
ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

小3 算数 算数３年　０のかけ算，１０のかけ算，かけ算のきまり

小3 算数 算数３年　時こくと時間，時間の計算

小3 算数 算数３年　わり算，倍とかけ算，倍とわり算

小3 算数 算数３年　あまりのあるわり算，大きな数のわり算

小3 算数 算数３年　３けたのたし算，３けたのひき算

小3 算数 算数３年　４けたのたし算，４けたのひき算

小3 算数 算数３年　暗算，３つの数のたし算

小3 算数 算数３年　かけ算のひっ算，３つの数のかけ算

小3 算数 算数３年　万の位，10倍，100倍，10でわった数，数の大小

小3 算数 算数３年　整理のしかた，ぼうグラフ，表

小3 算数 算数３年　まきじゃく，キロメートル，長さの計算，長さと単位

小3 算数 算数３年　重さ，重さの計算，重さ（トン），重さと単位

小3 算数 算数３年　円，球，二等辺三角形と正三角形

小3 算数 算数３年　□を使った式

小3 算数 算数３年　九九の表とかけ算

小3 算数 算数３年　小数のたし算（暗算・筆算），小数のひき算（暗算・筆算）

小3 算数 算数３年　分数のたし算，分数のひき算

小3 算数 算数３年　分数のたし算とひき算

小3 算数 算数３年　小数のたし算（文章題），小数のひき算（文章題）

小3 算数 算数３年　小数のたし算とひき算，小数と分数

小4 算数 算数４年　大きな数，３けた×３けた

小4 算数 算数４年　がい数，和と差・積と商の見積もり，分数

小4 算数 算数４年　わり算の筆算

小4 算数 算数４年　２けたの数でわる計算，わり算のきまり

小4 算数 算数４年　式と計算，計算のきまり

小4 算数 算数４年　角，三角形と角

小4 算数 算数４年　面積，面積の単位，面積と単位

小4 算数 算数４年　折れ線グラフ，整理のしかた，変わり方，簡単な割合

小4 算数 算数４年　「小数×整数」の計算・文章題

小4 算数 算数４年　小数のわり算，小数のわり算の文章題

小4 算数 算数４年　直線の垂直と平行，いろいろな四角形

小4 算数 算数４年　立体，見取り図とてん開図，平行と垂直，位置の表し方

小4 算数 算数４年　大きさの等しい分数，分数のたし算・ひき算

小4 算数 算数４年　小数と整数のしくみ，小数のたし算・ひき算

小4 算数 算数４年　「小数÷整数」の計算・文章題

小5 算数 算数５年　小数と整数，小数のかけ算，計算のきまり

小5 算数 算数５年　合同な図形，三角形と四角形の角

小5 算数 算数５年　小数のわり算

小5 算数 算数５年　三角形と四角形の面積

小5 算数 算数５年　割合，百分率，歩合，グラフ

小5 算数 算数５年　円と正多角形

小5 算数 算数５年　倍数と約数

小5 算数 算数５年　分数のたし算・ひき算，分数と小数

小5 算数 算数５年　直方体や立方体の体積

小5 算数 算数５年　比例

小5 算数 算数５年　角柱と円柱

小5 算数 算数５年　速さ

小6 算数 算数６年　比例，反比例，変わり方

小6 算数 算数６年　分数と整数のかけ算とわり算

小6 算数 算数６年　分数のかけ算

小6 算数 算数６年　分数のわり算

小6 算数 算数６年　分数のかけ算とわり算の応用，分数と小数の計算

小6 算数 算数６年　比，比を簡単にする，比の文章題

小6 算数 算数６年　文字を用いた式，式のよみ方，文字にあてはまる数

小6 算数 算数６年　およその面積

小6 算数 算数６年　拡大図と縮図，縮図の利用

小6 算数 算数６年　対称な図形

小6 算数 算数６年　円の面積と半径，角柱と円柱の体積

小6 算数 算数６年　場合の数，資料の調べ方
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中1 数学 基1 正負の数，加法

中1 数学 標1 正負の数，加法

中1 数学 標2 正負の数，加法

中1 数学 基1 減法，加法減法混合

中1 数学 標1 減法，加法減法混合

中1 数学 標2 減法，加法減法混合

中1 数学 基1 乗法と除法

中1 数学 標1 乗法と除法

中1 数学 標2 乗法と除法

中1 数学 基1 四則計算，正負の数の応用

中1 数学 標1 四則計算，正負の数の応用

中1 数学 標2 四則計算，正負の数の応用

中1 数学 基1 文字式のきまり，数量の表し方，式の値

中1 数学 標1 文字式のきまり，数量の表し方，式の値

中1 数学 標2 文字式のきまり，数量の表し方，式の値

中1 数学 基1 文字式の加法と減法

中1 数学 標1 文字式の加法と減法

中1 数学 標2 文字式の加法と減法

中1 数学 基1 文字式の乗法と除法，文字式を使った等式・不等式

中1 数学 標1 文字式の乗法と除法，文字式を使った等式・不等式

中1 数学 標2 文字式の乗法と除法，文字式を使った等式・不等式

中1 数学 基1 方程式の計算，比例式

中1 数学 標1 方程式の計算，比例式

中1 数学 標2 方程式の計算，比例式

中1 数学 基1 方程式の文章題

中1 数学 標1 方程式の文章題

中1 数学 標2 方程式の文章題

中1 数学 基1 比例と反比例

中1 数学 標1 比例と反比例

中1 数学 標2 比例と反比例

中1 数学 基1 平面図形

中1 数学 標1 平面図形

中1 数学 標2 平面図形

中1 数学 基1 空間図形

中1 数学 標1 空間図形

中1 数学 標2 空間図形

中1 数学 基1 資料の活用

中1 数学 標1 資料の活用

中1 数学 標2 資料の活用

中1 数学 基1 １年のまとめ，～方程式とその解き方

中1 数学 標1 １年のまとめ，～方程式とその解き方

中1 数学 標2 １年のまとめ，～方程式とその解き方

中1 数学 基1 １年のまとめ，方程式の利用～資料の活用

中1 数学 標1 １年のまとめ，方程式の利用～資料の活用

中1 数学 標2 １年のまとめ，方程式の利用～資料の活用

中2 数学 基1 文字式の計算

中2 数学 標1 文字式の計算

中2 数学 標2 文字式の計算

中2 数学 基1 式の値，等式の変形，証明

中2 数学 標1 式の値，等式の変形，証明

中2 数学 標2 式の値，等式の変形，証明

中2 数学 基1 連立方程式の計算

中2 数学 標1 連立方程式の計算

中2 数学 標2 連立方程式の計算

中2 数学 基1 連立方程式の文章題

中2 数学 標1 連立方程式の文章題

中2 数学 標2 連立方程式の文章題

中2 数学 基1 １次関数

中2 数学 標1 １次関数
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中2 数学 標2 １次関数

中2 数学 基1 角の大きさ，合同条件

中2 数学 標1 角の大きさ，合同条件

中2 数学 標2 角の大きさ，合同条件

中2 数学 基1 三角形・四角形

中2 数学 標1 三角形・四角形

中2 数学 標2 三角形・四角形

中2 数学 基1 場合の数，確率，資料の活用

中2 数学 標1 場合の数，確率，資料の活用

中2 数学 標2 場合の数，確率，資料の活用

中2 数学 基1 ２年のまとめ，～連立方程式の利用

中2 数学 標1 ２年のまとめ，～連立方程式の利用

中2 数学 標2 ２年のまとめ，～連立方程式の利用

中2 数学 基1 ２年のまとめ，1次関数と直線の式～データの活用

中2 数学 標1 ２年のまとめ，1次関数と直線の式～データの活用

中2 数学 標2 ２年のまとめ，1次関数と直線の式～データの活用

中3 数学 基1 多項式の乗法

中3 数学 標1 多項式の乗法

中3 数学 標2 多項式の乗法

中3 数学 基1 因数分解

中3 数学 標1 因数分解

中3 数学 標2 因数分解

中3 数学 基1 平方根，平方根の計算（乗法・除法）

中3 数学 標1 平方根，平方根の計算（乗法・除法）

中3 数学 標2 平方根，平方根の計算（乗法・除法）

中3 数学 基1 平方根の計算，平方根と式の値

中3 数学 標1 平方根の計算，平方根と式の値

中3 数学 標2 平方根の計算，平方根と式の値

中3 数学 基1 ２次方程式

中3 数学 標1 ２次方程式

中3 数学 標2 ２次方程式

中3 数学 基1 三角形の相似，平行線と比，面積比・体積比

中3 数学 標1 三角形の相似，平行線と比，面積比・体積比

中3 数学 標2 三角形の相似，平行線と比，面積比・体積比

中3 数学 基1 三平方の定理，グラフ・円と相似，標本調査

中3 数学 標1 三平方の定理，グラフ・円と相似，標本調査

中3 数学 標2 三平方の定理，グラフ・円と相似，標本調査

中3 数学 基1 関数

中3 数学 標1 関数

中3 数学 標2 関数

中3 数学 基1 円周角，円と直線

中3 数学 標1 円周角，円と直線

中3 数学 標2 円周角，円と直線

中3 数学 基1 ３年のまとめ，～関数ｙ＝ax2

中3 数学 標1 ３年のまとめ，～関数ｙ＝ax2

中3 数学 標2 ３年のまとめ，～関数ｙ＝ax2

中3 数学 基1 ３年のまとめ，相似・平行線と比～関数と図形②

中3 数学 標1 ３年のまとめ，相似・平行線と比～関数と図形②

中3 数学 標2 ３年のまとめ，相似・平行線と比～関数と図形②

高1 数学 基1 式の計算～2次方程式

高1 数学 標1 式の計算～2次方程式

高1 数学 標2 式の計算～2次方程式

高1 数学 基1 2次関数とグラフ～2次不等式

高1 数学 標1 2次関数とグラフ～2次不等式

高1 数学 標2 2次関数とグラフ～2次不等式

高1 数学 基1 三角比

高1 数学 標1 三角比

高1 数学 標2 三角比

高1 数学 基1 集合と要素の個数～組合せ
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

高1 数学 標1 集合と要素の個数～組合せ

高1 数学 標2 集合と要素の個数～組合せ

高1 数学 基1 確率の基本性質，条件つき確率

高1 数学 標1 確率の基本性質，条件つき確率

高1 数学 標2 確率の基本性質，条件つき確率

高1 数学 基1 三角形の性質～空間図形

高1 数学 標1 三角形の性質～空間図形

高1 数学 標2 三角形の性質～空間図形

高1 数学 基1 約数と倍数～データの分析

高1 数学 標1 約数と倍数～データの分析

高1 数学 標2 約数と倍数～データの分析

中1 理科 基1　1年物理

中1 理科 標1　1年物理

中1 理科 標2　1年物理

中1 理科 基1　1年化学

中1 理科 標1　1年化学

中1 理科 標2　1年化学

中1 理科 基1　1年生物（身近な植物～微生物）

中1 理科 標1　1年生物（身近な植物～微生物）

中1 理科 標2　1年生物（身近な植物～微生物）

中1 理科 基1　1年生物（種子植物～無セキツイ動物）

中1 理科 標1　1年生物（種子植物～無セキツイ動物）

中1 理科 標2　1年生物（種子植物～無セキツイ動物）

中1 理科 基1　1年地学

中1 理科 標1　1年地学

中1 理科 標2　1年地学

中1 理科 基1　1年のまとめ 物理，化学

中1 理科 標1　1年のまとめ 物理，化学

中1 理科 標2　1年のまとめ 物理，化学

中1 理科 基1　1年のまとめ 生物，地学

中1 理科 標1　1年のまとめ 生物，地学

中1 理科 標2　1年のまとめ 生物，地学

中2 理科 基1　2年物理（発熱による水温上昇まで）

中2 理科 標1　2年物理（発熱による水温上昇まで）

中2 理科 標2　2年物理（発熱による水温上昇まで）

中2 理科 基1　2年物理，化学（電流と電子～電気分解まで）

中2 理科 標1　2年物理，化学（電流と電子～電気分解まで）

中2 理科 標2　2年物理，化学（電流と電子～電気分解まで）

中2 理科 基1　2年化学（原子の記号～化学反応と熱まで）

中2 理科 標1　2年化学（原子の記号～化学反応と熱まで）

中2 理科 標2　2年化学（原子の記号～化学反応と熱まで）

中2 理科 基1　2年生物（生命を維持するはたらきまで）

中2 理科 標1　2年生物（生命を維持するはたらきまで）

中2 理科 標2　2年生物（生命を維持するはたらきまで）

中2 理科 基1　2年地学

中2 理科 標1　2年地学

中2 理科 標2　2年地学

中2 理科 基1　2年のまとめ 物理，化学

中2 理科 標1　2年のまとめ 物理，化学

中2 理科 標2　2年のまとめ 物理，化学

中2 理科 基1　2年のまとめ 生物，地学

中2 理科 標1　2年のまとめ 生物，地学

中2 理科 標2　2年のまとめ 生物，地学

中3 理科 基1　3年物理

中3 理科 標1　3年物理

中3 理科 標2　3年物理

中3 理科 基1　3年化学

中3 理科 標1　3年化学

中3 理科 標2　3年化学
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中3 理科 基1　3年生物

中3 理科 標1　3年生物

中3 理科 標2　3年生物

中3 理科 基1　3年地学（天体の年周運動まで）

中3 理科 標1　3年地学（天体の年周運動まで）

中3 理科 標2　3年地学（天体の年周運動まで）

中3 理科 基1　3年地学（公転と季節の変化～科学技術・環境と人間）

中3 理科 標1　3年地学（公転と季節の変化～科学技術・環境と人間）

中3 理科 標2　3年地学（公転と季節の変化～科学技術・環境と人間）

中3 理科 基1　3年のまとめ 物理，化学

中3 理科 標1　3年のまとめ 物理，化学

中3 理科 標2　3年のまとめ 物理，化学

中3 理科 基1　3年のまとめ 生物，地学

中3 理科 標1　3年のまとめ 生物，地学

中3 理科 標2　3年のまとめ 生物，地学

中1 社会 歴史　基1 世界の古代文明と古代の日本

中1 社会 歴史　標1 世界の古代文明と古代の日本

中1 社会 歴史　標2 世界の古代文明と古代の日本

中1 社会 歴史　基1 平安・鎌倉時代

中1 社会 歴史　標1 平安・鎌倉時代

中1 社会 歴史　標2 平安・鎌倉時代

中1 社会 歴史　基1 室町時代

中1 社会 歴史　標1 室町時代

中1 社会 歴史　標2 室町時代

中2 社会 歴史　基1 安土桃山時代

中2 社会 歴史　標1 安土桃山時代

中2 社会 歴史　標2 安土桃山時代

中2 社会 歴史　基1 江戸時代①（幕府の成立～寛政の改革）

中2 社会 歴史　標1 江戸時代①（幕府の成立～寛政の改革）

中2 社会 歴史　標2 江戸時代①（幕府の成立～寛政の改革）

中2 社会 歴史　基1 江戸時代②（天保の改革～幕府の滅亡）

中2 社会 歴史　標1 江戸時代②（天保の改革～幕府の滅亡）

中2 社会 歴史　標2 江戸時代②（天保の改革～幕府の滅亡）

中2 社会 歴史　基1 明治時代

中2 社会 歴史　標1 明治時代

中2 社会 歴史　標2 明治時代

中3 社会 歴史　基1 第一次世界大戦～第二次世界大戦

中3 社会 歴史　標1 第一次世界大戦～第二次世界大戦

中3 社会 歴史　標2 第一次世界大戦～第二次世界大戦

中3 社会 歴史　基1 現代

中3 社会 歴史　標1 現代

中3 社会 歴史　標2 現代

中1 社会 歴史　基1 歴史のまとめ①（古代～室町時代）

中1 社会 歴史　標1 歴史のまとめ①（古代～室町時代）

中1 社会 歴史　標2 歴史のまとめ①（古代～室町時代）

中2 社会 歴史　基1 歴史のまとめ②（安土桃山時代～江戸時代）

中2 社会 歴史　標1 歴史のまとめ②（安土桃山時代～江戸時代）

中2 社会 歴史　標2 歴史のまとめ②（安土桃山時代～江戸時代）

中3 社会 歴史　基1 歴史のまとめ③（明治時代～現代）

中3 社会 歴史　標1 歴史のまとめ③（明治時代～現代）

中3 社会 歴史　標2 歴史のまとめ③（明治時代～現代）

中1 社会 地理　基1 世界のすがたＡ

中1 社会 地理　標1 世界のすがたＡ

中1 社会 地理　標2 世界のすがたＡ

中1 社会 地理　基1 世界のすがたＢ

中1 社会 地理　標1 世界のすがたＢ

中1 社会 地理　標2 世界のすがたＢ

中1 社会 地理　基1 世界各地の生活と環境Ａ

中1 社会 地理　標1 世界各地の生活と環境Ａ
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中1 社会 地理　標2 世界各地の生活と環境Ａ

中1 社会 地理　基1 世界各地の生活と環境Ｂ

中1 社会 地理　標1 世界各地の生活と環境Ｂ

中1 社会 地理　標2 世界各地の生活と環境Ｂ

中1 社会 地理　基1 日本のすがた

中1 社会 地理　標1 日本のすがた

中1 社会 地理　標2 日本のすがた

中1 社会 地理　基1 世界の諸地域①

中1 社会 地理　標1 世界の諸地域①

中1 社会 地理　標2 世界の諸地域①

中1 社会 地理　基1 世界の諸地域②

中1 社会 地理　標1 世界の諸地域②

中1 社会 地理　標2 世界の諸地域②

中2 社会 地理　基1 世界からみた日本Ａ

中2 社会 地理　標1 世界からみた日本Ａ

中2 社会 地理　標2 世界からみた日本Ａ

中2 社会 地理　基1 世界からみた日本Ｂ

中2 社会 地理　標1 世界からみた日本Ｂ

中2 社会 地理　標2 世界からみた日本Ｂ

中2 社会 地理　基1 日本の諸地域Ａ

中2 社会 地理　標1 日本の諸地域Ａ

中2 社会 地理　標2 日本の諸地域Ａ

中2 社会 地理　基1 日本の諸地域Ｂ

中2 社会 地理　標1 日本の諸地域Ｂ

中2 社会 地理　標2 日本の諸地域Ｂ

中2 社会 地理　基1 日本の諸地域Ｃ

中2 社会 地理　標1 日本の諸地域Ｃ

中2 社会 地理　標2 日本の諸地域Ｃ

中1 社会 地理　基1 地理のまとめ①（世界）

中1 社会 地理　標1 地理のまとめ①（世界）

中1 社会 地理　標2 地理のまとめ①（世界）

中2 社会 地理　基1 地理のまとめ②（世界と日本）

中2 社会 地理　標1 地理のまとめ②（世界と日本）

中2 社会 地理　標2 地理のまとめ②（世界と日本）

中2 社会 地理　基1 地理のまとめ③（日本の諸地域）

中2 社会 地理　標1 地理のまとめ③（日本の諸地域）

中2 社会 地理　標2 地理のまとめ③（日本の諸地域）

中3 社会 公民　基1 日本国憲法

中3 社会 公民　標1 日本国憲法

中3 社会 公民　標2 日本国憲法

中3 社会 公民　基1 政治

中3 社会 公民　標1 政治

中3 社会 公民　標2 政治

中3 社会 公民　基1 経済

中3 社会 公民　標1 経済

中3 社会 公民　標2 経済

中3 社会 公民　基1 社会保障～為替相場

中3 社会 公民　標1 社会保障～為替相場

中3 社会 公民　標2 社会保障～為替相場

中3 社会 公民　基1 現代社会・国際社会 Ａ

中3 社会 公民　標1 現代社会・国際社会 Ａ

中3 社会 公民　標2 現代社会・国際社会 Ａ

中3 社会 公民　基1 現代社会・国際社会 Ｂ

中3 社会 公民　標1 現代社会・国際社会 Ｂ

中3 社会 公民　標2 現代社会・国際社会 Ｂ

中3 社会 公民　基1 現代社会・国際社会 Ｃ

中3 社会 公民　標1 現代社会・国際社会 Ｃ

中3 社会 公民　標2 現代社会・国際社会 Ｃ

中3 社会 公民　基1 公民のまとめ①（憲法・政治）
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中3 社会 公民　標1 公民のまとめ①（憲法・政治）

中3 社会 公民　標2 公民のまとめ①（憲法・政治）

中3 社会 公民　基1 公民のまとめ②（経済・国際社会）

中3 社会 公民　標1 公民のまとめ②（経済・国際社会）

中3 社会 公民　標2 公民のまとめ②（経済・国際社会）

中1 英語 基1 主語と動詞，品詞～名詞，複数形，冠詞

中1 英語 標1 主語と動詞，品詞～名詞，複数形，冠詞

中1 英語 標2 主語と動詞，品詞～名詞，複数形，冠詞

中1 英語 基1 形容詞，副詞～canの文

中1 英語 標1 形容詞，副詞～canの文

中1 英語 標2 形容詞，副詞～canの文

中1 英語 基1 3人称単数現在～過去進行形

中1 英語 標1 3人称単数現在～過去進行形

中1 英語 標2 3人称単数現在～過去進行形

中2 英語 基1 5つの文構造～助動詞

中2 英語 標1 5つの文構造～助動詞

中2 英語 標2 5つの文構造～助動詞

中2 英語 基1 接続詞～SVOOの文

中2 英語 標1 接続詞～SVOOの文

中2 英語 標2 接続詞～SVOOの文

中2 英語 基1 SVOCの文～疑問詞 ＋ to不定詞，ask ＋ 人 ＋ to不定詞

中2 英語 標1 SVOCの文～疑問詞 ＋ to不定詞，ask ＋ 人 ＋ to不定詞

中2 英語 標2 SVOCの文～疑問詞 ＋ to不定詞，ask ＋ 人 ＋ to不定詞

中3 英語 基1 It is ～ （for ＋ 人） to …～現在完了形

中3 英語 標1 It is ～ （for ＋ 人） to …～現在完了形

中3 英語 標2 It is ～ （for ＋ 人） to …～現在完了形

中3 英語 基1 後置修飾～仮定法

中3 英語 標1 後置修飾～仮定法

中3 英語 標2 後置修飾～仮定法

中1 英語 Ｈ１年 基1 U1-1～U1-3

中1 英語 Ｈ１年 標1 U1-1～U1-3

中1 英語 Ｈ１年 標2 U1-1～U1-3

中1 英語 Ｈ１年 基1 U2-1～U2-3

中1 英語 Ｈ１年 標1 U2-1～U2-3

中1 英語 Ｈ１年 標2 U2-1～U2-3

中1 英語 Ｈ１年 基1 U3-1～U3-3

中1 英語 Ｈ１年 標1 U3-1～U3-3

中1 英語 Ｈ１年 標2 U3-1～U3-3

中1 英語 Ｈ１年 基1 U4-1～U4-3

中1 英語 Ｈ１年 標1 U4-1～U4-3

中1 英語 Ｈ１年 標2 U4-1～U4-3

中1 英語 Ｈ１年 基1 U5-1～U5-3

中1 英語 Ｈ１年 標1 U5-1～U5-3

中1 英語 Ｈ１年 標2 U5-1～U5-3

中1 英語 Ｈ１年 基1 U6-1～Let's Talk1

中1 英語 Ｈ１年 標1 U6-1～Let's Talk1

中1 英語 Ｈ１年 標2 U6-1～Let's Talk1

中1 英語 Ｈ１年 基1 U7-1～Let's Talk2

中1 英語 Ｈ１年 標1 U7-1～Let's Talk2

中1 英語 Ｈ１年 標2 U7-1～Let's Talk2

中1 英語 Ｈ１年 基1 U8-1～U8-3

中1 英語 Ｈ１年 標1 U8-1～U8-3

中1 英語 Ｈ１年 標2 U8-1～U8-3

中1 英語 Ｈ１年 基1 U9-1～Let's Read1

中1 英語 Ｈ１年 標1 U9-1～Let's Read1

中1 英語 Ｈ１年 標2 U9-1～Let's Read1

中1 英語 Ｈ１年 基1 U10-1～U10-3

中1 英語 Ｈ１年 標1 U10-1～U10-3

中1 英語 Ｈ１年 標2 U10-1～U10-3
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中2 英語 Ｈ２年 基1 U0～Let's Talk1

中2 英語 Ｈ２年 標1 U0～Let's Talk1

中2 英語 Ｈ２年 標2 U0～Let's Talk1

中2 英語 Ｈ２年 基1 U2-1～Let's Talk2

中2 英語 Ｈ２年 標1 U2-1～Let's Talk2

中2 英語 Ｈ２年 標2 U2-1～Let's Talk2

中2 英語 Ｈ２年 基1 U3-1～Let's Read1

中2 英語 Ｈ２年 標1 U3-1～Let's Read1

中2 英語 Ｈ２年 標2 U3-1～Let's Read1

中2 英語 Ｈ２年 基1 U4-1～U4-4

中2 英語 Ｈ２年 標1 U4-1～U4-4

中2 英語 Ｈ２年 標2 U4-1～U4-4

中2 英語 Ｈ２年 基1 U5-1～Let's Talk3

中2 英語 Ｈ２年 標1 U5-1～Let's Talk3

中2 英語 Ｈ２年 標2 U5-1～Let's Talk3

中2 英語 Ｈ２年 基1 U6-1～Let's Read2

中2 英語 Ｈ２年 標1 U6-1～Let's Read2

中2 英語 Ｈ２年 標2 U6-1～Let's Read2

中3 英語 Ｈ３年 基1 U0～U1-4

中3 英語 Ｈ３年 標1 U0～U1-4

中3 英語 Ｈ３年 標2 U0～U1-4

中3 英語 Ｈ３年 基1 U2-1～Let's Talk1

中3 英語 Ｈ３年 標1 U2-1～Let's Talk1

中3 英語 Ｈ３年 標2 U2-1～Let's Talk1

中3 英語 Ｈ３年 基1 U3-1～Let's Read1

中3 英語 Ｈ３年 標1 U3-1～Let's Read1

中3 英語 Ｈ３年 標2 U3-1～Let's Read1

中3 英語 Ｈ３年 基1 U4-1～U4-4

中3 英語 Ｈ３年 標1 U4-1～U4-4

中3 英語 Ｈ３年 標2 U4-1～U4-4

中3 英語 Ｈ３年 基1 U5-1～U5-3，4②

中3 英語 Ｈ３年 標1 U5-1～U5-3，4②

中3 英語 Ｈ３年 標2 U5-1～U5-3，4②

中1 英語 Ｓ１年 基1 P1-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標1 P1-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標2 P1-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 基1 P2-Scenes～Steps1，アクションコーナー

中1 英語 Ｓ１年 標1 P2-Scenes～Steps1，アクションコーナー

中1 英語 Ｓ１年 標2 P2-Scenes～Steps1，アクションコーナー

中1 英語 Ｓ１年 基1 P3-Scenes～Power-Up1

中1 英語 Ｓ１年 標1 P3-Scenes～Power-Up1

中1 英語 Ｓ１年 標2 P3-Scenes～Power-Up1

中1 英語 Ｓ１年 基1 P4-Scenes～Power-Up2

中1 英語 Ｓ１年 標1 P4-Scenes～Power-Up2

中1 英語 Ｓ１年 標2 P4-Scenes～Power-Up2

中1 英語 Ｓ１年 基1 P5-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標1 P5-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標2 P5-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 基1 P6-Scenes～Power-Up3

中1 英語 Ｓ１年 標1 P6-Scenes～Power-Up3

中1 英語 Ｓ１年 標2 P6-Scenes～Power-Up3

中1 英語 Ｓ１年 基1 P7-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標1 P7-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標2 P7-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 基1 P8-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標1 P8-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標2 P8-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 基1 P9-Scenes

中1 英語 Ｓ１年 標1 P9-Scenes
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中1 英語 Ｓ１年 標2 P9-Scenes

中2 英語 Ｓ２年 基1 P1-Scenes

中2 英語 Ｓ２年 標1 P1-Scenes

中2 英語 Ｓ２年 標2 P1-Scenes

中2 英語 Ｓ２年 基1 P2-Scenes～Power-Up2

中2 英語 Ｓ２年 標1 P2-Scenes～Power-Up2

中2 英語 Ｓ２年 標2 P2-Scenes～Power-Up2

中2 英語 Ｓ２年 基1 P3-Scenes～Reading1

中2 英語 Ｓ２年 標1 P3-Scenes～Reading1

中2 英語 Ｓ２年 標2 P3-Scenes～Reading1

中2 英語 Ｓ２年 基1 P4-Scenes

中2 英語 Ｓ２年 標1 P4-Scenes

中2 英語 Ｓ２年 標2 P4-Scenes

中2 英語 Ｓ２年 基1 P5-Scenes～Power-Up3

中2 英語 Ｓ２年 標1 P5-Scenes～Power-Up3

中2 英語 Ｓ２年 標2 P5-Scenes～Power-Up3

中2 英語 Ｓ２年 基1 P6-Scenes～Reading2，Word Web4

中2 英語 Ｓ２年 標1 P6-Scenes～Reading2，Word Web4

中2 英語 Ｓ２年 標2 P6-Scenes～Reading2，Word Web4

中2 英語 Ｓ２年 基1 P7-Scenes～Power-Up4

中2 英語 Ｓ２年 標1 P7-Scenes～Power-Up4

中2 英語 Ｓ２年 標2 P7-Scenes～Power-Up4

中3 英語 Ｓ３年 基1 P1-Scenes～Word Web1

中3 英語 Ｓ３年 標1 P1-Scenes～Word Web1

中3 英語 Ｓ３年 標2 P1-Scenes～Word Web1

中3 英語 Ｓ３年 基1 P2-Scenes～Power-Up1

中3 英語 Ｓ３年 標1 P2-Scenes～Power-Up1

中3 英語 Ｓ３年 標2 P2-Scenes～Power-Up1

中3 英語 Ｓ３年 基1 P3-Scenes～Power-Up2

中3 英語 Ｓ３年 標1 P3-Scenes～Power-Up2

中3 英語 Ｓ３年 標2 P3-Scenes～Power-Up2

中3 英語 Ｓ３年 基1 P4-Scenes～Power-Up3

中3 英語 Ｓ３年 標1 P4-Scenes～Power-Up3

中3 英語 Ｓ３年 標2 P4-Scenes～Power-Up3

中3 英語 Ｓ３年 基1 P5-Scenes

中3 英語 Ｓ３年 標1 P5-Scenes

中3 英語 Ｓ３年 標2 P5-Scenes

中3 英語 Ｓ３年 基1 P6-Scenes～Power-Up4 

中3 英語 Ｓ３年 標1 P6-Scenes～Power-Up4 

中3 英語 Ｓ３年 標2 P6-Scenes～Power-Up4 

中3 英語 Ｓ３年 基1 P7-Scenes～Reading2 

中3 英語 Ｓ３年 標1 P7-Scenes～Reading2 

中3 英語 Ｓ３年 標2 P7-Scenes～Reading2 

中1 英語 Ｃ１年 基1 L1-1～GET Plus1

中1 英語 Ｃ１年 標1 L1-1～GET Plus1

中1 英語 Ｃ１年 標2 L1-1～GET Plus1

中1 英語 Ｃ１年 基1 L2-1～GET Plus2

中1 英語 Ｃ１年 標1 L2-1～GET Plus2

中1 英語 Ｃ１年 標2 L2-1～GET Plus2

中1 英語 Ｃ１年 基1 L3-1～Take Action!1

中1 英語 Ｃ１年 標1 L3-1～Take Action!1

中1 英語 Ｃ１年 標2 L3-1～Take Action!1

中1 英語 Ｃ１年 基1 L4-1～GET Plus3

中1 英語 Ｃ１年 標1 L4-1～GET Plus3

中1 英語 Ｃ１年 標2 L4-1～GET Plus3

中1 英語 Ｃ１年 基1 L5-1～GET Plus4

中1 英語 Ｃ１年 標1 L5-1～GET Plus4

中1 英語 Ｃ１年 標2 L5-1～GET Plus4

中1 英語 Ｃ１年 基1 L6-1～Take Action!4
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中1 英語 Ｃ１年 標1 L6-1～Take Action!4

中1 英語 Ｃ１年 標2 L6-1～Take Action!4

中2 英語 Ｃ２年 基1 Starter～GET Plus1

中2 英語 Ｃ２年 標1 Starter～GET Plus1

中2 英語 Ｃ２年 標2 Starter～GET Plus1

中2 英語 Ｃ２年 基1 L2-1～GET Plus2

中2 英語 Ｃ２年 標1 L2-1～GET Plus2

中2 英語 Ｃ２年 標2 L2-1～GET Plus2

中2 英語 Ｃ２年 基1 L3-1～GET Plus3

中2 英語 Ｃ２年 標1 L3-1～GET Plus3

中2 英語 Ｃ２年 標2 L3-1～GET Plus3

中2 英語 Ｃ２年 基1 L4-1～Reading for Fun1

中2 英語 Ｃ２年 標1 L4-1～Reading for Fun1

中2 英語 Ｃ２年 標2 L4-1～Reading for Fun1

中2 英語 Ｃ２年 基1 L5-1～GET Plus5

中2 英語 Ｃ２年 標1 L5-1～GET Plus5

中2 英語 Ｃ２年 標2 L5-1～GET Plus5

中2 英語 Ｃ２年 基1 L6-1～GET Plus6

中2 英語 Ｃ２年 標1 L6-1～GET Plus6

中2 英語 Ｃ２年 標2 L6-1～GET Plus6

中3 英語 Ｃ３年 基1 Starter～Take Action!1

中3 英語 Ｃ３年 標1 Starter～Take Action!1

中3 英語 Ｃ３年 標2 Starter～Take Action!1

中3 英語 Ｃ３年 基1 L2-1～Take Action!2

中3 英語 Ｃ３年 標1 L2-1～Take Action!2

中3 英語 Ｃ３年 標2 L2-1～Take Action!2

中3 英語 Ｃ３年 基1 L3-1～GET Plus1

中3 英語 Ｃ３年 標1 L3-1～GET Plus1

中3 英語 Ｃ３年 標2 L3-1～GET Plus1

中3 英語 Ｃ３年 基1 L4-1～Reading for Fun1

中3 英語 Ｃ３年 標1 L4-1～Reading for Fun1

中3 英語 Ｃ３年 標2 L4-1～Reading for Fun1

中3 英語 Ｃ３年 基1 L5-1～Take Action!5

中3 英語 Ｃ３年 標1 L5-1～Take Action!5

中3 英語 Ｃ３年 標2 L5-1～Take Action!5

中3 英語 Ｃ３年 基1 L6-1～GET Plus2

中3 英語 Ｃ３年 標1 L6-1～GET Plus2

中3 英語 Ｃ３年 標2 L6-1～GET Plus2

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U1-1～U1-2

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U1-1～U1-2

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U1-1～U1-2

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U2-1～Let's Talk1

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U2-1～Let's Talk1

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U2-1～Let's Talk1

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U3-1～U3-3，Let's Talk2

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U3-1～U3-3，Let's Talk2

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U3-1～U3-3，Let's Talk2

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U4-1～Let's Talk3，Let's Listen1

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U4-1～Let's Talk3，Let's Listen1

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U4-1～Let's Talk3，Let's Listen1

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U5-1～U5-3

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U5-1～U5-3

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U5-1～U5-3

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U6-1～U6-3

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U6-1～U6-3

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U6-1～U6-3

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U7-1～Let's Talk6

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U7-1～Let's Talk6

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U7-1～Let's Talk6
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U8-1～Project2 

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U8-1～Project2 

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U8-1～Project2 

中1 英語 ＢＳ１年 基1 U9-1～Let's Talk8

中1 英語 ＢＳ１年 標1 U9-1～Let's Talk8

中1 英語 ＢＳ１年 標2 U9-1～Let's Talk8

中2 英語 ＢＳ２年 基1 U1-1～U1-Read & Think，Let's Talk1

中2 英語 ＢＳ２年 標1 U1-1～U1-Read & Think，Let's Talk1

中2 英語 ＢＳ２年 標2 U1-1～U1-Read & Think，Let's Talk1

中2 英語 ＢＳ２年 基1 U2-1～Let's Talk2

中2 英語 ＢＳ２年 標1 U2-1～Let's Talk2

中2 英語 ＢＳ２年 標2 U2-1～Let's Talk2

中2 英語 ＢＳ２年 基1 U3-1～Let's Talk3

中2 英語 ＢＳ２年 標1 U3-1～Let's Talk3

中2 英語 ＢＳ２年 標2 U3-1～Let's Talk3

中2 英語 ＢＳ２年 基1 U4-1～Let's Talk4

中2 英語 ＢＳ２年 標1 U4-1～Let's Talk4

中2 英語 ＢＳ２年 標2 U4-1～Let's Talk4

中2 英語 ＢＳ２年 基1 U5-1～Let's Talk5

中2 英語 ＢＳ２年 標1 U5-1～Let's Talk5

中2 英語 ＢＳ２年 標2 U5-1～Let's Talk5

中2 英語 ＢＳ２年 基1 U6-1～Let's Talk6

中2 英語 ＢＳ２年 標1 U6-1～Let's Talk6

中2 英語 ＢＳ２年 標2 U6-1～Let's Talk6

中2 英語 ＢＳ２年 基1 U7-1～Let's Talk7

中2 英語 ＢＳ２年 標1 U7-1～Let's Talk7

中2 英語 ＢＳ２年 標2 U7-1～Let's Talk7

中3 英語 ＢＳ３年 基1 U1-1～U1-Read & Think，Let's Talk1

中3 英語 ＢＳ３年 標1 U1-1～U1-Read & Think，Let's Talk1

中3 英語 ＢＳ３年 標2 U1-1～U1-Read & Think，Let's Talk1

中3 英語 ＢＳ３年 基1 U2-1～Let's Talk2

中3 英語 ＢＳ３年 標1 U2-1～Let's Talk2

中3 英語 ＢＳ３年 標2 U2-1～Let's Talk2

中3 英語 ＢＳ３年 基1 U3-1～Let's Talk3，Project1

中3 英語 ＢＳ３年 標1 U3-1～Let's Talk3，Project1

中3 英語 ＢＳ３年 標2 U3-1～Let's Talk3，Project1

中3 英語 ＢＳ３年 基1 U4-1～U4-Read & Think，Let's Talk4

中3 英語 ＢＳ３年 標1 U4-1～U4-Read & Think，Let's Talk4

中3 英語 ＢＳ３年 標2 U4-1～U4-Read & Think，Let's Talk4

中3 英語 ＢＳ３年 基1 U5-1～U5-Read & Think

中3 英語 ＢＳ３年 標1 U5-1～U5-Read & Think

中3 英語 ＢＳ３年 標2 U5-1～U5-Read & Think

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L1-1～L1-3

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L1-1～L1-3

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L1-1～L1-3

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L2-1～L2-3

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L2-1～L2-3

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L2-1～L2-3

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L3-1～L3-3

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L3-1～L3-3

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L3-1～L3-3

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L4-1～Reading1

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L4-1～Reading1

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L4-1～Reading1

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L5-1～L5-2，3

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L5-1～L5-2，3

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L5-1～L5-2，3

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L6-1～L6-3

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L6-1～L6-3
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L6-1～L6-3

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L7-1～Reading2

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L7-1～Reading2

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L7-1～Reading2

中1 英語 ＯＷ１年 基1 L8-1～L8-3，Tips4 

中1 英語 ＯＷ１年 標1 L8-1～L8-3，Tips4 

中1 英語 ＯＷ１年 標2 L8-1～L8-3，Tips4 

中2 英語 ＯＷ２年 基1 Review lesson1，2～L1-3

中2 英語 ＯＷ２年 標1 Review lesson1，2～L1-3

中2 英語 ＯＷ２年 標2 Review lesson1，2～L1-3

中2 英語 ＯＷ２年 基1 L2-1～Useful Expressions［校舎案内］

中2 英語 ＯＷ２年 標1 L2-1～Useful Expressions［校舎案内］

中2 英語 ＯＷ２年 標2 L2-1～Useful Expressions［校舎案内］

中2 英語 ＯＷ２年 基1 L3-1～Reading1

中2 英語 ＯＷ２年 標1 L3-1～Reading1

中2 英語 ＯＷ２年 標2 L3-1～Reading1

中2 英語 ＯＷ２年 基1 L4-1～L4-3

中2 英語 ＯＷ２年 標1 L4-1～L4-3

中2 英語 ＯＷ２年 標2 L4-1～L4-3

中2 英語 ＯＷ２年 基1 L5-1～L5-3

中2 英語 ＯＷ２年 標1 L5-1～L5-3

中2 英語 ＯＷ２年 標2 L5-1～L5-3

中2 英語 ＯＷ２年 基1 L6-1～L6-3

中2 英語 ＯＷ２年 標1 L6-1～L6-3

中2 英語 ＯＷ２年 標2 L6-1～L6-3

中2 英語 ＯＷ２年 基1 L7-1～Reading2

中2 英語 ＯＷ２年 標1 L7-1～Reading2

中2 英語 ＯＷ２年 標2 L7-1～Reading2

中2 英語 ＯＷ２年 基1 L8-1～L8-3

中2 英語 ＯＷ２年 標1 L8-1～L8-3

中2 英語 ＯＷ２年 標2 L8-1～L8-3

中3 英語 ＯＷ３年 基1 Review Lesson～Useful Expressions

中3 英語 ＯＷ３年 標1 Review Lesson～Useful Expressions

中3 英語 ＯＷ３年 標2 Review Lesson～Useful Expressions

中3 英語 ＯＷ３年 基1 L2-1～L2-3

中3 英語 ＯＷ３年 標1 L2-1～L2-3

中3 英語 ＯＷ３年 標2 L2-1～L2-3

中3 英語 ＯＷ３年 基1 L3-1～Reading1

中3 英語 ＯＷ３年 標1 L3-1～Reading1

中3 英語 ＯＷ３年 標2 L3-1～Reading1

中3 英語 ＯＷ３年 基1 L4-1～L4-3

中3 英語 ＯＷ３年 標1 L4-1～L4-3

中3 英語 ＯＷ３年 標2 L4-1～L4-3

中3 英語 ＯＷ３年 基1 L5-1～L5-3

中3 英語 ＯＷ３年 標1 L5-1～L5-3

中3 英語 ＯＷ３年 標2 L5-1～L5-3

中3 英語 ＯＷ３年 基1 L6-1～L6-3 

中3 英語 ＯＷ３年 標1 L6-1～L6-3 

中3 英語 ＯＷ３年 標2 L6-1～L6-3 

中3 英語 ＯＷ３年 基1 L7-1～Reading2

中3 英語 ＯＷ３年 標1 L7-1～Reading2

中3 英語 ＯＷ３年 標2 L7-1～Reading2

中1 英語 ＨＷ１年 基1 U1-1～U1-3

中1 英語 ＨＷ１年 標1 U1-1～U1-3

中1 英語 ＨＷ１年 標2 U1-1～U1-3

中1 英語 ＨＷ１年 基1 U2-1～U2-G

中1 英語 ＨＷ１年 標1 U2-1～U2-G

中1 英語 ＨＷ１年 標2 U2-1～U2-G

中1 英語 ＨＷ１年 基1 U3-1～U3-G，World Tour1
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

中1 英語 ＨＷ１年 標1 U3-1～U3-G，World Tour1

中1 英語 ＨＷ１年 標2 U3-1～U3-G，World Tour1

中1 英語 ＨＷ１年 基1 U4-1～U4-3

中1 英語 ＨＷ１年 標1 U4-1～U4-3

中1 英語 ＨＷ１年 標2 U4-1～U4-3

中1 英語 ＨＷ１年 基1 U5-1～Daily Life2

中1 英語 ＨＷ１年 標1 U5-1～Daily Life2

中1 英語 ＨＷ１年 標2 U5-1～Daily Life2

中1 英語 ＨＷ１年 基1 U6-1～Let's Read1

中1 英語 ＨＷ１年 標1 U6-1～Let's Read1

中1 英語 ＨＷ１年 標2 U6-1～Let's Read1

中2 英語 ＨＷ２年 基1 U1-1～U1-G

中2 英語 ＨＷ２年 標1 U1-1～U1-G

中2 英語 ＨＷ２年 標2 U1-1～U1-G

中2 英語 ＨＷ２年 基1 U2-1～Daily Life1

中2 英語 ＨＷ２年 標1 U2-1～Daily Life1

中2 英語 ＨＷ２年 標2 U2-1～Daily Life1

中2 英語 ＨＷ２年 基1 U3-1～Daily Life3

中2 英語 ＨＷ２年 標1 U3-1～Daily Life3

中2 英語 ＨＷ２年 標2 U3-1～Daily Life3

中2 英語 ＨＷ２年 基1 U4-1～Daily Life4

中2 英語 ＨＷ２年 標1 U4-1～Daily Life4

中2 英語 ＨＷ２年 標2 U4-1～Daily Life4

中2 英語 ＨＷ２年 基1 U5-1～Daily Life6

中2 英語 ＨＷ２年 標1 U5-1～Daily Life6

中2 英語 ＨＷ２年 標2 U5-1～Daily Life6

中2 英語 ＨＷ２年 基1 U6-1～Let's Read2

中2 英語 ＨＷ２年 標1 U6-1～Let's Read2

中2 英語 ＨＷ２年 標2 U6-1～Let's Read2

中3 英語 ＨＷ３年 基1 U1-1～U1-G

中3 英語 ＨＷ３年 標1 U1-1～U1-G

中3 英語 ＨＷ３年 標2 U1-1～U1-G

中3 英語 ＨＷ３年 基1 U2-1～Daily Life2

中3 英語 ＨＷ３年 標1 U2-1～Daily Life2

中3 英語 ＨＷ３年 標2 U2-1～Daily Life2

中3 英語 ＨＷ３年 基1 U3-1～Let's Read1

中3 英語 ＨＷ３年 標1 U3-1～Let's Read1

中3 英語 ＨＷ３年 標2 U3-1～Let's Read1

中3 英語 ＨＷ３年 基1 U4-1～Daily Life3

中3 英語 ＨＷ３年 標1 U4-1～Daily Life3

中3 英語 ＨＷ３年 標2 U4-1～Daily Life3

中3 英語 ＨＷ３年 基1 U5-1～Daily Life4

中3 英語 ＨＷ３年 標1 U5-1～Daily Life4

中3 英語 ＨＷ３年 標2 U5-1～Daily Life4

中3 英語 ＨＷ３年 基1 U6-1～U6-3，G

中3 英語 ＨＷ３年 標1 U6-1～U6-3，G

中3 英語 ＨＷ３年 標2 U6-1～U6-3，G

高1 英語 基1 文型と動詞～完了時制

高1 英語 標1 文型と動詞～完了時制

高1 英語 標2 文型と動詞～完了時制

高1 英語 基1 受動態～不定詞

高1 英語 標1 受動態～不定詞

高1 英語 標2 受動態～不定詞

高1 英語 基1 動名詞～分詞構文

高1 英語 標1 動名詞～分詞構文

高1 英語 標2 動名詞～分詞構文

高1 英語 基1 関係代名詞～接続詞

高1 英語 標1 関係代名詞～接続詞

高1 英語 標2 関係代名詞～接続詞
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ｅジャッジ　診断テスト一覧

学年 教科名 テスト名

高1 英語 基1 句と節，文の転換～仮定法

高1 英語 標1 句と節，文の転換～仮定法

高1 英語 標2 句と節，文の転換～仮定法

高1 英語 基1 話法の転換～名詞，冠詞

高1 英語 標1 話法の転換～名詞，冠詞

高1 英語 標2 話法の転換～名詞，冠詞

高1 英語 基1 代名詞～前置詞

高1 英語 標1 代名詞～前置詞

高1 英語 標2 代名詞～前置詞

14


