３年次三修

(６３)

第１体育館→７階

１体

８月２９日（土）　令和２年度　試験時間割　〈前期Ｔ（３修）〉

 １１：００
     　～ １１：４５

 １２：００
     　～ １２：４５

1

 ９：００
       ～９：４５

 １０：００
       ～ １０：４５

地学基礎 62

国語表現
古典Ｂ
数学Ｂ

63英語表現Ⅰ 63 63

倫理 62 数学Ⅱ（２） 62 体育４

コミュ
英語Ⅱ（２）

63 音楽Ⅱ

2 3 4

昼食

時 間
12:40～
１3:05

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目　 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室

１ Ａ

(61)

１ Ｂ

(6２)

１C

(6３)

２ Ａ

(64)

２ Ｂ

(65)

２ C

(66)

３ Ａ

(５1)

３ Ｂ

(５2)

３Ｃ

(５3)

４ Ａ 41

(4１) 書道室

４ Ｂ 41

(42) 書道室

４ Ｃ 41

(43) 書道室

※自習室は４４・５７教室となります。　　追T1は９／３（木）、再T1は９／１６（水）に実施します。

第１体育館→７階　　第２体育館・多目的教室→６階　　音楽室・書道室・調理室・被服室→５階　　情報教育室・視聴覚室・物理地学実験室・化学生物実験室→４階　

他年次科目
（２・３年は多目的教室）

（４年は視聴覚室）

体育１、体育３は第1体育館集合です。
国語総合（１）、数学Ⅰ、科学と人間生活、体育１、社会と情報、国語総合（２）、世界史Ｂ、数学Ａ、コミュニケーション英語Ⅰ、数学Ⅱ（１）旧、
地理Ｂ、数学Ⅱ（２）、体育３、簿記（１）、コミュニケーション英語Ⅱ（１）（変更がある場合は、掲示でお知らせします。）
（時間割は個人によって異なりますので、後日、試験科目一覧表にて確認してください。）
（６校時以降に試験を実施することもあります。）

英語表現Ⅰ
簿記（２）

43

倫理 42

音楽Ⅱ
書道Ⅱ

42

43

家庭総合（２） 42
英語表現Ⅰ
簿記（２）

体育３ １体
コミュ
英語Ⅱ（１）

53 53

国語総合(2) 65

簿記（１） 51

国語総合(2)

64 国語総合(2)

数学Ａ 66

１体体育１

数学Ａ 64

国語総合(1)

社会と情報 61 体育１ １体

8

16:10
　　～16:55

国語総合(1) 61

家庭総合（２） 43 ＨＲ 43倫理

ＨＲ

ＨＲ 42
音楽Ⅱ
書道Ⅱ

数学Ⅱ（２） 53 地理Ｂ 53

52
コミュ
英語Ⅱ（１）

52 52

ＨＲ 41
音楽Ⅱ
書道Ⅱ

53 簿記（１）

52 ＨＲ体育３ １体 簿記（１）

倫理 41
英語表現Ⅰ
簿記（２）

4141 家庭総合（２）

数学Ⅱ（２） 51 地理Ｂ

数学Ⅱ（２） 52 地理Ｂ

51 ＨＲ体育３ １体 51

66ＨＲ 66

コミュ
英語Ⅱ（１）

51

コミュ英語Ⅰ 66 世界史Ｂ 66

コミュ英語Ⅰ 65 世界史Ｂ 65 ＨＲ 65数学Ａ 65

コミュ英語Ⅰ 64 世界史Ｂ 64

63科学と人間生活 63

 10:00
       ～ 10:45

 11:00
       ～ 11:45

 11:55
     　～ 12:40

数学Ⅰ 63 ＨＲ国語総合(1) 63

ＨＲ科学と人間生活 62 数学Ⅰ 62 62

5

62

 9:00
       ～ 9:45

 13:10
       ～13:55

社会と情報

科学と人間生活 61 数学Ⅰ 61 61ＨＲ

 ８月３０日(日）　　令和２年度　　試験時間割　〈前期Ｔ１〉

1 2 3 4 6 7

15:10
　　～15:55

 14:10
       ～14:55

ＨＲ 64

社会と情報 63

62 体育１ １体

昼食

時 間
12:40～
　１3:05

科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目　 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室 科　　目 教室

１ Ａ

(61)

１ Ｂ

(6２)

１C

(6３)

２ Ａ

(64)

２ Ｂ

(65)

２ C

(66)

３ Ａ

(５1)

３ Ｂ

(５2)

３Ｃ

(５3)

４ Ａ

(4１)

４ Ｂ

(4２)

４ Ｃ

(4３)

横手高校個人併修

(57)

他年次科目
（２・３年は多目的教室）

（４年は視聴覚室）

体育２、体育４は第1体育館集合です。書道Ⅰは書道室で行います。
現代社会、化学基礎、保健、コミュニケーション英語基礎、物理基礎、生物基礎、体育２、音楽Ⅰ、家庭総合（１）２年、現代文Ｂ、書道Ⅰ、
家庭総合（１）３年、情報処理（変更がある場合は掲示でお知らせします。）
（時間割は個人によって異なりますので、後日、試験科目一覧表にて確認してください。）
（６校時以降に試験を実施することもあります。）

古典B 57

43 終業式・ＨＲ 43 体育４ １体
国語表現
古典B
数学Ｂ

43
コミュ
英語Ⅱ（２）

43 地学基礎

国語表現
古典B
数学Ｂ

42
コミュ
英語Ⅱ（２）

42 地学基礎 42

41 体育４ １体

終業式・ＨＲ 42 体育４ １体

53

国語表現
古典B
数学Ｂ

41
コミュ
英語Ⅱ（２）

41 地学基礎 41 終業式・ＨＲ

52 書道Ⅰ 書道室

情報処理 53 終業式・ＨＲ 53 現代文Ｂ書道Ⅰ 書道室
家庭総合（１）
３年

53

52
家庭総合（１）
３年

情報処理

書道室 終業式・ＨＲ 51 現代文Ｂ 51

終業式・ＨＲ 52 現代文Ｂ 52

家庭総合（１）
３年

51 情報処理 51 書道Ⅰ

家庭総合（１）
２年

66
物理基礎
生物基礎

66 体育２ １体 終業式・ＨＲ 66

65 音楽Ⅰ 65１体 終業式・ＨＲ

音楽Ⅰ 66

家庭総合（１）
２年

65
物理基礎
生物基礎

65 体育２

１体 終業式・ＨＲ 64 音楽Ⅰ 64
家庭総合（１）
２年

64
物理基礎
生物基礎

64 体育２

現代社会 63 終業式・ＨＲ 63 コミュ英語基礎 63化学基礎 63 保健 63

62 終業式・ＨＲ 62 コミュ英語基礎 62

61

化学基礎 62 保健 62 現代社会

61 終業式・ＨＲ 61 コミュ英語基礎化学基礎 61 保健 61 現代社会

 9:00
       ～ 9:45

 10:00
       ～ 10:45

 11:00
       ～ 11:45

 11:55
     　～ 12:40

 13:10
       ～13:55

 14:10
       ～14:55

15:10
　　　　～15:55

 ９月６日(日）　　令和２年度　　試験時間割　〈前期Ｔ２〉

1 2 3 4 5 6 7 8

 16:10
       ～16:55

第１体育館→７階　　第２体育館・多目的教室→６階　　音楽室・書道室・調理室・被服室→５階　　情報教育室・視聴覚室・物理地学実験室・化学生物実験室→４階　

※自習室は４４教室となります。　　追T2は９／９（水）、再T2は９／１６（水）に実施します。
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■◇□◆試験範囲と学習のポイント◆□◇■ 

１年次科目 
国語総合（１） リポート１～５ 
現代文 随想「海流」教科書Ｐ１０～評論「無

彩の色」教科書Ｐ４８～「詩三編」教科書Ｐ６

７～７８  
古文 「古文に親しむ」教科書Ｐ２４６～２４

９、Ｐ２５２～２５３  
漢文 「漢文入門」教科書Ｐ３１８～３２３ 
学習書 教科書の教材を解説している部分 
リポート 第１回～第５回   
〇学習法 リポートを中心に。教科書・学習書

の本文やの説明・解説・プリント等をよく復習

し、リポートの設問を解き直すこと。範囲が広

いので、がんばろう。 
 
現代社会  教科書 P6～91 

学習書 P8～75 

リポート No.１～３ 
 リポート・スクーリングプリントを中心に出

題します。地球環境問題、資源・エネルギー問

題、生命倫理、少子高齢化、近代科学の成立、

日本人の思想、日本国憲法、日本の政治機構の

基本用語と表・グラフの読み取り方、人物名と

思想内容を学習してきてください。 

 
数学Ⅰ    教科書 Ｐ１４～６１ 

学習書 Ｐ１６～４７ 
リポート No.１～４ 

 教科書、学習書を参考にしてリポートを何回

も復習してください。展開や因数分解、ルート

の計算ができること、不等式や２次方程式(解の

公式を含む)が解けること、１次関数・２次関数

の基本的なことをしっかりと復習して試験にの

ぞみましょう。 
 
科学と人間生活 

○教科書 
ｐ4～ｐ37、ｐ62～ｐ85、ｐ212～ｐ213 

○学習書 

ｐ5～ｐ25、ｐ42～ｐ48 

○リポート No1、2、3 

教科書をよく読み、太字の部分に力を入れて学

習すること。スクーリングで配付したプリント、

リポート、学習書をよく復習してテストに備え

てください。 

化学基礎   教科書  p. 26～83 
学習書    p. 20～71 
リポート  No. 1～3 

①原子番号 1 番～20 番までの元素名・元素記

号・電子配置を書けるように。 
②混合物の分離と精製法 

③教科書、学習書、リポートにあるイオン、分

子、物質の名称と化学式 
※スクーリングで使用したプリント、教科書、

リポートをしっかり復習すること。 
 
体育１  実技試験のみ実施 
 試験の内容は、バスケットボール、卓球、バ

ドミントンの選択している種目ごとに分かれ、

種目ごとに１～２の技術試験を行います。スク

ーリングを通して試験内容は発表されます。 
 実技試験の時も授業同様、内履き(スポーツシ

ューズ<白靴と赤紐>)、運動着上下を忘れないよ

うに。忘れ物がある、または服装が良くなけれ

ば試験を受けることはできません。 
 
保健   教科書 P5～61、P110～111 

学習書 P11～59 
リポート No.1～3 

以上範囲で出題します。リポートの問題では

問題形式を変えて出題します。 
 
コミュニケーション基礎英語 
教科書 表紙裏～４５ページまで 

（Classroom English, Warm up 1～6, 

Lesson１～５）  リポート No.１～３ 

主にリポート３枚と教科書の本文から出題し

ます。リポート３枚と教科書を繰り返し学習し

てください。 
社会と情報 
・教科書  ｐ.2～33、144～157（ｐ.4～7、155

～156 は除く） 
・学習書  ｐ.8～29、94～95 

・リポート No.１～３ 
※筆記試験のみ実施。リポートを中心に出題し

ます。リポートをしっかりと見直しておいて

ください。特に 10 進法、2 進法、16 進法の変

換方法について確実に理解しておきましょう。 
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――――――――― ◆◇◆ 貴重品は自分で管理しましょう◆◇◆ ―――――――――― 

２年次科目 
国語総合（２） リポート NO.１～４ 
【現代文】教科書Ｐ１０～「海流」、Ｐ３６～「ドライ

クリーニング」、Ｐ８０～「羅生門」   
【古文】教科書Ｐ２５４～「用光と白波」、Ｐ２５８～

「絵仏師良秀」   
【漢文】Ｐ３３２～「唐詩八首」 
○リポート、授業プリント中心に出題します。本文を読

み、2，3 回解き直してくること。 
 
世界史Ｂ  教科書  ｐ18～127 

      学習書  ｐ10～82 

      リポート No１～６ 
 リポートとＳ７までの授業プリントと授業内容を中心に出

題します。地図問題と１、２問の論述問題も出題します。ま

た、以下に指定したリポートの大問はとくに重要視して出題

しますが、当然他の大問からも出題するので注意すること。

他科目より量が多いので計画的に学習すること。 指定リポ

ート１－Ⅳ、２－Ⅰ、３－Ⅳ、４－Ⅱ、５－Ⅲ、６－Ⅱ 
 
数学Ａ    教科書Ｐ６～３５  

学習書Ｐ６～２４  
リポート No.１～３ 

 教科書、学習書を参考にしてリポートを中心に復習し

ましょう。和集合の要素の個数の問題、順列と組合せの

計算や問題、確率、余事象の確率の問題など、スクーリ

ングプリント・リポートを繰り返し解いて試験に備えま

しょう。 
 
数学Ⅱ（１）旧 教科書Ｐ１０～５２  

学習書Ｐ８～３９ リポート No.１～３ 
リポートの内容とスクーリングプリントの内容を中

心に出題します。分数式や複素数の計算、解の公式、判

別式、解と係数の関係を確認し、２点間の距離、内分点、

外分点、重心は必ず出題しますので、しっかり復習して

おきましょう。 
 
物理基礎     
 ○教科書 p.10～79 
 ○学習書 p.6～77 
  ○リポート 第 1 回～第 3 回 
 ※主にリポートから出題します。リポートは何度も解 

き直し、解法に慣れておくこと。 
  単位、符号を正しく使えるように勉強すること 
生物基礎 

○教科書 ｐ１２～ｐ７６ ｐ４～ｐ５ 

○学習書 ｐ１０～ｐ５９ 

○リポート No1、2、3 

 教科書をよく読み、太字の部分に力を入れて学習する

こと。スクーリングで配付したプリント、リポート、学

習書をよく復習してテストに備えてください。 
 
体育２      実技試験のみ実施 

試験の内容は、バスケットボール、卓球、バドミント

ンの選択している種目ごとに分かれ、種目ごとに２～３

の技術試験を行います。スクーリングを通して試験内容

は発表されます。 
 実技試験の時も授業同様、内履き(スポーツシューズ<

白靴と赤紐>)、運動着上下を忘れないように。忘れ物が

ある、または服装が良くなければ試験を受けることはで

きません。 
 

 

音楽Ⅰ     

 リポート No.１～No.3  教科書 P110～113 スク

ーリングプリント No.1~4 
主にリポートから出題します。繰り返し学習してきて

下さい。 
 
コミュニケーション英語Ⅰ  
教科書 P8～50 Warm Up 1    ～ Lesson 5 
学習書 P7～54 Pre-Lesson 1 ～ Lesson 5 

リポート No. １～４  
主にリポートと教科書の本文から出題します。英単語

や英文理解のため、リポート、教科書、学習書を用いて

繰り返し復習しましょう。 
 
家庭総合（１）２年   

教科書 Ｐ１００～１２７, ２２２～２４５ 

学習書 Ｐ ６８～ ８７, １４４～１５５ 

リポート No.１～２ 

 リポート・スクーリングで使用したプリントから出題

します。用語やその意味を理解し正確に記入できるよう

に学習してください。 

 

３修倫理  教科書 Ｐ6～104 

学習書 Ｐ8～73 

リポート No.１～３ 

 リポート・スクーリングプリントを中心に出題します。各

思想・宗教に関連する人物とその内容をよく確認しておきま

しょう。必出事項は、ギリシャ思想・仏教・キリスト教・イ

スラーム・中国の思想・日本人の精神風土・外来思想と日本

の伝統思想です。 
 
３修地学基礎 
 ○教科書 p.46～73，88～101 
 ○学習書 p.36～56，62～72 
  ○リポート 第 1 回～第 3 回 
 ※リポートから出題します。語句はもちろん、図を用

いた問題、計算にも答えられるよう、テスト勉強を

してきてください。 
 
３修体育４   実技試験のみ実施 

試験の内容は、サッカーの２～３の技術で試験を行い

ます。スクーリングを通して試験内容は発表されます。 
 実技試験の時も授業同様、内履き(スポーツシューズ<

白靴と赤紐>)、運動着上下を忘れないように。忘れ物が

ある、または服装が良くなければ試験を受けることはで

きません。 
 
３修数学Ⅱ（２） 

教科書 Ｐ１０２～１３３ 
学習書 Ｐ７８～１０１ 

リポート No.１～３ 
 リポート内容を中心に出題します。リポートの学習内

容を教科書、学習書、スクーリングプリントを参考にし

てしっかりと復習しましょう。指数関数、対数関数、５

章の１節 微分係数と導関数の中に出てくる問題を何回

も解いてテストに備えて下さい。 

 

 

 



 秋田県教育委員会認可通信教育   (5) 
 

――――――――― ◆◇◆ 出していないリポートを提出しましょう！◆◇◆ ―――――――――― 

３年次科目 
現代文Ｂ 教科書 Ｐ８１「マジ？」 Ｐ１５「私という

自分」 Ｐ９８「ナイン」 
Ｐ２６７「僕らの時代のメディア・リテラシー」(「コミュ

ニケーションの文化」は除く) 
○学習書 教科書教材の範囲 ○リポート No.1～3・5 
○学習法 リポートを中心に出題するので、教科書の本

文・学習書の説明･板書(ノート)の内容･学習プリント(スタ

ディがいど)等をよく読み、改めてリポートの設問を学習す

ること。国語総合に比べて、記述による解答が増えるはず。

教科書付録･国語便覧（授業プリントで配布します）の「語

句の知識」は１～３・５回のリポートの中から出題する。

範囲を調整するため、「コミュニケーションの文化」は除く。 
 
地理Ｂ 教科書 Ｐ6～200  学習書 Ｐ8～105 

リポート No.１～６ 
リポート・スクーリングシートを中心に出題します。地

形・気候・資源と産業・人口、村落・都市など各分野の用

語のほか、時差の計算、地点の経緯度といった作業、統計

の読み取りなどもしっかり確認しましょう。 
 
数学Ⅱ（２） 教科書 Ｐ１０２～１３３ 
学習書 Ｐ７８～１０１   リポート No.１～３ 
 リポート内容を中心に出題します。リポートの学習内容

を教科書、学習書、スクーリングプリントを参考にしても

う一度しっかりと復習しましょう。指数関数、対数関数、

５章の１節 微分係数と導関数の中に出てくる問題を何回

も解いてテストに備えて下さい。 
 
体育３  （２単位）  実技試験のみ実施 

（３単位）  実技試験のみ実施 
試験の内容は、バスケットボール、卓球、バドミントン

の選択している種目ごとに分かれ、種目ごとに２～３の技

術試験を行います。スクーリングを通して試験内容は発表

されます。 
 実技試験の時も授業同様、内履き(スポーツシューズ<白

靴と赤紐>)、運動着上下を忘れないように。忘れ物がある、

または服装が良くなければ試験を受けることはできません。 
 
書道Ⅰ 
 実技試験のみ実施します。（試験開始の５分前に準備を完

了してください。） 
 教科書 を含む書 道 用 具 一 式 を必 ず持 参してください。練

習用の半紙、墨液も不足のないように確認し、準備して

きてください。忘れ物があると試験は受けられません。

用具の貸し借りもできません。 
 【課題１】 楷書 Ｐ２０ 九成宮醴泉銘『風景』 
 【課題２】 楷書 Ｐ２６ 自書告身『制度』 
 
コミュニケーション英語Ⅱ（１） 

教科書   Ｐ．００９～０３３ Lesson1~Lesson3 
学習書   Ｐ．７～３４  リポート No.１～３ 
主にリポートから出題します。リポート３枚と教科書各

Lesson の本文を中心に、繰り返し学習してください。第３

回リポートは有効期限と試験日が近いので、提出期限まで

に必ず提出しましょう。 
 
家庭総合（１）３年  

教科書 P100～127, 222～245 

学習書 P68～87, 144～155     

リポート No.１～２ 

 リポートを中心に出題します。用語やその意味を理解し

正確に記入できるように学習してください。 
 
 
 

簿記（１） 
・教科書  ｐ.8～56 

・学習書  ｐ.10～34 

・リポート No.１～２ 

※リポートとスクーリングの内容から出題。特に、スクー

リングでやった内容を重点的に出題するので復習してお

くこと。また、試験当日は電卓を持参すること。貸し出

しは行いません。なお、携帯電話等の電卓機能の使用は

認めません。使用した場合はカンニングと見なします。 
 
情報処理 
・教科書  ｐ.6～113 
・リポート No.１～２ 
※筆記試験のみ実施。リポートとスクーリングの内容から

出題。特に、スクーリングで学習した計算式（関数や算

術演算子等）を復習しておくこと。 
 
３修国語表現    
教科書「要約の方法」「文章表現の基礎」 
「人とつながる言葉」「面接」 
リポート NO.１～５ 
○学習法 リポートを中心に出題します。教科書、学習書、

学習プリントをよく読んで、リポートは解き直してくるこ

と。 
 
３修古典Ｂ リポート NO.１～５ 
【古文】『古本説話集』「平中が事」、『古今著門集』「小式部

内侍が大江山の歌の事」、『竹取物語』「火鼠の皮衣」、『伊勢

物語』「初冠」、『徒然草』「奥山に猫またといふものありて」

「よろづのことは頼むべからず」 
【漢文】「助長」、「嬰逆鱗」、「画竜点睛」、『十八史略』「褒

姒大笑」「背水之陣」 
○リポート、授業プリントを中心に出題します。本文を読

み、2，3 回解き直してくること。 
 
３修数学Ｂ   教科書  Ｐ6～39 

リポート  No.１～５ 
スクーリングで取り上げた教科書の問題やリポートを中心

に出題します。問題を繰り返し解いて、記述力・計算力を

つけておきましょう。特に数列に関する公式は正確に暗記

しておくこと。 
 
３修音楽Ⅱ    
リポート No.１～No.3  教科書 P106～107 スクーリ

ングプリント No.1~3 
主にリポートから出題します。繰り返し学習してきて下

さい。 
 
３修コミュニケーション英語Ⅱ（２） 

教科書  p.63～p.92  Lesson ６～８、文法のまとめ 
学習書   p.55～p.88 
リポート  No.１～３ 
主にリポートから出題します。リポート３枚と教科書各

Lesson の本文を中心に、繰り返し学習してください。 
 
３修英語表現Ⅰ 

教科書  p.9～p. 54 Lesson １～１０ 
学習書   p.13～p.56  
リポート  No.１～３ 

教科書・学習書・リポートから出題します。リポート３

枚と教科書・学習書各 Lesson の Target、Focus、Exercises
を中心に、繰り返し学習してください。 

 

 



 秋田県教育委員会認可通信教育   (6) 
 

――――――――― ◆◇◆ 貴重品は自分で管理しましょう◆◇◆ ―――――――――― 

４年次科目 
国語表現 教科書「要約の方法」「文章表現の基礎」

「人とつながる言葉」「面接」 
リポート NO.１～５ 
○学習法リポートを中心に出題します。教科書、学

習書、学習プリントをよく読んで、リポートは解き

直してくること。 
 
古典Ｂ リポート NO.１～５ 
【古文】『古本説話集』「平中が事」、『古今著門集』「小

式部内侍が大江山の歌の事」、『竹取物語』「火鼠の皮

衣」、『伊勢物語』「初冠」、『徒然草』「奥山に猫また

といふものありて」「よろづのことは頼むべからず」 
【漢文】「助長」、「嬰逆鱗」、「画竜点睛」、『十八史略』

「褒姒大笑」「背水之陣」 
○リポート、授業プリントを中心に出題します。本

文を読み、2，3 回解き直してくること。 
 
数学Ｂ  教科書  Ｐ6～39 

リポート  No.１～５ 
スクーリングで取り上げた教科書の問題やリポート

を中心に出題します。問題を繰り返し解いて、記述

力・計算力をつけておきましょう。数列に関する公

式は正確に暗記しておくこと。 
 
倫理    教科書    Ｐ6～104 

学習書    Ｐ8～73 
リポート    No.１～３ 

リポート・スクーリングプリントを中心に出題し

ます。各思想・宗教に関連する人物とその内容をよ

く確認しておきましょう。必出事項は、ギリシャ思

想・仏教・キリスト教・イスラーム・中国の思想・

日本人の精神風土・外来思想と日本の伝統思想です。 
 
地学基礎 
 ○教科書 p. 46～73，88～101 
 ○学習書 p. 36～56，62～72 
  ○リポート 第 1 回～第 3 回 

※リポートから出題します。語句はもちろん、図

を用いた問題、計算にも答えられるよう、テス

ト勉強をしてきてください。 
 
体育４（２単位）  実技試験のみ実施 

（３単位）   実技試験のみ実施 
バスケットボール、卓球、バドミントンの選択し

ている種目ごとに２～３の技術試験を行います。ス

クーリングを通して試験内容は発表されます。 
 実技試験の時も授業同様、内履き(スポーツシュー

ズ<白靴と赤紐>)、運動着上下を忘れないように。忘

れ物がある、または服装が良くなければ試験を受け

ることはできません。 
 
音楽Ⅱ 
リポート No.１~No.3  教科書 P90~107 
スクーリングプリント No.1~3  

 
 
 
 
 
書道Ⅱ 
 実技試験のみ実施します。（試験開始の５分前に準

備を完了してください。） 
 教科書 を含む書 道 用 具 一 式 を必 ず持 参してくださ

い。練習用の半紙、墨液も不足のないように確認

し、準備してきてください。忘れ物があると試験

は受けられません。用具の貸し借りもできません。 
 【課題１】 行書 Ｐ２０ 集王聖教序『積雪』 
 【課題２】 隷書 Ｐ３６ 礼器碑『青龍』 
 
コミュニケーション英語Ⅱ（２） 

教科書  p.63～p.92  Lesson ６～８、文法のまと

め 
学習書   p.55～p.88 
リポート  No.１～３ 

主にリポートから出題します。リポート３枚と教

科書各 Lesson の本文を中心に、繰り返し学習してく

ださい。 
 
英語表現Ⅰ  
教科書  p.9～p. 54 Lesson １～１０ 
学習書   p.13～p.56  
リポート  No.１～３ 

教科書・学習書・リポートから出題します。リポ

ート３枚と教科書・学習書各LessonのTarget、Focus、
Exercises を中心に、繰り返し学習してください。 
 
簿記（２） 

・教科書  ｐ.78～186 

・学習書  ｐ.42～77 

・リポート No.１～２ 

※リポートとスクーリングの内容から出題。特に、

スクーリングでやった内容を重点的に出題するの

で復習しておくこと。また、試験当日は電卓を持

参すること。貸し出しは行いません。なお、携帯

電話等の電卓機能の使用は認めません。使用した

場合はカンニングと見なします。 

 

家庭総合（２）   
教科書  Ｐ１４～７１ 
学習書  Ｐ ８～４４ 
リポート No.１～２ 
リポート・スクーリングで使用したプリントから

出題します。用語やその意味を理解し正確に記入で

きるように学習してください。 
 
 
 
 

主にリポートから出題します。繰り返し学習して

きて下さい。 
 
 

 
 
 
 

本日（７月１２日）配付のリポートは８月２０

日（木）が提出期限です。 

８月２７日（木）は７月５日配付と本日配布の

リポートの有効期限日です。 

リポートは提出期限までに提出しましょう。 


