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11街 22盲 (災 ) 楽岳 鵡 頂催砕者

11打 24旨 (栞 ) 催 歳綺・求推 攀

鰈 雛11街 25旨 (墾 ) 攀 曲

魏 範 囲 鋒・発智ヴ アドバイス

今回の試験は共通テス トです !

O教科書 Pl14～140,

150～ 156、 162～ 163

(5章古典に学ぶ～7章読みを深め含う)

O漢字マスター P36～51

0国十語の寧暫 P70～ 90、

94～ 97、 P103

0つますかない雙雲P20～ 21

・箋挙マスター

・国語の攀暫
。つますかない鯉

・燦 碕レート
☆鷲盟邑は壇量の発笙より盤籍
します(議耀希めtllリ テスト雪 ・ 躙 ・ 鞠

卜のため、漢字マスター

とは限 りません。

餅蓼獲轡tょぅ。また、雙隻イこっぃ
ては罰姜雙をききてし受忙皆とるよ
うにしておこう。

今までに召つた漢字も出題されるこ

とがあります。

・翌挙の笥

“

・古典の仮名遣い、農
国語

社 会

邁逸の教鴛警p48～ 65

遭逢あ旨望掌醤。36-43
鍔渇霙舌54～73

舗 &標綿 3-5

謹艶の教殺継 30-61

だ坐の坐 攀轡乙,色―

29(p12-15は世界の農箋は除く)

営生攀磐
)

は、間儀増あページ      雪ド
みの審鋸學轡あプリント

鳶亀は、憲篠もぁゎせてしっかり暫
えましょう。進艶は曽晶するだけで
なく、彗結の選篠や解 も氾鶴して
ぉこぅ。毬醜 セ曽った凸
さそすが、プリントやワーク、凸れ
箇解とょく板た間魁七邑ます。営生
攀警i晉継 を藻り蟹ししつかり

やりましょう。

電盗ノ 卜まとめ

電盗の営生攀瞥
)

(壁静 っ誉ぇ各ゎせ)

鞘 嘗ノートにする。
・昏地図存繋ぽ (誉ぇ合ゎ

せ)

理 科

教科書

花攀I P148～ 176

プリント:攀轡移リント
血 10・ 11。 呵2・ 13

黎カ リント

理機ノー ト

砲攀:P76～97・ 108日①①・108国・

109国・ 110国 目・ 111日

・理科ノート(*子攀に

かけているか、問題の

ページは1つ 1つ計撃に

番ぇ合ゎせ)

i鳶亀を

・獣贅の任ち②真株の巽

しつかりと暫えましょう。

遵無ノー卜の問題や寧暫プリント

をくり返しと漁きましょう。①乙

たことをしっかり損智し

ましょう。

堅好雲・霙め管・真株の樫督③水
継 霰の樫罫 卦勢の任考など髪

・ ノート

・ワーク(番え合わせ)

*提雀明については、整
塁の発生の増系に旋Ъこ

と。

・進臨を怒れすに舟つて

きてください。

鍋 も邑るので卦営わ套鳥怒普俗をもと

に昏誓しておきましょう。
.密洸・貿笠挽あグラフをズ)｀けるように

しておき意しょう。

ぴ

野礎当憩欝台あテストでも邑

30獣 31番、32獣 36番
。薮赳警P99～145まで
。ワーク P71～ 99まで

・新・

類隼

駅絲 範 囲 1鈴 ・榔 賜 :

アドバイス

英語

。衰織警P.58～82
・ ニューエンジョイワークP.64～

99
・ E‖an―go Un‖6 Unit7 Un‖ 8

※リスニングテストがあります。

。ニュースタテ
・
ィーノート

*銘出と鵞盟目は髪薬セ増

示します。尊岳の意徐、乗
雙汁鶏 慧徐をきいて是

Bビよ
つ

。ニュー・Iンツ`]イワーク

*提整晉は奥墨のテスト雪
日です。替え合ゎせ・管し
をして提盟3ること。

,3単現のsがつく文・路農超宕諺あ受七

し、著確数 扇縫畿、器醤とをかけ

るようにしておく。

・斜 県沼ぢ鶏・興総齢・鶏

(which,whoseな ど)震とヽ督を避津

し、鍵 きけるようにしておく。

縣

<は誉鵜 >
【,fレー下―ル】

ステッブ7ッフ°部礫 督 P.166～P,185

配付プリント

【マット逢勧】
ステッフ・アンフ°辞宅釣殿督 P.34～ P.41

<具絶雰寄>
豪織笞 P.44～ P,53

保鱗 醤ノート P,16～ P.25

・漂畿 ノ=ト

保健学習ノート P.16～
P。25の學督のまとめ

をやつて荒つけをして

提監ぢること。

・捜望で罰朗した斜碁とステップアップ

硝學み部 毅粁讐必擢誨して勉蓄

すること。
・パレーボールはコートのラインやルー

ルについても確認すること。またプリン

トでポイントをおさえておくこと。

・マット匙島は緩の繁続や摯、ど新を

確認しておくこと。

卜保健分野はノートの学習のまとめや

1籐の農 を絲 しておくこ∴

讐築

識娼】・属鉄・艶と狭クラス蓄・罪とんぼ

【整登私震監

【ワーク】P,14～ P,21、 P,36～ P,37、 P49

【その花消名
｀
(ドレミ)嘉みや鶴撃著魯、驚覆

器 、増独 など

※ワークは鰹 偽でやつIプリントを畿 すこと。

ているので集めません。 埠暑華缶こゃったことを思い出すこと。

箪解

”帥
録

裁対讐P15・ 16、 24～ 29、

7

表襦
・鰈 プリント榊 と鮭 Nα 5

～8(5秩 )

※舟ち楊:走義

習ノート(提出自由) プリント・敦群4・ ハンドブックの斜蓉をよく

鰹監しておきましょう。プリントのOの言美

を暫えることももちろん大切ですが、各か

れているすべての関悉をしつかりと理解し

てテスHこ鋲みましょう。製驀のルールや

=負
の謎い鉾、製琶もテスHこ凸ます。

|・ 豪紺善P98～ 99(談笠)

iP104～P109(獣 坐砕、お■養

粕 経毅ゃ築識も
・リンゴの飾り切について(包丁の

部位も答む)

・2学勇の寝業で配希したプリント
・ワーク(ハンドノート)

P54～ 55 P58～ P61

畑躯

・表辞犠とハンドノートをしっかりと見者しし

て用語をしつかりと暫えましょう。
・リンゴの衛栃切りの事斜プリントもしつかり

ておくこと。

μ筆勇はプリントもたくさん使用していま

。ハンドノートを部粕こプリントの見直しも

iしましょう。

なし

※ ストの日 よヽうにしましょう !


