




① 単元テストの弱点補強
　　⇒　できなかった問題を集中的に学習！！

1 2 3 4 5 6 合計

/3 /1 /2 /1 /2 /3 /12

1 　次の各問に答えなさい。
　⑴　次の数の中で，負の数を選びなさい。

　　－1�5　　　＋4　　　－ 3―4　　　0　　　＋15

答え�

　⑵　次の数を，符号をつけて表しなさい。
　　①　0より7�2小さい数� ②　0より3大きい数

　　　　　　　　答え� 　　　　　　　　　答え�

2 　海面の高さを基準の0ｍとし，海面より3ｍ高いことを＋3ｍと表すとき，海面より7ｍ低いこ
とはどのように表されるか，答えなさい。

� 答え�

3 　次の文を負の数を使わない言い方に直しなさい。
　⑴　－30円の値上げ　� ⑵　－9小さい

　　　　　　　　答え� 　　　　　　　　　答え�

4 　次の数直線上の点Aと点Bに対応する数を答えなさい。

� 答え　点 A…　　　　　　，点 B…　　　　　　

O ＋5－5

A B

5 　次の各問に答えなさい。
　⑴　次の数を，不等号を使って小さい順に表しなさい。

　　　－4，＋ 2―3，0，－3�8　

� 答え�

　⑵　－3�8より大きい整数のうち，最も小さい整数を答えなさい。

� 答え�

6　次の各問に答えなさい。
　⑴　－4の絶対値を答えなさい。

� 答え�

　⑵　絶対値が7になる数をすべて答えなさい。

� 答え�

　⑶　絶対値が3以下の整数をすべて答えなさい。

� 答え�

クラス　　　　　氏名　　　　　　　　　　　

 目安時間：6分

中１数学　単元テスト 01

正誤によって
出題が変わる！

中２Ｖ・ＳＰコース【英語】単元テスト 04 中２Ｖ・ＳＰコース【英語】単元テスト 04

1 　Ken plays tennis. の文末にnext Sundayを加え，will を使って未来の文に書き換えなさい。

　　　 

2 　次の語句の短縮形を書きなさい。
　　　①　I will  →  　　　　　　　　　　　　　　　

　　　②　you will  →  　　　　　　　　　　　　　　　

3 　I will go shopping tomorrow. を否定文に書き換えなさい。

　　　 

4 　次の語句の短縮形を書きなさい。
　　　will not   →  　　　　　　　　　　　　　　　

5 　You will visit your aunt tomorrow. を疑問文に書き換えなさい。

　　　 

6 　Will it be rainy tomorrow morning? に Yes と No でそれぞれ答えなさい。

　　　①　Yes, 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　.　　②　No, 　　　　　　　　　  　　　　　　　　　.

7 　Your father will make a chair next Saturday. を下線部を尋ねる疑問文に書き換えなさい。

　　　 

8 　John will help Mary with her homework. を下線部を尋ねる疑問文に書き換えなさい。

　　　 

9 　Mary will play tennis tomorrow. を下線部を尋ねる疑問文に書き換えなさい。

　　　 

10　I will get up at six. を be going to を用いて書き換えなさい。

　　　 

11 　They won’t visit me next Sunday. を be going to を用いて書き換えなさい。

　　　 

12 　Will Emi wash her car tomorrow? を be going to を用いて書き換えなさい。

　　　 

クラス 氏名未来②（will）
目安時間：７分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計

/1 /2 /1 /1 /1 /2 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /14

中３理科 単元テスト05「化学変化とイオン」SB 合計　　　　　　点

1　次の各問いに答えなさい。

⑴　原子は，中心にある ⒜  と，そのまわりにある 
⒝  からできている。⒜，⒝にあてはまる語句を書き

なさい。（完答）

⑵　原子の中心にあり，＋の電気をもっているものは何か。

⑶　原子の中心にあり，電気をもっていないものは何か。

1⑴⒜　　　　　　　　　

　　⒝　　　　　　　　　

　⑵　　　　　　　　　　

　⑶　　　　　　　　　　

1
/３

4　次の各問いに答えなさい。
⑴　電解質が水溶液中でイオンに分かれることを何という
か。

⑵　次の空欄にイオン式を書いて，⑴のようすを表す式を完
成させなさい。（各完答）

2　次の各問いに答えなさい。
⑴　電子を放出した原子は何になるか。

⑵　電子を受けとった原子は何になるか。

⑶　次の表の空欄にイオン式を書きなさい。

3　次の各問いに答えなさい。
⑴　水に溶かしたとき，電流が流れる物質を何というか。

⑵　水に溶かしても，電流が流れない物質を何というか。

2⑴　　　　　　　　　　

　⑵　　　　　　　　　　

　⑶　（表に記入）　　　　

2
/11

3⑴　　　　　　　　　　

　⑵　　　　　　　　　　

3
/３

4⑴　　　　　　　　　　

　⑵　（空欄に記入）　　　

4
/５

水素イオン ナトリウムイオン 銅イオン マグネシウムイオン 亜鉛イオン

バリウムイオン 水酸化物イオン 塩化物イオン 硫酸イオン

⑶　*⑴の固体を水に溶かすと電流が流れるしくみを簡単に書きなさい。

           　　

           　　

塩化銅 → ＋

塩化水素（塩酸） → ＋

硫酸 → ＋

水酸化バリウム → ＋

5　次の各問いに答えなさい。
⑴　*塩酸の電気分解を行ったとき陰極で起こる変化を，電子の受け渡しを含めて簡単に
説明しなさい。

           　　

           　　

⑵　*塩酸の電気分解を行ったとき陽極で起こる変化を，電子の受け渡しを含めて簡単に
説明しさい。

           　　

           　　

5
/２

6　次の各問いに答えなさい。
⑴　硝酸銀水溶液に銅線を入れると，水溶液の色は何色に
変化するか。

⑵　硫酸銅水溶液に亜鉛板を入れると，固体として現れる
のは亜鉛と銅のどちらか。

⑶　塩化鉄水溶液にマグネシウムリボンを入れると，イオンに
なるのは鉄とマグネシウムのどちらか。

6⑴　　　　　　　　　　

　⑵　　　　　　　　　　

　⑶　　　　　　　　　　

6
/３

クラス　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　

３Aコース社会　単元テスト 02【範囲：ヨーロッパ人との出会い～自由民権運動】
　次の各問いに答えなさい。解答は別紙の解答用紙に記入しなさい。

１　＜ヨーロッパ人との出会い＞次の各問いに答えなさい。

　①　1492 年、カリブ海の島（西インド諸島）に到達し、アメリカ大陸発見に導いたのは誰か。

　②　1498 年、喜望峰をまわってインドに到達した人物は誰か。

　③　ローマ教皇の免罪符販売に抗議し、1517 年、ドイツで宗教改革を始めたのは誰か。

　④　1543 年に、ポルトガル人によって鉄砲が伝えられた日本の島はどこか。

　⑤　フランシスコ・ザビエルらが所属し、カトリック教会の改革の中心となった組織を何というか。

２　＜全国統一事業と桃山文化＞次の各問いに答えなさい。

　①　琵琶湖畔に安土城を築き、城下町で楽市・楽座の政策を行った戦国大名は誰か。

　②　1575 年に起こった、①の人物が鉄砲を有効に用いて武田勝頼の軍を破った戦いを何というか。

　③　豊臣秀吉が行った、ものさしやますを統一して全国の土地を調査し、収穫量を石高で表した政策を何というか。

　④　豊臣秀吉が行った、武力による一揆を防ぐために、農民の武器を取り上げた政

　　策を何というか。

　⑤　桃山文化の時代にふすまや屏風に絵を描いた人物で、代表作に右の「唐獅子図

　　屏風」などの作品があるのは誰か。

３　＜江戸幕府の成立と外交政策＞次の各問いに答えなさい。

　①　関ヶ原の戦いに勝利し、1603 年に征夷大将軍に任じられて江戸幕府を開いたのは誰か。

　②　関ヶ原の戦い以後に徳川氏に従った大名のことを何というか。

　③　第３代将軍徳川家光が武家諸法度に追加した、大名に１年おきに江戸と領地を往復させる制度を何というか。

　④　1637 年に九州で起こった、キリシタンや農民らによる大規模な反乱を何というか。

　⑤　鎖国体制の時にも長崎で貿易を認められた国を二つ答えなさい。

４　＜明治維新＞次の各問いに答えなさい。

　①　1868 年に明治新政府から出された、新しい政治の方針を示したものを何というか。

　②　1869 年、それまで各藩の藩主が治めていた土地と人民を、政府に返上させた政策を何というか。

　③　1872 年に公布された、６歳以上のすべての男女に教育を受けさせる制度を何というか。

　④　1873 年に出された、満 20歳以上の男子に兵役の義務を負わせることとした法令を何というか。

　⑤　1873 年の、国家の財政安定のために、地価の３％を現金で納めさせた政策を何というか。

５　＜富国強兵～明治政府の外交＞次の各問いに答えなさい。

　①　渋沢栄一も建設にかかわった、1872 年に群馬県に建てられた官営模範工場を何というか。

　②　明治初期に、欧米文化が取り入れられ、伝統的な生活が変化し始めたことを何というか。

　③　不平等条約の改正と欧米の視察のため、1871 年から欧米に派遣された団体のことを何というか。

　④　1871 年、清と日本との間で結ばれた対等な内容の条約を何というか。

　⑤　1876 年、江華島事件をきっかけに日本が朝鮮国に対して押し付けた不平等条約を何というか。

単元テスト フォロー課題

課題は毎日配信！
・・・

　　⇒　授業の復習は動画でサポート！！

　　⇒　授業の復習は動画でサポート！！

問題ごとに
細かく解説！ 問題ごとに正誤入力

　　長文読解問題を解くためには，「素早く読む力」が必要です。
自動で流れる英文を読んで，問題に答える

自動で流れる英文を読んで，問題に答える
「覚えている」「覚えていない」を記録します




