
64期生1年 西湘高等学校

科目 期間 単元 学習内容・方法 学習の目標・課題提出確認方法

国語
総合

6/15～
6/28

読書習慣をつけよう

これまでは教科書の内容を勉強してもらいましたが、今週か

らは読書習慣の確立に取り組んでもらいたいと思います。春

季休業中には一冊本を読んで要旨と感想を書いてもらいまし

たが、今回は考えたことを少し書いてもらいます。別途で送

信するGoogle Formに記入してもらいますので、詳しくはそ

ちらを見てください。

勉強に限らず何かを学ぼうと思った時、一番初めに行うことは

本を読むことです。つまり、読書習慣ができていれば、自分一

人で学ぶことができます。ぜひ１年生の今のうちに読書習慣を

確立させ、今後３年間の学びの基礎を固めましょう。もちろん

読書はそれ自体がとても魅力的な行為です。文字だけで私たち

を別の世界へ連れて行ってくれます。映画やドラマと違って自

分の視点とペースで読み進められるのも魅力的です。ぜひ、こ

れを機に素敵な読書体験をしてみましょう。提出については

Google Formで週に一度読んだ本について報告してもらいます。

詳しくはGoogle Formを見てください。

数学Ⅰ

数学Ａ

6/15～
6/22

教科書：数学Ⅰ

第１章：数と式

少しずつ授業で確認・補足が始まっています。

次回の授業内容に合わせて、復習・定着を図って授業に臨ん

で下さい。

「休校中のまとめ」プリントが担当者から配付されていま

す。それを期日通りに仕上げて、提出してくださいね！

「問題集」を引き続き繰り返し解いて、歯を磨くのと同じく

らい「習慣化」しましょう！今がチャンス！

【目標】

･「数と式」の分野の基本的な用語とその関

　係性を理解し、適切に表現できる。

・問題集の問題を「自分で解ける」ようになる。

　提出された課題により､「関心･意欲･態度」､「知識･理解」の

　評価材料とする。

【提出】

担当者から伝えられたプリントを提出日に提出。

コミュ
英Ⅰ

6/15～
6/21

①必携英単語LEAP単語帳を参

　照しながら必携英単語LEAP

　活用ﾉｰﾄ１のp.24～p.25を

　解き答え合わせをする。

 

②英検分野別10分ドリル準2

級第一回(p.4-5)をやり、解

らないところは調べる。

①はオンラインテストを実施します。範囲はp.22～25です。

課題が済んだら受験してください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx_tRqgri

7gpivbJc-0As9tN8dQznYnFNz51TWsZH-

YanVmw/viewform?usp=sf_link

【目標】

・① LEAP活用ノートでは「言語や文化についての知識・理解」の

　観点で評価する。

・②英検分野別１０分ドリルの課題ついては「外国語表現の能力」

　及び「外国語理解の能力」の観点で評価する。

・提出された課題の全ては「関心･意欲･態度」の評価材料とする。

【提出】

・① LEAP活用ノートについては今までの続きでいつでも提出できる

　ようにしておくこと。

・②英検分野別１０分ドリルの答えは６月１５日（月）登校時に

　渡します。マルをつけて採点するのはもちろんのこと、解答冊子を

　よく見てその問題の内容、単語、文法事項をよく理解しておく

　こと。このドリルもいつでも提出できるようにしておいてくだ

　さい。

【注意】

・授業開始後、４月以降の課題についてはテストがあると思って

　しっかり取り組んでください。

英語表現Ⅰ 同上 同上 同上 同上
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科目 期間 単元 学習内容・方法 学習の目標・課題提出確認方法

世界史A
6/15～
6/21

産業革命・アメリカ独立
戦争・フランス革命の単
元まとめ

単元末レポートに取り組む

【目標】

市民革命とは何かを説明できる。市民革命が起こった要因につ

いて、社会の変化に着目し説明できる。

【提出】

各クラスごと授業中に回収をします。提出日は授業中に指示を

しますので、提出の準備を整えておいてください。

(注意)〇先週の課題の回収が「6/15の登校日」になっていまし
たが、混雑を避けるために先週の課題の提出日を変更しま
す。提出日は今週の課題と同様に授業中に指示をします。

化学 基礎 ～6/19
課題は出しません。
スタディーサプリを見る習慣はできたと思います。
授業の予習復習として使いましょう。

生物 基礎
6/15～
6/21

１編　生物の特徴
２章　生命活動とエネル
ギー
１節　エネルギーと代謝
２節　代謝を進める酵素

授業の予習プリントをＣ－ｌｅａｒｎｉｎｇで配信します。

プリントアウトするか、ノートやルーズリーフ等に（　）の

番号を書いて解答をまとめておいてください。すべて教科書

はしっかり読めば分かる内容です。

来週からの授業はこの予習プリントが終わっているという前

提で進めていきますので、しっかり取り組んでおいてくださ

い。

授業の予習復習として使いましょう。

【目標】

代謝とエネルギーの流れについて理解する。観点は「関心・意

欲・態度」

【提出】

後日指示します。

体育
6/15～
6/21

[前回の内容と同様]

ストレッチ等を行う

体つくり運動
「ラジオ体操第１」

[前回の内容と同様]

体育の授業に向けてストレッチ等の運動を行う。
（配信済みのｽﾄﾚｯﾁのﾌﾟﾘﾝﾄを参考にしてみる）

ラジオ体操第１の動作と流れを覚える。

【目標】

準備運動として行うラジオ体操が正確に行えるようになる。

実技テストを行い「関心･意欲･態度」「技能」で評価する。

【課題提出･確認方法】

ラジオ体操は、授業内で実技試験を行います。
体育理論の課題は、最初の体育の授業で提出する。
 プリントを印刷して解答を記入したものを提出。

 (印刷ができない人は、解答を白紙･ﾙｰｽﾞﾘｰﾌ等に記入して提出)  

　※保健のﾉｰﾄは使用しない
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科目 期間 単元 学習内容・方法 学習の目標・課題提出確認方法

保健
6/15～
6/21

前回の内容と同様
体のつくりと働き

1.私たちの健康のすがた

2.健康のとらえ方

3.健康と意思決定･行動選択

4.健康に関する環境づくり

5.生活習慣病とその予防

6.食事と健康

　口絵P.③〜④

　保健教科書P.6〜19

前回の内容と同様（復習と課題の整理）

①保健ノート「P.2～13、P142～143」を教科書を参
　考にしながら完成させること。

②配布されたプリントを学習する。
　今までのプリントはｽﾀﾃﾞｨｻﾌﾟﾘ､Googleﾄﾞﾗｲﾌﾞで配信済み

【目標】

提出された課題の内容で「関心･意欲･態度」「思考･判断」の観

点で評価する。【課題提出･確認方法】

【提出等について】

①最初の保健の授業で提出する。(保健ノート)

②保健の授業で学習する内容なので、予習をしておくこと。

　(提出なし、学校での授業で取り扱う）

情報の
科学

6/15〜
授業では教科書第1章の内容を進めていきます。
それに関する問題を随時Classroomで発信していきま
す。

美術
6/8～
6/21

色について取材しよう！

【前回の配信時に2週間分の課題であるということをお伝えしてあ

りますが、

みなさんがあらためて確認できるように、

今回も同じ内容を示しておきます。】

「色について取材しよう！」

・身の周りのものや風景など、室内・屋外問わず、世の中に存在す

るすべての中から色を選び、携帯やカメラで撮影します。色が質感

をともなっていることや、周りの色の影響を受けていることに気づ

くはずです。

〈条件〉

①2種類の色を取材。1つは自分の好きな色。もう1つは、

  好きな色と合うと思う色、この2色。1色の範囲（幅）

  は、広くても構わない。

(赤だとしても茶色っぽかったり、ﾋﾟﾝｸっぽかったり等）

②色については、赤・青・黄色などのはっきりとした色

　でなくてよい。言葉で表せないような微妙な色も、も

　ちろん可。

③撮影枚数は2色とも20枚以上

 例：赤とグレーを選択。

 赤・・・・リンゴ・夕日・信号機・屋根・標識、等

 グレー・・コンクリート・家の外壁・車・地面・影、等

・特別提出はありませんが、後日この写真資料を授業で使用します

ので,楽しみながらしっかりとやってください。

【目標】

課題をきっかけに、様々な事柄に興味を持ち、観察することや

感じ取る感覚を大切にする。

今回の課題については、「関心・意欲」「発想や構想の能力」

の観点で評価を行います。
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科目 期間 単元 学習内容・方法 学習の目標・課題提出確認方法

書道
6/15～
6/21

（詳細はClassroomを
参照してください。）

書道科のClassroomにて課題の学習内容・方法などが
提示されていますので、
Classroomに掲載されている内容をしっかりと確認し
て取り組んでください。

【目標】

学習の目標、課題確認についても、Classroomにて課題の学習内

容・方法とともに示されていますので、確認をお願いします。

【提出】

休校明けの最初の授業時に教科担当へ提出してください。

音楽
6/15～
6/21

ボディー・パーカッショ
ン

前回の続きとなります。

（教科書MOUSAのP.10「Plymouth Rock」です。）

前回までで「A」と「B」のそれぞれの4小節を練習してもらいまし

たが、

今回は「C」の4小節を練習してみましょう。こちらもⅠパートと

Ⅱパートと、両方とも練習をしてください。

前回と同様、手拍子を「手」、足踏みを「足」、休みを「休」とし

て「1・2・3・4」という数え方に当てはめると、「C」の4小節は

それぞれ

Ⅰパート　　　　　　　　　　　Ⅱパート

「手足・手手・足・足」　　　　　「手・手・手・手」

「足・足手・手足・足」　　　　　「手・手・手・手」

「足足・足足・手手・手手」　　　「手・手・手・手」

「手足・手手・足・休」　　　　　「手・手・手・手」

このようになります。

（P.10の楽譜と照らし合わせてみてください。）

「C」の4小節のⅠパートとⅡパートの練習をして、スムーズにで

きるようになったら、

前回練習した「A」の4小節と「B」の4小節、そして「C」の4小節

をつなげて練習してみてください。

こちらも、ⅠパートとⅡパート、両方の練習をしてください。

前回も書きましたが、この課題は「授業の予習」という感覚で、気

楽に取り組んでもらえればと思います。

引き続き、がんばってみてください。

それから、今回の課題をもって、「Plymouth Rock」の予習はいっ

たん終了し、

次回は違う課題を発出したいと思っています。

「Plymouth Rock」の課題確認および「D」以降の部分は、

今後の授業にて扱っていきます。

【目標】

それぞれのパートの役割を考えながら、

手拍子と足踏みを用いて音楽を演奏できることを目標としま

す。

この単元の内容については、

授業内において

「音楽への関心･意欲･態度」

「音楽表現の創意工夫」

「音楽表現の技能」の3観点で評価します。

【提出】

実技課題となりますので、今後の実際の授業の中で課題確認を

行います。

授業では、2つのパートそれぞれの練習と、

ⅠパートとⅡパートに分かれて、二重奏の形で演奏練習をして

いきます。
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連絡事項

・個人写真撮影　6月15日(月)
　冬服持参（男子:学ラン、女子:ブレザー）
　校章も忘れずに

・１年生向け部活動説明会
　6月15日(月)、18日(木)　授業終了後

先週も紹介しました。
進路情報のまとめページです。
じっくり「調べる」「考える」ができる今がチャンスです。

https://sites.google.com/gl.pen-kanagawa.ed.jp/seisho-

career/top

部活動の紹介動画です。
多くの人が部活動に参加してほしいです。
入部の参考にしましょう。
　

運動部
　https://youtu.be/bBRV9VhPlhY

何度も見ているかもしれませんが、学校内の施設の紹介動
画です。学校も再開され授業も始まり、学校内でスムーズ
に過ごせるように再度確認しておこう。
　

学校探検前半
https://youtu.be/z35SWrcAfXs

文化部
　https://youtu.be/IP6fvqZqutg 学校探検後半

https://youtu.be/-y2Qp1DB_1k

今週の登校日（２日）
30分×４時間授業

６月１５日（月）１３:１０ ＨＲ
 ・個人写真撮影(冬服持参)
 ・１年生向け部活動説明会
６月１８日（木）　９:５０ ＨＲ
 ・１年生向け部活動説明会

６月１８日以外の日は
朝のＨＲ(ｵﾝﾗｲﾝ) ９:１５～

来週の登校日は、週３日
６月２２日（月）午後
６月２４日（水）午前
６月２５日（木）午後

≪注意事項≫
先生からYouTubeでオリジナルの動画の配信がされている教科があると思います。
その配信動画を生徒の皆さんの「再生リスト（公開設定）」に追加することは禁止です。
配信している動画は限定公開で検索エンジンから検索されません。しかし、皆さんが「公開」の再生リストに加
えると、再生リスト自身が一般ユーザから検索可能になるため、結果的に動画の視聴が可能となってしまいま
す。よろしくお願いします。

　　　　　学　年　か　ら　の　連　絡

学年
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