
川崎北高等学校（２学年）休業期間中の学びについて

（６月8日～６月12日）

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

国語

現代文Ｂ 明日をひらく（随筆）

近代以降の様々な文章を的確に理解し、適切
に表現する能力を高めるとともに、ものの見
方、感じ方、考え方を深め、進んで読書するこ
とによって、国語の向上を図り人生を豊かにす
る態度を育てる。

（継続）
 「「迷う」力のすばらしさ」３段落
 プリントA4版３枚分
上記の課題の模範解答は授業で配布します。
※以降の課題等については授業中に指示します。
Classroomでの配信はありません。

解答を写真に撮ってClass Roomに提出。（5日金曜まで）
 単元テスト（登校時）
 
 （評価規準）
 ・文章の構成や段落相互の関係を読み取ることができる。
 ・対比・逆説・比喩などの表現技法を理解しながら、筆者の発想や主
張、内容をとらえることができる。

古典Ｂ
（文型）

和歌

○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）『小倉百人一首の世界』その4：Ａ4版プリント３
枚分
１「忍ぶれど・・・」についての問題３問
２「恋すてふ・・・」についての問題２問　
３「心にも・・・」についての問題３問
４「ながらへば・・・」についての問題３問
５　かかりむすびの問題２問
上記の課題の模範解答は授業で配布します。
※以降の課題等については、授業中に指示します。
Classroomでの配信はありません。

解答を写真に撮ってClass Roomに提出。（5日金曜まで）
単元テスト（登校時）
観察

（評価規準）
Ａ古文に親しみを持ち、話の面白さを理解している。
Ｂ中古・中世の思想や美意識の特徴を捉えている。
Ｃ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

世界史Ｂ
（文型）

オリエントと地中海世界

世界の歴史の大きな枠組みと流れを、歴史の
発展法則と現代世界の特質を広い視野から
考察することによって、国家及び社会の形成
者として思考力と健全な批判力をはぐくむ。

＜新規＞
6月3日登校日配布プリントA３版１枚のうち、
表面の
❶ローマ共和政　　のみ

提出物　授業において指示　解答の点検
＜評価規準＞
ａ．諸地域世界に対する関心を持ち、各世界の形成過程について論
理的に把握している。
b．諸地域世界の歴史について多面的・多角的に考察し、各世界の
特質を公正に判断し表現している。
ｃ．諸地域世界に関する資料を活用して、追究し考察した過程や結
果を適切にまとめたり、説明したりしている。
d．諸地域世界の形成過程を理解し、その知識を身につけている。

世界史Ａ
（理型）

諸地域世界の形成と交流
・再編・結合　        
        
        
        
        

 世界の歴史の大きな枠組みと流れを踏まえ、
ヨーロッパとアジアの近現代を中心に、日本の
歴史や現代の諸課題と関連付けながら理解
し、歴史の発展法則と現代世界の特質を広い
視野から論理的に考察する。そして現代の諸
課題を思考し貧困、差別、戦争などの今日に
おいても人類の課題を直視する国家及び社会
の形成者足り得る、社会的思考力と健全な批
判力を育む。 

＜新規＞
プリント白地図課題A4版　1枚　

提出物　次回登校日　解答の点検
＜評価規準＞
ａ．諸地域世界に対する関心を持ち、今日の課題歴史的要因を把握
している。
b．諸地域世界の社会経済について論理的に考察し、各世界の特質
を判断している。
ｃ．諸地域世界に関する資料を活用して、多面的に追究し考察してい
る。
d．諸地域世界の形成過程を理解し、その各世界の文明の特質を理
解している。        

        
        
        



数学

数学Ⅱ 複素数と方程式

複素数という新しく考え出された数について理
解させ，基礎的な知識の習得と技能の習熟を
図り，事象を数学的に考察し表現する能力を
養うとともに，それらを活用する態度を育て
る。

＜継続＞課題プリント（複素数）２枚
　　
＜新規＞課題

４組〜８組
　　No.13 複素数の計算（２）
　　No.14 ２次方程式の解（１）

提出物　確認テスト（登校時）　観察　期末試験　
＜評価規準＞
・２次方程式がつねに２つの解をもつことやもつように解の範囲を実
数から複素数まで拡張することに興味をもちその意義を知る。
・解が判別式の符号によって分類できることを理解する。
・判別式や解と係数の関係に興味をもち理解し考え方を深める。
・１次式で割る整式の余りが除法によらなくても求められる意義につ
いて認識する。
・複２次式や因数定理による高次方程式の解法を知る。

数学Ｂ
（理型）

ベクトルとその演算

ベクトルについて理解させ，基礎的な知識の
習得と技能の習熟を図り，事象を数学的に考
察し表現する能力を伸ばすとともに，それらを
活用する態度を育てる。

＜継続＞課題
　　No.11 ベクトルの内積（１） 　　　
　　No.12 ベクトルの内積（２）
　　
＜新規＞課題
　　No.13 ベクトルの内積（３）
　　No.14 ベクトルの内積（４）

〇提出物　確認テスト　観察　期末試験
【評価規準】
・平面上のベクトルの概念を理解するとともに，ベクトルに関する基
本的な用語・記号を理解する。
・ベクトルの加法・減法および実数倍について理解し，それらの演算
について数の演算と同様の法則が成り立つことを確かめる。またベ
クトルの平行・分解について理解する。
・平面上のベクトルが2つの実数の組として表されることを理解し，そ
のよさを認識する。        
・ベクトルの内積の意味や基本性質を理解し、内積を活用して平面
図形の性質の考察ができる。
・位置ベクトルを理解し，平面上の点の位置を表現できるよさを認識
する。

理科

化学
（理型）

酸化還元反応

酸化剤と還元剤の定義を復習し、電子の授受
についての理解を深める。

＜新規＞ 〇Clasroom上での課題提出
【評価規準】
・酸化還元反応の反応物と生成物から半反応式を導くことができる。

物理基礎
（理型）

物体の運動

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＞
教科書p.16～p.33まで予習をすること。
（わからないところは、どこがわからないかをはっきり
させておくこと。）
※提出物はありません

〇授業における取り組みで評価する。

【評価規準】
・身近にあるさまざまな運動について，動きを生じさせている原因を
解明しようという意識が見られる。
・運動の向きや速度，加速度といった量を理解し，物理学的に考察で
きる。



理科

地学基礎
（文型）

宇宙の構成

〇地学的な事物・現象についての観察，実験
を行い、自然に対する関心や探求心を高め
る。　
〇地学的に探究する能力と態度を育てるとと
もに基本的な概念や原理・法則を理解させ、
科学的な自然観を育成する。

【前週までの課題継続】
6/3(水)の登校日に配布した課題プリント１枚。
以前の課題プリントや問題集の課題、classroomの課
題が未提出の人は取り組んでください。

【新規】
新規課題プリントを6/8日週に授業があるクラスは授
業で配布。授業がないクラスは6/９(火)登校日に担任
から配布。
課題の説明はclassroomで配信。
『KAWAKISA Misso ～太陽系の天体を調査せよ～』

〇提出物によって評価する。
【継続】授業で提出のものと、フォームで回答するものがあります。
【新規】７月の第１週に提出してください。

【評価規準】
・課題に積極的に取り組んでいる。（関心・意欲・態度）
・宇宙の構成について理解している。（知識・理解）
・調べ学習への取り組みと、レポートの内容が優れている。(観察・実
験の技能)

保健体育

体育 体育理論

〇運動やスポーツの効果的な学習の仕方等
について理解できるようにする。

（継続）
①運動やスポーツの技術は、学習を通して技能として
発揮されるようになること。②技術の種類や技能の上
達過程に応じた練習方法や課題の設定方法などがあ
ること③運動やスポーツの技能と体力は相互に関連
していること④運動やスポーツを行う際は、気象条件
の変化など様々な危険を予見し、回避することが求め
られること等について「保健体育ノートP120～P131」
の問いを解くこと。また、右ページNOTEに自身の考え
等を交え、単元ごとにまとめておくようにすること。

〇提出された「保健体育ノート」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、具体的な例を挙げて検討したり、分析したりす
るなど、自己の考えをまとめることができる。（思考・判断）
 ・運動やスポーツの効果的な学習の仕方等について、理解してい
る。（知識・理解）
  
 

保健
生涯を通じる健康
（妊娠・出産と健康）

〇心身の発達や健康状態など保健の立場か
ら理解できるようにする。その際、受精、妊
娠、出産とそれに伴う健康課題について理解
できるようにする。

（継続）
妊娠・出産期を健康に過ごすために、本人や周囲の
人が配慮すべきことは何か。また、そのために必要な
ことは何か等について教科書などを参考に、「保健体
育ノートP62」の問いを解くこと。また、P63 NOTEに自
身の考え等を交え、まとめておくようにすること。

〇提出された「保健体育ノート」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、個人および社会生活や事例などと比較したり、
分析したりすることができる。（思考・判断）
 ・生涯の各段階における健康課題と健康づくりについて理解してい
る。（知識・理解）

芸術

音楽Ⅱ
ソルフェージュ　　歌唱の
楽しさ

〇楽譜と実際の音を結びつけることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　
〇曲を歌うことにより、発音・発声の工夫を学
ぶ

「Alleluja」をラテン語の歌詞で歌えるようにする。授業
開始後歌唱のテストを行うのでよく練習しておくこと。　　　　　　　　　　　　　　　　
※「Alleluja」プリント・音楽ノート未提出者は次回登校
した際に提出すること。その後は受け付けませんmの
で気を付けること

　音楽を形作っている要素を知覚し、音楽表現を工夫し、どのように
歌うかについて表現意図を持っているか。（実技テスト：授業再開後
予定）



芸術 美術Ⅱ

〈表現〉
絵本の内容のアイデアづく
り

美術の創造的な諸活動を通して、造形的な見
方・考え方を働かせ、美的体験を深め、生活
や社会の中の美術や美術文化と深く関わる資
質・能力を次のとおり育成することを目指す。

【新規】
自分が将来親になるとして、自分の子どもに読み聞か
せたい絵本のアイデアを作る。
A４サイズの紙を各自用意。縦長で使用する。
絵と文章で、あらすじ、絵のメインビジュアルを描く。

最初の美術Ⅱの授業に持って来ること。

提出されたプリントで評価する。

書道Ⅱ 隷書「曹全碑」

書道の創造的な諸活動通して、感性を高め、
個性豊かな表現と鑑賞の能力を伸ばし、書の
伝統と文化について理解を深める。

【継続】
書道Ⅱの教科書29ページを見て、半紙に５文字清書
する。　　　　　　　　　　　　　　
〈提出日〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　
次の書道Ⅱの授業で提出。
その後もこの課題は継続の予定。

提出された硬筆プリントや臨書作品、創作作品の内容から「関心・意
欲・態度」、「書表現の構想と工夫」、「創造的な書表現の技能」の観
点で評価する。【評価基準】学習課題に積極的に取り組み提出して
いる。（関心・意欲・態度）・古典の美とその技法に関心をもち、表現
技法を高めようとしている。【創造的な書表現の技能】用具用材との
関係に関心をもち、表現を工夫している。

外国語

コミュニケーション英語Ⅱ 英単語の学習

１年次に学習した単語の復習をし、今後の学習に
役立てる

DataBase3000
基本英単語・熟語
課題プリントA３１枚配布

提出物と期末テストで評価する。
（評価規準）
観点１：コミュニケーションへの関心・意欲・態度
観点４：言語や文化に関する知識理解

英語表現Ⅱ
FACTBOOKを使った
文法問題の学習

英語の文型や、時を表す表現を理解してい
る。

Googleフォームでの問題の解答
範囲FACTBOOK p.12～p.25

提出物で評価する。



家庭 家庭総合 　食生活

栄養と栄養素 （新規）・栄養の動画見る。栄養と栄養素のプリント１
枚　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ネットでNHK高校講
座家庭総合（２０１９年度）の第２４回を見て、プリント
に感想を書く。　　　

・提出物により評価します。　　　　　　　　　　　　　　　
（評価規準）食生活の問題点について考え、栄養と栄養素のちがい
や栄養素の働きについて理解している。

総合的な探究の時間 総合的な探究の時間


