
教科 科目名 単元又は題材 課題 PDF 学習の目標 評価について

現代文B
随想「迷う」力の
すばらしさ
漢字ボックス

最初の授業で配付し、指示
します。

無

筆者の考えを読み取り、自分の
過去、現在、未来についての考
えを深める。
文章から得られた自分の考え
を、的確にまとめる。
筆者の表現の工夫を理解し、自
分の表現にも活用する
語彙力を高める。

「関心・意欲・態度」「読む能力」「書く能力」「知識・理解」で評価する。
　①教材文の内容をふまえ、「迷う」力について、自分の問題として考 えようとしている。
　②筆者の主張に対する自分の意見を、手紙の形で、読む人に伝わりや すく書いている。
　③筆者の主張と過去の体験との関連を読み取っている。 
　④「迷う」力について、筆者がどのように考えているか読み取っている。
　⑤語句の意味を正しく理解し、漢字を正しく読み書きしている。

古典A

説話
「古今著聞集　巻
20第681」
漢文
「捜神記　巻11第
266」

課題プリントの問題を解く。
※プリントを印刷できない場
合は、解答をノートに記入し
て提出すること。

有

古文・漢文に親しみを持ち、話の
おもしろさを理解する。
古語の意味を理解し、基礎的な
文法事項を身につける。
漢文の読み方に慣れ、再読文字
を読めるようにする。

「関心・意欲・態度」「読むこと」「知識・理解」で評価する。
【評価規準】
　提出された課題において
　　作品やその内容に感心を持ち、意欲的に課題に取り組もうとしている。　
　　話の筋を正確に理解できている。
　　語句の意味、文法（動詞の活用の種類・再読文字）を理解できている。

地歴 世界史A 清と東アジア

教科書ｐ82～83を読み、「2
学年　世界史A　分散登校
時の課題１回目(6/8～
6/19)」にある課題を解く。

有
清帝国の中国征服と支配方
法について理解する。

「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」で評価する。
【評価規準】
　提出された課題において
　清帝国の中国征服と支配方法について、関心を高め、意欲的に追究しようとしている。（関心・意欲・態度）　
　清帝国の中国征服と支配方法について、自らの考えを適切に表現している。（思考・判断・表現）

数学Ⅱ 整式の割り算

教科書ｐ14～15を読み、「パ
ラレルノートｐ7～8」を解く。
答え合わせもする。

無
整式の割り算について理解す
る。

「知識・理解」「数学的な技能」「数学的な見方や考え方」で評価する。
【評価規準】
　提出された課題において
　　　整式の割り算を理解している。(知識・理解)
　　　整式の割り算の計算ができる。(技能、考え方)

数学B ベクトルの和・差

教科書ｐ６～10を読み、「パ
ラレルノートｐ2～5」を解く。
答え合わせもする。
＊ワークのｐ3の3番、4番、ｐ
5の6番、7番はやらなくてよ
い。

無
ベクトルの和・差について再度理
解する。

「知識・理解」「数学的な技能」「数学的な見方や考え方」で評価する。
【評価規準】
　提出された課題において
　　　ベクトルの和・差を理解する。(知識・理解)
　　　ベクトルの和・差を求めることができる。(技能、考え方)

理科
生物基
礎

生物の多様性と
共通性
「細胞の構造と働
き」

アクセスノートｐ4～7のポイ
ントチェックと問題を解く。

※ｐ4の（13）とｐ5の２〈ミクロ
メーター〉はやらなくてよい。

無

顕微鏡の名称と操作を理解す
る。
細胞内構造の共通点と相違点
について理解する。

「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「知識・理解」で評価する。
【評価規準】
 生物の多様性と共通性に関心を持ち意欲的に取り組もうとしている。（関心・意欲・態度）
 顕微鏡の名称と操作について答えることができる。（思考・判断・表現）
 生物の多様性と共通性について答えることができる。（知識・理解）

体育 体力トレーニング

保健体育ノート　
p134～135を記入する。
p135のＮＯＴＥの欄に教科
書の内容や疑問点をまとめ
る。

無

運動の知識を深めるとともに
技能を高め、運動の楽しさや
喜びを深く味わうことができ
るようにする。

「知識・理解」「思考・判断」で評価する。
【評価規準】
　提出された課題において
　　ノートに必要な語句の記載ができる。(知識・理解)
　　ノートに内容をまとめている。（思考・判断）

保健
思春期と健康
レポート

思春期の精神面や行動面
の課題についてＡ４-１枚以
上３枚以内にまとめる。
また表紙に単元名（思春期
と健康）、学年、クラス、番号
を記入し、左上をとめる。
※表紙、レポート用紙は各
自用意すること

無

生涯を通じて個人の健康や
安全に関する理解を深めて
いくことのできる能力を育て
る。

「思考・判断」で評価する。
【評価規準】
　提出された課題において
　　レポートに内容をまとめている。（思考・判断）

外国
語

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅱ

Chirori, the First 
Therapy Dog in 
Japan

復習プリント（3枚）
Part１～3

有

物語文を理解することができる。
動詞の過去形を使用することが
できる。

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」「外国語理解の能力」「外国語表現の能力」「言語や文化についての
知識・理解」で評価する。
【評価規準】
課題の内容について理解している。
新出単語を理解している。
（　）に入る語を本文から選べる。

家庭
家庭総
合

食生活を考える
④

教科書p141～142を読み、 
①～③について提示された
プリントをダウンロードして
まとめてください。(PDFをダ
ウンロードするのが難しい
人は初回の授業にプリント
をもらいに来てください）
①たんぱく質の種類と働き
について。
②たんぱく質を多く含む食
品について。
③たんぱく質が普段食べて
いるどんな料理に含まれて
いるか考え、例示のように
その料理名を書く。
※6月22日の週の初回の授
業で回収。

有

食事のバランスが良いか悪
いかを判断するための知識
を身に付ける。たんぱく質が
自分の食べた食事にどのよ
うに含まれているか思考し、
身体にどのように働いている
か理解する。

「思考・判断・表現」「知識・理解」「関心・意欲・態度」で評価する。

【評価規準】
提出された課題において
　　・自分の食べた食事に含まれているたんぱく質について具体的な食品を思考することができる。（思考・判
断・表現）
　　・自分の食べた食事に含まれているたんぱく質が身体でどのように働いているか理解している。（知識・理解）
　　・たんぱく質について関心を持ち、整理してまとめようとしている。（関心・意欲・態度）

情報
社会と情
報

個人情報とその
保護

「個人情報とその保護」の単
元について、プリントを見な
がら教科書のp14～17を参
照し、ノートに用語を写した
り自分の考えを書いたりす
る。プリントを印刷しても良
い。
提出物が複数ページにわた
る場合、必ず紙の左上等を
ホチキス等で留めること。外
れやすいゼムクリップは不
可とする。

有

個人情報の種類を理解する。
情報流出を避けるためにどうす
ればよいかの事例研究を行い、
自らが情報流出の当事者になら
ないためにどうすれば良いか考
えられるようになる。

「関心・意欲・態度」「思考・判断・表現」「知識・理解」で評価する。

【評価規準】
提出された課題において、以下を満たしている。
・綴じ方や提出方法を指示されたとおりに行える。
・書くことを求められたことがすべて書ける。
・考えをまとめる項目において、回答者の考えが評価者に十分伝わり、文章量が過不足なく書ける。

総合
探究

総合探
究

課題3「調べ学
習」

ＰＤＦにて指示 有

課題に関わる新たな知識・情報
を効率よく収集し、それらの出典
を明示し、課題に関わる文章中
でその知識・情報を的確に配置
し、統合的に理解することができ
ている。

※必修科目及び必修選択科目

保土ケ谷高等学校（2学年）分散登校期間中（6月8日～19日）の学びについて

国語

数学

保健
体育



教科 科目名 単元又は題材 課題 PDF 学習の目標 評価について

地歴 地理A
経度の違いと時
差

地理AプリントNO.5NO.6をや
る。
印刷できない場合は、ノート
に記載。

有
経度の違いによって時差が生じ
ることを理解する。

「知識・理解」「思考・判断・表現」で評価する。
【評価規準】
教科書、地図帳を利用してプリントを完成させている。「知識・理解」
教科書を読み、基本的な内容について理解し、表現できている。「思考・判断・表現」

家庭
子どもの
発達と
保育

乳幼児の
　　身体的特徴
（2）

課題
①教科書ｐ27～32を音読し
本文太字をマーカーで線引
く。
②プリント：保育・課題5を印
刷し、全て完成し提出する。

※プリント印刷できない場
合：ノートに問題を全て書き
写し解答する。

有 ・乳幼児の身体的特徴（骨格、
呼吸等）の各部位に関する知識
や、理解を深める。

「関心・意欲・態度」　「知識・理解」で評価する。
【評価規準】
提出された課題において
・乳幼児の身体各部位（骨格、呼吸等）の特徴に関心をもち、主体的に取り組もうとしている。（関心・意欲・態
度）
・乳幼児の身体各部位（骨格、呼吸等）について、基礎的な知識を、理解している。（知識・理解）

美術Ⅱ
生物を空想して
表す

架空の生物を表そう（教科
書33ページ）生物の能力や
性格、生息場所を設定し
て、架空の生物を描こう。Ａ
4の用紙に鉛筆、ボールペ
ンで描く。

無

夢や想像からイメージを広げ、
現実の動物、昆虫、植物の部分
を合成してリアルな生物にしよ
う。

「美術への関心・意欲・態度」「技能」で評価する。
【評価規準】
様々なイメージを組み合わせて創造的な表現が意欲的になされている。（関心・意欲・態度）
細部も丁寧に描き空想的でありながらリアルで生命感のある描写がなされている。（技能）

音楽Ⅱ
「沖縄民謡　島
唄」

教科書ｐ8の「島唄」の楽譜
の旋律部分を、初回の授業
で渡した、五線譜に写譜し
なさい。（はやく取り組みた
い場合は、五線譜を手作り
等してもよい。）

無
音楽に関する用語や記号につい
て、音楽における働きと関わら
せて理解することができる。

「音楽への関心・意欲・態度」「技能」で評価する。
【評価規準】
提出された課題において、
　音楽に関する用語や記号について理解している。
（取組状況を関心・意欲・態度、記述内容を技能で評価する）

書道Ⅱ 篆書の学習

1⃣教科書12頁、金文（召尊）
の説明をよく読み「白馬黄
炎」を教科書同様に（筆順を
間違えぬよう、また蔵鋒（逆
入）がわかるよう）大きく2枚
書いてください。　2⃣同様に
14頁、甲骨文「各雲自東」を
大きく書いてください。用紙
A４、筆記具自由。B2の鉛筆
が書きやすいと思います。

無
漢字の成り立ちを知るとともに今
後の創作活動、篆書篆刻の学習
につなげてゆく。

「書への関心・意欲・態度」「鑑賞の能力」で評価する。
【評価規準】
提出課題において篆書の学習に意欲的に取り組もうとしている。
書き方に関する理解とともに鑑賞能力が発揮できている.

数学
数学研
究

数と式
「式の展開」
「因数分解」

数学研究プリントNO.４をプ
リントに解き答え合わせをす
る。

授業中に配った宿題プリン
トを解く。答え合わせは授業
で行う。

わからないところは数学Ⅰ
の教科書を見ながら取り組
む。

有
式の展開及び因数分解を行うこ
とができる。

「知識・理解」「数学的な技能」「数学的な見方や考え方」で評価する。
【評価規準】
式の展開及び因数分解を行うことができる。

物理特
論

力と運動
「物体の運動」

教科書p26～35を参考に、
次の語句についてノートに
詳しくまとめること。

①自由落下
②鉛直投射
③水平投射
④斜方投射

無
物体の運動を表す変位、速度、
加速度など、公式との関係につ
いて理解する。

「知識・理解」で評価する。
【評価規準】
自然の時事・現象について、基本的な概念・原理・用語を理解し、知識を身につけている。（知識・理解）

化学特
論

物質の構成粒子
「イオン」「周期
表」

PDFを読むことで基礎知識
をつける。

有
PDFに書かれている内容を読
み、復習する。

「知識・理解」で評価する。
【評価規準】
正答率が90％以上である。
※授業中に小テストを行い評価する。
（今後の状況により小テストが実施できない場合は別途指示する。）

ドイツ語I
ドイツ語の文法
（II)

文法の説明を読んでがら問
題を解く。前回の課題を参
考にする。

有

・ドイツ語の基本的な単語と文法
を増やす
・得た知識を実践する

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」で評価する。
【評価規準】
　・前回の課題から追加されたものを適用できている。
　・ドイツ語の基本的な単語と文法を理解しようとしている。

スペイン
語I

スペイン語の音
について

スペイン語の音について理
解する。スペイン語の発音
の簡単な規則を理解する

有
スペイン語の音について理解す
る。スペイン語の発音の簡単な
規則を理解する

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」で評価する。
【評価規準】
提出された課題へ意欲的に取り組んでいる。　スペイン語の発音の仕方を理解しようとしている。

中国語
Ⅰ

「中国語はじめの
一歩」

教科書のｐ９「子音」につい
て学びます。教科書に付い
ているCDを聴くか、参考の
サイトを活用して発音を繰り
返し練習する。また、子音プ
リントで書く練習をする。（印
刷機器がない生徒はノート
に書いても構いません）

有

今回の目標は子音についてで
す。有気音、無気音、摩擦音や
そり舌音などの仕組みを身につ
け、さらに、発音のコツを参考し
ながら発音の練習する。

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」「言語や文化についての知識・理解」で評価する。
【評価規準】
提出された課題において　真面目に学習に取り組もうとしている。（関心・意欲・態度）
発音の仕組みを理解し、正しく発音できる。（知識・理解）

フランス
語Ⅰ

フランス語の文の
構造、形容詞の
はたらき、発音

①p10の Vocabulaireを聴く。
②p11のEXERCICES③を
ノートに解き、日本語訳も
ノートに書く。
③p9のÉcouter et répéter 
2、p10のÉcouter et répéter 
3を聴いて発音練習する。
p9のÉcouter et répéter 2は
日本語訳をノートに書く。
④p10の練習「自分の名前と
国籍を書いてみましょう。」
をノートに書く。p11の
EXERCICES④と
EXERCICES⑤をノートに書
く。

有
フランス語の文の構造を理解す
る。国籍など形容詞のはたらき
を理解する。発音を理解する。

「コミュニケーションへの関心・意欲・態度」で評価する。
【評価規準】
提出された課題へ意欲的に取り組んでいる。フランス語の文の構造や発音の仕方を理解しようとしている。

外国
語

※選択科目

芸術

理科


