
国語
現代文A

（火）

言語活動「要約の仕方」

p296

「こころ」p124－p151

チャレンジ常用漢字5級1

～7回、4級1，2回

・要約をしてみよう。

・小説を読んで、そこに書かれた人

物の心の動きや人間関係を読み取ろ

う。

・「新しい地球観」を200字で要約する。

・課題プリント

・読み取って、考えを400字くらいで書く。

的確に内容が読み取れたか。（読）

言葉調べなど地道に努力して、学習を進

めようとしているか。（知）

学校再開後の初回の授業で提出する

国語 現代文Ｂ①
随想「さくらさくらさく

ら」

随想を読み、筆者の考え方や感じ方

を表現の特徴に注意して読み取る。
解説動画を閲覧する。

随想を読み、筆者の考え方や感じ方を表

現の特徴に注意して読み取れたか。（読

む能力）

７月３日までにすべての動画を確認

し、クラスルームで報告する。

国語 現代文Ｂ① 小説「ナイン」
小説に描かれた人物の心情や人間関

係を表現に即して読み取る。
解説動画を閲覧する。

小説に描かれた人物の心情や人間関係を

表現に即して読み取れたか。（読む能

力）

７月３日までにすべての動画を確認

し、クラスルームで報告する。

国語

現代文B①

個別全

（金）

・随筆を読む３　なりた

い「モデル」を見つけよ

う

・小説を読む１　デュー

ク

・漢字学習

・随筆の内容や細かいニュアンスを

理解する。

・出来事を理解し、主人公の心理を

分析する。

・自分の経験などをふまえ短い小説

を書く。

・漢字の読み方、意味を理解する。

・テキストを読み、クラスルームの課題をやり送信しなさい。

・随筆の内容や細かいことばのニュアン

スを理解することができたか。読

・出来事の分析を通して人物像や人物の

心情を読み味わっているか。読

・自分の経験をふまえて的確に表現でき

ているか。書

・漢字の読み方、意味等を理解できた

か。知

クラスルームの各課題を締め切り期

日までに提出しなさい。

　読＝読む能力

　書＝書く能力

　知＝知識・理解

国語

現代文B①②

個別全

（月）

「豊かさと生物多様性」

ｐ198－ｐ205

チャレンジ常用漢字5級1

～7回

評論を読んで、内容を理解する。自

分の意見を持つ。
「豊かさと多様性」を読み、クラスルームの課題をやって送る。

的確に内容が読み取れたか。（読）

言葉調べなど地道に努力して、学習を進

めようとしているか。（知）

課題の提出は追って連絡します。

国語 現代文Ｂ②

「豊かさと生物多様性」

「図表から読み取って論

じる」

・評論を読んで、要旨を把握する。

・図表から的確に情報を読み取り、

まとめることができる。

教科書の中島敦「山月記」を読み、クラスルームの課題をやり送信しなさ

い。

・要旨を理解することができたか。読

・語句の意味を理解することができた

か。知

・図表から情報を読み取り、論述するこ

とができたか。読・書

クラスルームにて６月12日（金）16

時までに提出しなさい。

論述課題については6月19日（金）

16時までに実施し提出してくださ

い。

国語 現代文研究 現代文の読解①
他者の読解を通して作品への理解を

深める。
テキストP10から週あたり１題の課題に取り組む。

各課題に対して自分の出した解答を論理

的に説明できるか。

学校再開後、初回の授業で解答を提

出。なお、分散登校時に、問題１～

３をチェックします。

国語 国語総合 古文「児のそら寝」

・仮名遣いに注意して音読する

・語句の意味を理解する

・話の内容を理解する

・課題プリントに取り組む。

・クラスルーム内の課題を行う。

・仮名遣いに注意し、古文の文章を読む

ことができる。知・読

・語句の意味、話の内容を理解すること

ができる。知・読

課題プリントを提出する。（締め切

りは後日指示する。）

国語 国語総合 漢字ボックス
漢字の読み書き意味について理解す

る

「漢字ボックス」３級第1回～第4回に取り組む。直接書き込んでも、別の

紙でもＯＫ。
学校再開後、小テストを実施します。

クラスルームにて７月４日（金）ま

でに実施の有無を送信してくださ

い。

国語

国語総合

個別全１

（月、木）

「羅生門」p22-33、『伊

勢物語』「芥川」p216 、

NHK for school 10min.

ボックス「古文・漢文」

の「伊勢物語」

小説の登場人物の気持ちに共感でき

るか考えて書く。古文のリズムを味

わう

「羅生門」でおもしろいと思ったことを400字くらいで書く。

NHK for school 伊勢物語を見る。教科書を読む。課題を解く。

考えをまとめて、意見が書けたか。番組

を見て、まねして読めるようになった

か。（書・知・読）

あとで連絡しますが、６月22日のの

週に、一度様子を見ます。

国語 国語総合個別全2
　　　評論「水の東西」

（教科書46頁～51頁）

①評論文の基本的な読み方を習得す

る　②文章全体の構成と論理の展開

方法を理解する

本文を通読し、分からない言葉は辞書で確認してプリント問題を解く。漢

字ボックス５級を練習し、テストプリントに挑戦する。

評論の基本的な読み方を習得することが

できたか。5級の漢字を正しく読み、書

くことができるか。

プリントの提出方法はグーグルクラ

スルームか或いは来校時、具体的に

指示します。

国語 国語表現 「小論文を書く」
小論文を書こう！ 各授業のクラスルームの課題に取り組んでください。ワークシートに記載

されている教科書の該当ページをよく読み、取り組みましょう。

相手に伝わりやすい文章表現ができた

か。（書く力）

７月６日~の週の授業の際にノート

か指定のファイルで提出。

国語 国語表現（個別）

１「効果的な自己PR」

２「将来の自分を考えよ

う」

３「志望動機をまとめよ

う」

４　漢字の練習

１ 自分の魅力や長所を印象的に伝え

る工夫をする。

２ 就きたい職業について様々な方法

を用いて情報を集める。

・自分の将来像についてわかりやす

く文章にまとめる。

３ ・志望進路についてさまざまな方

法で調べ、説得力のある志望動機を

書く。

４ 漢字の読み方、意味を理解する。

教科書（p.68-74）を読み、クラスルームにある課題をやり送信しなさい。

・クラスルームの課題を学習し漢字テストをやり送信しなさい。

1  自分の長所をまとめわかりやすく自己

PR書を書いている。書

２ 多くの資料にあたり、調べた内容を整

理しながらまとめている。書

３ 調べたこと、やりたいこと、自己ＰＲ

を組み合わせて志望動機を書いている。

書

４ 漢字、仮名遣い、送り仮名について理

解し、正しい文を書いている。知

クラスルームの各課題を締め切り期

日までに提出しなさい。

　書＝書く能力

　知＝知識・理解

国語
古典A

（木）

NHK for school「伊勢物

語」「狂言」「故事成

語」

『解析古典文法』

古文や漢文の世界に親しもう

古典文法の基本事項を知ろう

・NHKforschoolの「伊勢物語」「狂言」故事成語」を視聴し課題に答え

る。知・読

・「解析古典文法」第１章～第３章　確認問題　知

番組を楽しく視聴し、内容が理解できた

か。　（知）

文法書を読み、練習問題を解くことで理

解が進んだか。授業再開後、小テストを

します。（知）

プリントは、学校再開後の初回の授

業で提出する。

文法書の提出はしなくていいです。

国語 古典研究 古文の読解（基礎①）
古文を現代語との違いをきちんと意

識して読解する。
テキストP12から週あたり１題の課題に取り組む。

各課題に対して自分の出した解答を論理

的に説明できるか。

学校再開後、初回の授業で解答を提

出。なお、分散登校時に、問題１～

３をチェックします。

国語 古典B①

「大江山」

「袴垂、保昌にあふこ

と」

・動詞、形容詞、形容動詞の活用を

確認する

・本文の内容を理解する

・古典文法ワークシートに取り組む

・解説動画を確認する

・文法を理解することができたか（知）

・内容を読み取ることができたか（読）

→7月以降に小テストを予定。

授業に出席した場合は授業内で提

出。

出席しない場合はクラスルームで動

画を閲覧したことの確認をする。プ

リントは出席できたときに担当者ま

で提出。

国語 古典B②

・枕草子「中納言参り給

ひて」

・方丈記「安元の大火」

・古文単語の復習

・「中納言参り給ひて」の内容を読

み取り、登場する人物の関係と人物

像、敬語の用法等について理解して

いる。

・「安元の大火」の内容を読み取り

作者の主張を読み取る。

・古今異義語を学ぶ。

・教科書の枕草子「中納言参り給ひて」・方丈記「安元の大火」を読み、

クラスルームの課題をやり送信しなさい。

・クラスルームの単語テストをやり送信しなさい。

・登場する人物の関係と人物像について

理解している。読

・記述内容を正確に読み取り、作者の主

張を読み取れたか。

・取り上げられた古語の現代語との違い

を理解できたか。知

クラスルームの各課題を締め切り期

日までに提出しなさい。

　読＝読む能力

　知＝知識・理解

提出方法・締切り日教科・分野 科目名 単元又は題材 学習の目標 課題等 評価について


