
川崎北高等学校（３学年）休業期間中の学びについて

（５月11日～５月15日）

形態 教科 科目名 単元（題材） 学習の目標 課題等 評価方法・評価規準

必修

国語

現代文Ｂ

小説
「こころ」

近代文学の名作を味わい、場面の推移や登場人物の
心理の移り変わりを読み取る。

（継続）
４月２０日に送信済みプリント
（新規）
授業プリント

◯授業動画の視聴、ワークシート
（授業再開後に提出）
【評価規準】現代に生きる我々とどのように考えが共通・相
違しているかを読み取り、かつ、物語がもつ心理描写の巧
みさを読み取ることができている。

古典Ａ
（文型）

十訓抄
「文字一つ返し」
竹取物語
「かぐや姫の昇天」

・古典に用いられている語句の意味・用法及び文の構
造を理解すること。
・古典の内容や表現の特色を理解して読み味わい、作
品の価値について考察すること。
・古典を読んで、我が国の文化の特質や我が国の文
化と中国の文化との関係について理解を深めること。

（継続）
４月７日に配付済みプリント
４月２０日に送信済みプリント

◯授業動画の視聴、ワークシート
（授業再開後に提出）
【評価規準】・古文に親しみを持ち、話の面白さを理解して
いる。
・語句の意味・用言の活用・助動詞の用法が理解できてい
る。

地理歴史

日本史Ｂ
（文型）

自由民権運動と
大日本帝国憲法の成
立

 我が国の歴史の展開を、最新の学問成果や世界史
的視野に立って総合的に考察し、我が国の文化と伝
統の特色についての認識を深めることによって、歴史
的思考力を培い、国民としての自覚と国際社会に主体
的に生きる日本人としての資質を養う。

（継続）
4月27日配信課題
（新規）
5月13日配信課題

〇提出物によって評価します。
（提出日：次の授業日）

［評価規準］
a：明治時代の日本と国際関係に ついて関心があり、学ぶ
意欲がある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ｂ：史料・資料を活用して学習している。　　　　　　　        
        
        

日本史Ａ
（理型）

近代への胎動
明治維新

わが国の近代・現代の歴史の展開を、様々な史料・資
料に基づき、地理的条件や世界の歴史とも関連づけ
て考察する
  ことにより、歴史的なものの見方や考え方、歴史事象
について公正に判断する思考力を身につけることを目
標とする。
  さらに、現代社会が抱えている諸課題に注目し、国際
社会に主体的に生きる日本国民としての自覚と資質を
養うことも
 目指す。
                                                                                                                               

（継続）
4月27日までの課題（休校課題①②、授業プリン
トNo.1〜2）
（新規）
5月11日配信課題

【評価方法】
提出物によって評価します。

【評価規準】
開国から明治新政府成立の過程に関心を持ち、その概要
について理解し、知識を身につけ表現している。



必修

理科

物理
（理型）

平面内の運動

物理的な事物・現象に対する関心や探究心を高め，目
的意識をもって観察、実験などを行い、物理学的に探
究する能力と態度を育てるとともに、物理学の基本的
な概念や原理・法則を理解し，科学的な自然観を育成
する。

（継続）
4月6日～4月27日の配信課題
（新規）
5月11日配信課題

〇提出物によって評価す
る。   　　                                    提出日は最初の登校日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【評価規準】速度の分解，相対速度，水平投射，斜方投
射，浮力について理解している。

生物
（理型）

細胞と分子

１．基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な
見方や考え方を養う。
２．日常生活や社会との関連を図りながら，生物や生
物現象への関心を高める。
３．生物学的に探究する能力と態度を育てる。

（継続）
4月6日～4月27日の配信課題
（新規）
5月11日配信課題

〇提出物によって評価します。　　　　　　　　　　　
(提出日：最初の授業）　　　　　　　　　　　　　
【評価規準】細胞の微細構造と生体物質について理解し知
識を得ている。

保健体育 体育 体育理論

〇豊かなスポーツライフの設計の仕方について理解で
きるようにする

＜新規＞
体育理論プリント
１．生涯スポーツの見方・考え方

〇提出された「体育理論プリント」の解答や記述の内容から、
「関心・意欲・態度」「思考・判断」「知識・理解」の観点で評価す
る。 
【評価規準】
 ・学習課題に関心を持ち、積極的に課題に取り組み、提出して
いる。（関心・意欲・態度）  
・学習課題について、具体的な例を挙げ検討したり、生涯ス
ポーツへのかかわり方について、自己の考えをまとめることが
できる。（思考・判断）  
・豊かなスポーツライフの設計の仕方について、理解している。
（知識・理解）

外国語

コミュニケーション英語Ⅲ

Skill 9  言い換えや要約
・結論を導くディスコース
マーカーを意識しながら
英文を読み解く
Skill10 トピック・センテン
スとキーワードを中心に
拾い読みするスキミン
グ。図表やチラシ、グラ
フから情報を読み取るス
キャニングの技術を使っ
て英文を読む。
 
 

英語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る態度を育成するとともに、情報や考えなどを的確に
理解する能力を伸ばし、自分の意見を根拠に基づいて
発信できる素地を養う。

＜新規＞
Skill９とSkill10の確認テストと小テストの問題を
解き、答え合わせ（赤で丸付け）をする。
解答用紙は、ダウンロードしA4サイズにて印刷し
た用紙かA4サイズの用紙を使用すること。

＜提出方法と期限＞
5月18日（月）までに写真を撮り、Classroomの指
定の場所に「CEⅢ Skill9」「CEⅢ Skill10」の分を
それぞれ提出すること。

〇課題の提出

＜評価規準＞
・コミュニケーションに関心を持ち、積極的に言語活動を行
い、コミュニケーションを図ろうとする。
・英語を聞いたり読んだりして、情報や考えなどを的確に
理解している。
・英語やその運用についての知識を身につけているととも
に、言語の背景にある文化などを理解している。



必修

外国語

英語表現Ⅱ

副教材　『フレーム自
由英作文』
Unit 5  自分のことば
で意見を述べよう②賛
否を述べる 
Unit 7  身近な話題に
ついて意見を書こう

既習の基礎的な文法事項などを踏まえて、日常的な
話題について聞いたことや読んだことを表現し、情報
や自分の考えなどを英語で話したり書いたりして伝え
る発展的な能力を養うとともに、積極的にコミュニケー
ションを図ろうとする態度を育てる。

〈新規〉
Unit 5と7のお題について、提出用ノートに英作文
を書く。

〈提出方法と期限〉
5月18日（月）までに、提出用ノートの写真を撮り、
Classroomで提出する。

〇課題の提出

＜評価規準＞
・与えられた話題について、自分の考えなどについて書く
ことができている。
・聞いたり読んだりしたこと、学んだり経験したことに基づ
き、情報や自分の考えなどをまとめ、読み手にわかりやす
くパラグラフライティングできている。

家庭 家庭総合 衣生活をみつめよう

人間の生涯にわたる発達と生活の営みを総合的にと
らえ、家族・家庭の意義、家族・家庭と社会とのかかわ
りについて理解する。
生活に必要な知識と技術を習得させ、男女が協力して
主体的に家庭や地域の生活を創造する能力と実践的
な態度を育てる。

（新規）
授業ワークシート「装うということ（№１）」

〇ワークシートの提出
【評価規準】
被服の機能と意義を知り、被服が自分らしさを表現する手
段になることを理解している。

総合的な学習の時間 総合的な学習の時間 自己理解と進路選択

自己の興味・関心、特徴・適性を考え、将来展望をもと
に進路の意思決定をする。

（継続）　　　　　　　　　　　　　　　　　　志望理由書
を完成させる（未提出者）

〇提出物によって評価します。　　　　　　　　　　(提出日：最
初の登校日）　　　　　　　　　　　　【評価規準】　　　　　　　　　　　　　　　　　　
表記の正確性・文章の構成力・主張の説得力を評価基準
とする。

選択（群）

国語

国語表現 小論文・レポート入門

文章を書く上で、適切かつ効果的に表現する能力を育
成し、さらに伝え合う力を高めるための表現力を養う。

（新規）
教科書附属テキスト

◯テキストの提出
（授業再開後に提出）
【評価規準】
・文章の要旨をつかむための方法を理解する。
・資料の特徴をつかんで自分の意見を書く。

現代文総合
小説

随筆

現代の様々な文章の読み取りと鑑賞を通して、言葉や
文章のルールを学び、読解のための基礎力を身につ
けるとともに、現代の諸問題に対するものの見方を理
解する力を養う。

（新規）
テキスト「セオラム　現代文２」p14～p17 ◯授業再開後のテキストの提出およびテスト

【評価規準】・描かれた人物、情景、心情などを表現に即し
て読み味わい、ものの見方、感じ方を広げたり深める。
・文章の要旨をつかんだ上で段落構成の関係を理解す
る。



選択（群）

国語

古文総合

⑤天暦の御時に 古文の様々な文章を読めるようにする。多様な古典的
文章に触れることによって、我が国の文化と伝統に対
する関心を深め、生涯にわたって古典に親しむ態度を
育てる。

（新規）⑤「天暦の御時に」の問題を解き、答え合
わせをする。

コメントと提出物により評価する。後日小テスト実施予定。
【評価規準】・問題にしっかり取り組んでいる。・登場人物
が把握できている。・基本単語が理解できている。・「き」
「けり」が理解できている。

地理歴史

発展世界史

ドイツの分裂 冷戦下のドイツについて理解を深める (継続)
４月２７日配信課題
(新規)
５月１１日配信課題
近日オンラインによる対面授業予定

〇提出物と授業再開後のテストによって評価します。

(提出日：次の授業）

[評価規準]
・冷戦下のドイツの様子について理解し、知識を得ている。

応用日本史
農耕社会の形成と
大陸文化の摂取

原始・古代・中世の学習を中心に、授業を展開する。
様々な史料・資料を活用することにより、歴史の流れを
つかみ、
歴史的なものの見方や考え方、さらに歴史事象につい
て公正に判断する思考力を身につけることを目標とす
る。

（継続）
4月30日配信課題
（新規）
5月13日配信課題

〇提出物によって評価します。
（提出日：次の登校日）

［評価規準］
・弥生時代に小国家の形成がはじまり、古墳時代に大和
王権による統一が進み、大陸文化の摂取も進んだことを
理解している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        
        
        

公民 政治・経済

現代の政治 〇広い視野に立って、民主主義の本質に関する理解
を深め、現代における政治・経済・国際関係などを客
観的に理解する。
〇諸課題について主体的に考察し、公正な判断力を
養い、主権者として必要な能力と態度を身に付ける。

（新規）
授業プリント⑤

〇提出物によって評価します。
（提出日：次の登校日）

【評価規準】
・現代の政治に関する諸問題に関心を持ち、意欲的に取り組ん
でいる。
・現代の政治から課題を見いだして、国際的な視野から現在の
日本の状況について考察し、その内容を自分の言葉で表現し
ている。     

数学

数学Ⅲ

複素数平面 〇複素数を座標平面上の点に対応させて表示し，そ
れを事象の考察に活用することができる。

＜新規＞
〇授業プリント
〇３TRIALの該当部分を演習し、〇付けして提
出。

〇提出物によって評価します。
（提出日：次の登校日）

【評価規準】
・複素数平面に関心を持つとともに、それらを事象の考察に積
極的に活用して数学的根拠に基づいて判断しようとする。



選択（群）

数学

発展数学

数と式 〇数学的な性質の美しさに興味・関心をもつとともに、
それらの性質を活用しようとする。

 

 

＜新規＞
〇問題集シニアの該当部分を演習し、〇付けして
提出。

〇提出物によって評価します。
（提出日：次の登校日）

【評価規準】
・既習内容を活用して数学的な課題を解決しようとする。

数学探求 数と式

〇基本的な計算ができ、活用する能力が身について
いる。事象を数学的に捉え、処理する能力が身につい
ている。

＜新規＞
〇問題集リンクの該当部分を演習し、〇付けして
提出。

〇提出物によって評価します。
（提出日：次の登校日）

【評価規準】
・既習内容を活用して数学的な課題を解決しようとする。

実用数学 数と式

〇整式の加法・減法・乗法を正しく処理することができ
る。
〇因数分解について原理・法則を理解することができ
る。

〇問題集フォーミュラノートの該当部分を演習し、
〇付けして提出。

〇提出物によって評価します。
（提出日：次の登校日）

【評価規準】
・既習内容を活用して数学的な課題を解決しようとする。

理科

生物 細胞と分子

１．基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な
見方や考え方を養う。
２．日常生活や社会との関連を図りながら，生物や生
物現象への関心を高める。
３．生物学的に探究する能力と態度を育てる。

（継続）
4月6日～4月27日の配信課題
（新規）
5月11日配信課題

〇提出物によって評価します。　　　　　　　　　　（提出日：
最初の授業）　　　　　　　　　　　　【評価規準】細胞の微細
構造と生体物質について理解し知識を得ている。

化学研究 有機化合物の特徴と
構造

〇アルカン，アルケン，アルキンのそれぞれの性質が
構造に関連していることを理解し，異性体についても
論理的に考察することができる。

【継続】Classroom Meetによる授業と、それに類
する課題を行う。提出もClassroomを通して行う。

〇Classroomにおける小テストや提出物の状況から評価
する。
【評価規準】
アルカン、アルケン、アルキンの性質と構造を理解し、異
性体について論理的に考察できている。



選択（群）

理科

物理研究 波の伝わり方

物理的な事物・現象に対する関心や探究心を高め，目
的意識をもって観察、実験などを行い、物理学的に探
究する能力と態度を育てるとともに、物理学の基本的
な概念や原理・法則を理解し，科学的な自然観を育成
する。

（継続）
4月6日～4月27日の配信課題
（新規）
5月11日配信課題

〇提出物によって評価する。　　　　　　　　　　　　　　　　　提
出日は最初の登校日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【評
価規準】縦波と横波の違い，波の重ね合わせの原理，波
の干渉について理解している。

生物研究 生物の特徴

１．基本的な概念や原理・法則を理解させ，科学的な
見方や考え方を養う。
２．日常生活や社会との関連を図りながら，生物や生
物現象への関心を高める。
３．生物学的に探究する能力と態度を育てる。

（継続）
4月6日～4月27日の配信課題
（新規）
5月11日配信課題

〇提出物によって評価します。　　　　　　　　　　(提出日：最
初の授業）　　　　　　　　　　　　　【評価規準】生物の多様性
と共通性について理解し知識を得ている。

保健体育 スポーツⅡ ゴール型球技とネット
型球技の理論と実践

① 球技の専門的な理解と高度な技能の習得を目指
す。
② 球技の楽しさや喜びを深く味わうとともに、専門的な
技術や戦術、作戦を習得し、相手やチームに応じた攻
防を展開
　　できるようにする。
③ 自己やチームに適した目標や課題を適切に設定し
て練習に取り組み、その課題を解決できるようにする。

＜継続＞
4月６日配布の「スポーツⅡ　事前アンケート」
必要事項記入の上提出
【提出日】
　次回の登校日

アンケートシートの記載内容（特に授業への抱負）によって
評価
【評価規準】
・授業に対して関心を持ち、積極的に取り組もうとしてい
る。
・自分の進路とスポーツとの関わりについて、具体的な展
望を持っている。

芸術

音楽Ⅲ ソルフェージュ　　創作

音楽ⅠⅡでの学習を踏まえて、創意工夫を生かした音
楽表現をするために必要な技能を身に着け創造的、
的確に表現する。

（継続）アンケート・コードネーム課題　　　　※提
出は次回登校日　　　　　　　　　　　　　（新規）ソル
フェージュMUSIC NOTEより配信。データに合わ
せて練習すること。

・アンケート･コードネーム課題はプリント提出。「つどい」か
ら1曲選んでコード（和音）をつける課題の提出方法は科目
のクラスルームを通じて連絡。　いずれも内容により評価。　　　　　　　　　　　　
・ソルフェージュは配信データを使い練習し、完成したら音
声データを送信する。確認ののち、次の課題を配信する。
完成した課題の数・内容で評価。

美術Ⅲ A表現　絵画　　ウォー
ルアートを作ろう

美術Ⅱの学習を基礎として、更に芸術的な感性を高
め、個性豊かな表現と鑑賞の能力を伸ばし、美術文化
についての理解を深める。

〈新規〉トイレットペーパーの芯で、ウォールアート
を作る。（５月11日配信課題）　　　　　〈提出方法
と期限〉
ワークシートは５月18日までにClass Roomに提
出。登校した日に提出。登校できないようであれ
ば写真を撮ってClass Roomに提出。

アイデアスケッチと作品の両方を評価します。



選択（群）

芸術

音楽表現 ソルフェージュ　　キー
ボード

創意工夫を生かした音楽表現をするために必要な技
能を身に着け創造的、的確に表現する。　楽器の技術
を身に着け、創造的に表現する。

（継続）アンケートのプリント・キーボード練習課題
※自宅に鍵盤がない場合はクラスルームを通じ
て相談すること。条件を満たせば貸し出し可。（新
規）ソルフェージュMUSIC NOTEより配信。で＾他
に合わせて練習すること。

・アンケートはプリント提出。　　　　　　　　　　・ソルフェー
ジュは配信データを使い練習し、完成したら音声データを
送信する。確認ののち、次の課題を配信する。完成した課
題の数・内容で評価。

美術表現 A表現　彫刻　　　お面
を作る

個々の学習体験や将来の進路希望等に基づき個別に
設定した課題に応じた主体的な美術活動の体験を通
して、個性豊かで創造的な美術の能力と生涯にわたり
美術を愛好し美を追求する心情を育てるとともに、美
術文化を尊重する態度を養う。

〈新規〉自分で考案したキャラクターのお面を作
る。後日、グループでそれらのキャラクターを元に
した紙芝居を制作し、発表する。　　　　　〈提出方
法と期限〉
登校した日に提出。登校できないようであれば写
真を撮ってClass Roomに提出。

アイデアスケッチと作品の両方を評価します。

外国語

英語構文理解
英字新聞記事
『Tokyo Olympics and 
Paralympics～』

2020年東京オリンピック・パラリンピックの延期に関す
る英字新聞記事を読んで、概要や要点を把握したり、
情報を整理したりすることができる。

〈新規〉
配信されるPDFファイルの英字新聞記事を読み
解き、Googleフォームにて配信される設問に回
答する。

〈提出方法と期限〉
Googleフォームにて配信される設問に回答する。
５月14日（木）17:00締め切り

〇Googleフォームの回答状況から評価する。
【評価規準】
・概要や要点を把握できている
・情報の整理ができている。
・新出語句について理解している。

英語語法理解
副教材『Blossom3』
Unit3

説明文を読んで、概要や要点を把握したり情報を整理
したりする力を養う。また、それをコミュニケーションに
活かそうとする態度を育てる。

〈新規〉
Unit 3の問題を解き、1週間後にClass Roomで
配信される解答で答え合わせをして提出。

〈提出方法と期限〉
登校した日に提出。登校できないようであれば写
真を撮ってClass Roomに提出。

〇ワークの提出
【評価規準】
・イギリスの気候に関する説明文を読んで、概要や要点を
把握したり、情報を整理したりすることができる。
・気象情報に関する英文を聞いて必要な情報を聞き取るこ
とができる。

家庭

子どもの発達と保育
乳幼児期のからだの
発育

子どもの発達の特性や発達過程、保育などに関する
知識と技術を習得させ、子どもの発達や子育て支援に
寄与する能力と態度を育てる。

（新規）
授業ワークシート「乳幼児期の体の発育②」

〇ワークシートの提出
【評価規準】
発育の個人差を考えることができる。
乳幼児の生理的特徴が成人と大きく異なることを具体的
に説明できる。



選択（群）

家庭

フードデザイン
食生活の問題点　　栄
養素の働き　　　調理
実習

栄養・食品・調理・食品衛生などについて関心を持って
意欲的に取り組み、実践的態度を身につけようとして
いる。
食生活について見直し、課題を発見してその解決を目
指して思考を深め、適切に判断・工夫する能力を身に
つけている。
家族や自分の食生活を健康で安全に営むために必要
な、基礎的・基本的な技術を身につけている。
家族や自分の食生活を充実向上させるために必要な
栄養・食品・調理・食品衛生などの知識を身につけ理
解している。

（継続）・動画（マドレーヌの作り方）を見て作る。
オーブンで焼けない人は、他のデザートを作る。
材料と分量、作り方、感想をルーズリーフなどに
まとめる。　　　　　　　　　　　　　　　（新規）・栄養素
のプリント２枚

・提出物により評価します。　　　　　　　　　　（評価規準）食
生活の問題点を知り、自分の食生活を振り返ることができ
る。栄養素の働きを理解している。食品の取り扱い・調理
法を理解し、調理実習に積極的に取り組んでいる。


