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現代文B

評論
「案内者」
作文
「学校９月入学に
ついて」

プリントの問題に答える。
※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

評論を読み、その構成・展
開・要旨などを、文章に即し
て的確に読み取り、思索を深
める。
語彙を増やし、言葉の特徴や
使い方をについての理解を
深める。

「関心・意欲・態度」「書くこと」「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。
　 文章を的確に読み取り、自分の考えを深め、発展させている。
　 漢字、語句の意味について的確に理解し、知識を身につけている。
    広く社会に興味を持ち、自分の意見を論理的にまとめ、表現でき
る。

古典B
土佐日記
「馬のはなむけ」

図説国語p134、教科書p52～p53
の脚注や重要語句欄を参考にし
て、プリントの空欄にあてはまる
語句を埋めて提出する。
※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
「土佐日記」に関する文学史
的知識を身につける。
内容、語句を理解する。

「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
　 土佐日記の文学史的な役割について理解しようとしている。作品に
関心を持ち、意欲的に課題に取り組もうとしている。（関心・意欲・態
度）
　 図説を活用し文学史的知識を正確に理解できている。語句の意味
を理解することができる。（知識・理解）

日本史A
開国と幕末の動
乱

・初回授業で説明し、課題を出し
ます。
・前回の課題(教科書p２)は、初
回授業時に回収するので忘れず
もってくること。
・授業及び試験は教科書p36～
なので予習として読んでおいてく
ださい。

なし

開国と幕末の動乱について、
基本的な知識やその背景を
理解し、歴史的思考力を培
う。

「関心・意欲・態度」「資料活用の技能」で評価する。
【評価規準】
提出された課題において、
 　諸資料を収集し、また編集活用し、適切に課題を作成している。
（資料活用の技能）
 　開国と幕末の動乱について、関心を持ち、意欲的に課題に取り組
もうとしている。（関心・意欲・態度）

日本史B
桃山文化
江戸幕府の成立

演習ノート（最初の授業で配付予
定）のp56「5．桃山文化」p57「6．
江戸幕府の成立」をやる。

なし
桃山文化と江戸幕府の成立
に関する基本的知識を得る。

「関心・意欲・態度」「知識・理解」で評価する。
【評価規準】
　教科書を利用して課題を完成できている。（関心・意欲・態度）
  教科書を読み、基本的な内容について理解している。（知識・理解）

公民 政経
日本国憲法と基
本的人権

（教科書p18～p19)
「日本国憲法の成立」

有
日本の政治機構について理
解し、現代日本の政治や憲
法について考察する。

「知識・理解」「関心・意欲・態度」「資料活用の技能」「思考・判断・表
現」で評価する。
【評価規準】
◆教科書を利用し読み得た知識で世界の政治体制の特徴と違いを
理解することができる。
◆現代政治について教科書、様々なメディアを通じて得た知識、情報
を適切に選択することができる。

数学Ⅲ
関数と極限
  数列の極限

小テスト第４回を印刷して、解い
て提出する。
すべて理解し、できるようにする
こと。テストする予定です。

有

・数列の極限について理解
し、数列の極限などを基に簡
単な数列の極限を求められ
るようにする。
・無限級数の収束、発散につ
いて理解し、無限等比級数な
どの簡単な無限級数の和を
求められるようにする。

「関心・意欲・態度」「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
 　関数や極限について関心を持ち、意欲的に追究するとともに自ら
活用しようとしている。（関心・意欲・態度）
 　関数や極限の公式や性質について理解し、それらを考察すること
ができる。(数学的な見方や考え方)

総合数学
２次関数
三角関数

プリントの指示にしたがって問題
を解き、ノートまたはレポートとし
て提出する。

有

・２次関数、三角関数の基礎
的な考え方や知識を復習し、
事象を数学的に考察できるよ
うにする。

「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
 　学習内容について関心を持ち、意欲的に追究しようとしている。（関
心・意欲・態度）

物理

平面内の運動
「平面運動の速
度」
「落体の運動」

授業でやった範囲の教科書を
しっかり読み、大切なところにア
ンダーラインなど自分なりに強調
して記す。

なし

基本的な物理法則を用いて、
平面上の速度を理解して活
用できるようにする。
　また、落体の運動における
速度を解析できるようにす
る。

「関心・意欲・態度」で評価する。
【評価規準】
　自ら、授業で学習した内容を整理し、理解しようとしている。（関心・
意欲・態度）

化学
実験計画書を作
成しよう。

自分の気になる実験や興味のあ
る実験の計画書を作成する。
タイトル、目的、準備物、手順、
仮説は必ず書く。詳細はＰDF参
照

有

学習過程における”課題の把
握”ができるようになる。
・主体的に自然事象と関わ
り、それらを科学的に探究し
ようとする態度
・自然事象を観察し、必要な
情報を抽出・整理する力

「観察・実験の技能」「思考・判断・表現」で評価する。
【評価規準】
　実験計画書において、課題の設定ができ、手順まで具体的に書い
ている。
（観察・実験の技能）
　実験計画書の仮説において、自らの考えを根拠を用いて表現して
いる。（思考・判断・表現）

生物

細胞と分子
　「細胞の構造と
機能」

アクセスノートp2～5のポイント
チェックと問題を解く。

なし
細胞小器官の働きと細胞内
で起こる反応について理解す
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
細胞小器官の構造や関心を持ち、積極的に取り組もうとしている。
（関心・意欲・態度）
細胞小器官の働きを理解している。（知識・理解）

保健
体育

体育 体育理論

小学校期と中学校期、高校期に
ある 種目や自分が経験してきた
遊びの中から３つ選び 、以下の
指示された内容を A４の用紙１
枚以上にまとめなさい 。

有
自身が経験してきた競技や
遊びを通じて、身につけられ
る力を学ぶ

「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
 　自身が経験してきた競技や遊びについて理解できている（知識・理
解）
 　自身が経験してきた競技や遊びについてまとめ、説明している。
（思考・判断）

地歴

理科

保土ケ谷高等学校（３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

※必修科目及び必修選択科目



外国
語

コミュニ
ケーショ
ン英語Ⅲ

Lesson3
Images on Coins

プリントの指示に従って、p１～4
までの問題に取り組む。
※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

硬貨や紙幣のデザインが表
すそれぞれの地域の特徴に
ついて理解し、その特徴を英
語で述べることができる。

「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】
提出された課題において
 　世界の通貨についての内容や表現に関心を持ち、積極的に取り組
んでいる。（関心・意欲・態度）
 　世界の通貨の特徴について適切な表現を用いて書くことができる。
（表現の能力）
 　硬貨の特徴について説明する語句や表現を理解している。不定
詞・動名詞についての基本的な知識を身につけている。（知識・理解）

進学
志望理由書

５４０字～６００字

６月９日、10日志望理由書の書
き方を勉強し、６月16日、17日に
授業内で提出となります。志望
理由書の用紙については学校で
配付します。

※当日必ず出せるようにするこ
と。

なし
・志望理由書を書くことができ
る。

就職
就職活動の準備
をしよう

①作文「求められる社会人像」を
書く。（6/9,10の総合時に用紙を
配付します）

②ワークシートp4～p5をやる。
(6/16,17の総合時にワークシート
を配付します）

なし

・社会人になるために必要な
ことを理解し、作文を書くこと
ができる。

・求人票の見方を学ぶ。

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

国語
現代文
理解

自己分析

プリントの指示にしたがって自己
分析をし、提出する。
※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
自己を深く分析・理解し、自
己PR書等の作成に役立て
る。

「関心・意欲・態度」「書くこと」で評価する。
【評価規準】
提出された課題において
 　自己について深く分析しようとしている（関心・意欲・態度）
 　自己分析した内容を整理し、まとめられている（書くこと）

芸術
キーボー
ド実習

　　　　鑑賞
・課題プリントをよく読み、仕上げ
提出する。

有
音や音楽の良さや美しさを、
言語によって可視化し他者に
伝えることができる。

「音楽への関心・意欲・態度」「鑑賞の能力」で評価する。
【評価規準】
提出された課題において
  音楽の良さや美しさを捉え、根拠をもって批評している。（取組状況
を関心・意欲・態度。記述内容を鑑賞で評価する。）

スペイン
語I

スペイン語の基
礎を知る

スペイン語の音について 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Ⅱ 第６課　文法

①p35「ポイント」の内容を理解す
る。
②例文を学習ノートに写して、訳
す。
③例文を音読して、暗記できるよ
うにする。

有

①文法の仕組みを理解す
る。
②「完了」、「所在」、「助動
詞」の使い方を学ぶ。

「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】
　・提出された課題に意欲的に取り組んでいる。
　・中国語の表現、語順を理解している。
　

英語表
現Ⅰ

Classroom
English
& My Name

プリントの指示に従って、課題に
取り組む。
※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
授業で使う英語を理解し、実
際に使うことができる。自己
紹介の文を書くことができる。

「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」「表現の能力」で評価する。
【評価規準】
提出された課題において
 　学んだ表現を授業で積極的に使っている。（関心・意欲・態度）
 　授業で使う英語を正しく理解している。（知識・理解）
 　自己紹介の文を書くことができる。（表現の能力）

　

外国語

※自由選択科目

総合


