大磯高等学校（３学年）
教科

６月22日～６月26日の学びについて

科目名

単元又は題材

学習の目標

課題等

評価について

現代文Ｂ

評論「『内的成長』社会へ」

筆者の論理展開を理解する。

問題演習プリント

問題 プリントの取組み状況で評
価する。（関心・意欲・態度）

古典Ａ

枕草子「頭の弁～」

古文の基本事項と敬語、読解

問題演習プリント

問題 プリントの取組み状況で評
価する。（関心・意欲・態度）

古典Ａ（自選）

センター試験演習古典

問題本文の正確な読み取り

問題演習プリント

問題 プリントの取組み状況で評
価する。（関心・意欲・態度）

国語探究

共通テスト対策問題現代文

問題本文の正確な読み取り

問題演習プリント２枚

点数 及び取り組み状況で評価す
る。（関心・意欲・態度）

東方の世界帝国

隋と唐の特徴を比較し、唐の滅
亡までの過程を周辺地域と関連 問題演習プリント
付けて考察する。

課題 をもとに、各単元を考察で
きて いるか評価する。（関心・
意欲）、（思考・判断・表
現）、（知識・理解)、(資料活
用の技能)

ギリシア世界の多様性を比較
し、古代ギリシアを単元間のつ 問題演習プリント
ながりの中で考察する。

課題 をもとに、各単元を考察で
きて いるか評価する。（関心・
意欲）、（思考・判断・表
現）、（知識・理解)、(資料活
用の技能)

金解禁の意図と、協調外交の正念場
である統帥権干犯問題について理 課題シート
解・考察する。

取り 組みの状況を「資料活用の
技能 」「知識・理解」、文章で
解答 する問を「思考・判断・表
現」で評価する。

律令国家の形成

東アジアの情勢を踏まえたうえで、
大化改新が確立された背景を考察し 日本史探究教材NO8
理解する。

課題の提出状況で「関心・意
欲・ 態度」を評価する。課題の
完成度で「資料活用の技能」
「知 識理解」を評価する。「思
考判 断表現」は思考課題３の内
容や 表現力で評価する。詳細は
「課 題学習について（その２）
を参照。

南アジア

南アジアの多様性について、イ
問題 演習プリントで「関心・意
『ウイニングコンパス』p.136～
ンドを中心に自然と文化を指標
欲」 「思考・判断・表現」「知
139
に理解を深めるとともに，地域
識・ 理解」「資料活用の技能」
問題演習プリント
協力の現況について理解する。
を評価する。

世界の農業

農業立地の成立要因について自
『ウイニング コンパス』p.40～
然，社会，市場との距離，経済
42
水準，国家政策の側面から理解
問題演習プリント
する。

現代社会研究

日本国憲法と民主政治
日本の政治機構

課題の提出状況で「関心・意
日本の政治機構のなかで、特に
欲・ 態度」を評価する。課題の
プリント１～ ２を教科書を見な
国会、内閣不信任決議、憲法改
完成 度で「思考・判断・表現」
がら学習する。
正手順について理解する。
「知 識・理解」「資料活用の技
能」を評価する

数学探究αⅠ

シニア問題集
数学Ａ「確率」

データの分析の基礎から応用ま
仕上 がり内容を見て「知識・理
問題集で数学 Ⅰの復習と受験に
で全般について学力を身に付け
解」 、「技能」、「見方・考え
向けての学習する。
る。
方」の観点で評価する。

国語

世界史研究

世界史探究

日本史研究

ギリシア世界

金解禁と統帥権干犯問題

地理歴史

日本史探究

地理Ｂ

地理研究

公民

数学探究αⅡ

数学Ⅱ「微分法・積分法」
Level Up 問題

思考課題4

問題 演習プリントで「関心・意
欲」 「思考・判断・表現」「知
識・ 理解」「資料活用の技能」
を評価する。

数学Ⅱの微分 法。積分法のまと 仕上 がり内容を見て「知識・理
定積分を応用し、与えられた図
めの問題を学 習し、実践力を身 解」 、「技能」、「見方・考え
形の面積を求める。
に付ける。
方」の観点で評価する。

数学Ⅰ「図形と計量」

問題 に取り組み，振り返りをし
できる問題，できない問題を明 シニア数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・Bの た 内 容 を 「 関 心 ・ 意 欲 ・ 態
らかにし，対策をする。
プリント
度」 ，「知識・理解」の観点で
評価する。

数学Ⅱ「式と証明」

シニア数学演習Ⅰ・Ⅱ・A・Bの
問題番号172～197に取り組む。
論理的に考え、証明することが
内容を見て「関心・意欲・態
※Google クラ スル ーム にあ る授
できるようにする。
度」の観点で評価する。
業動 画No.1 ～ No.6 を参 考に する
とわかると思います。

数学Ⅲ

数学Ⅲ「関数」「数列の極限」

無限数列の収束、発散を判定す
ることができる。
プリントの指 示に従い、教科書 提出 物の内容と振り返りを「数
分数関数や無理関数の式とグラ と 問 題 集 の 問 題 を 解 き 提 出 す 学的 な技能」，「知識・理解」
フを関連づけて、問題を考察す る。
の評価材料として評価する。
ることができる。

数学探究γ

数学Ⅰ「数と式」「２次関数」
数学Ⅱ「複素数と方程式」

提出 物の内容と振り返りを「数
数学Ⅰ・数学Ⅱの既習事項の復 プリントの問 題をレポート用紙
学的 な見方や考え方」「数学的
習をし、様々な応用問題に対応 かルーズリー フに解いて提出す
な技 能」，「知識・理解」の評
できるようにする。
る。
価材料として評価する。

数学探究βⅠ

数学
数学探究βⅡ

理科

物理

万有引力

ケプラーの法則と万有引力の公
式の意味を理解する。

化学

有機化合物の特徴と分類
元素分析

有機化合物の特徴や分析に関心
や探究心をもち、主体的に探究
し、科学的態度を身に付けてい
る。

生物

①第2章
②第2章

① 呼吸について理解する。
①ノート作成
② 炭酸同化について理解す
②動画配信
る。

代謝３
代謝１

物理基礎探究

力学

力学分野について理解を深める

化学基礎探究

化学基礎「物質の変化」

化学基礎「物質の変化」の理解

問５ ～問８で「思考・判断・表
化学基礎探究 課題５のプリント
現」 、問１～問４で「知識・理
１枚
解」を評価

生物基礎探究

①内分泌系の働き
②遺伝子とその働き

① 内分泌系について理解す
る。
①ビーラインの問題を解く
② 知識をもとに問 題を解く力 ②動画視聴
をつける。

地学基礎探究

第3章

銀河系とまわりの銀河、宇宙の 教科書等を参考に、課題4のプリ 記載 された内容から「知識・理
誕生と銀河の分布について理解 ントに記入し て２回目の授業時 解」 、「思考・判断・表現」の
する。
に提出
観点で評価する。

銀河系と宇宙

体づくり運動

自己の体力や生活に応じた運動
を計画的・主体的に取り組むこ 体育日誌を日々記録する
とができる。

力学 分野について、物理現象を
科学 的に理解し、その現象につ
いて 考察しっている。（知識・
理解）（思考・判断・表現）

①から「知識・理解」
①② の取り組み方から「関心・
意欲・態度」

〇体育活動日誌の記載内容によ
り、日々の生活の中で主体的に
日常的に自己に応じた考えで運
動の習慣ができているかで、関
心・意欲・態度、思考判断、知
識・理解を評価する。

①『Next Stage』Part 3 イディ
オ ム No. 989 ～ 1030
② ①熟語の定着
コミュニケーショ
『 SKYWARD 』 Unit
6
③ ②理解力向上
ン英語Ⅲ
『 Prominence 』 Lesson
2 ③４技能向上
Paragraph 1～4

①学習・確認テスト・復習
②「予習・復 習ノート」用プリ
ント
③プリントの指示に従って学習

① 『 Next Stage 』 第 七 章 ②
クリエイティブラ
①文法知識の定着
『 徹底攻略英作文基本編』 第六
イティング
②表現力向上
章

単元 の範囲の知識が定着してい
①学習・確認テスト・復習
るか （知識・理解）、文構造が
②該当ページの学習と問題演
適切に表現されているか（表
習・復習
現）を評価

アドバンストイン アクティブ・リーディング
グリッシュ
Unit 6 エコツーリズム

家庭

①から「知識・理解」
①② の取り組み方から「関心・
意欲・態度」

大学共通入学 テスト対策 編末
問題
P.28 ～ P.37 ル ー ズ リ ー フ に て
提出

保健体育 体育

英語

ケプ ラーの法則を体系的に理解
し、 天体の運動を円運動ととら
演習NO.16、17
え、 演習問題を解くことができ
ている。（知識・理解）（思
考・判断・表現）
有機 化合物の特徴や分析に関心
プ リ ン ト NO13 NO14 を 教 科 書 を
や探 究心をもち、主体的に探究
見ながら学習 し、動画で確認す
しよ うとしている。「関心・意
る。
欲・態度」

生活科学

子どもの育つ環境

①語彙・熟語の定着
②理解力の向上
③表現力の向上

ワークシート2枚

子育て支援のあり方について考 名札製作
える。

課題に適切に答えられており
（表 現、理解、関心・意欲・態
度）、知識が定着しているか
（知識・理解）を評価

課題に適切に答えられており
（理 解、関心・意欲・態度）、
自分 の意見を持つことができる
か（表現）を評価
名札製作の取り組み・工夫よ
り、「技能」を評価

