
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

6/1
～6/7

『読む！問題集

　　　　　世界（評論）』

・科学と人間の不協和音

・「過情報」の生理学

　　ー見極める力を鍛えるー

・お金と沈黙

「水の東西」

・前々回の課題の正答確認

『読む！問題集　世界（評論）』から以下の問題を解いて丸

付けをして下さい。

・科学と人間の不協和音（P４〜）

・「過情報」の生理学ー見極める力を鍛えるー（P１０〜）

・お金と沈黙（P１８〜）

語句問題・チェック問題・確認問題・まとめ問題・入試問題

にチャレンジと問題の形式がありますが、全て解いてくださ

い。なお、解答は授業用のノートに書いて下さい。

「水の東西」

・前々回の課題の正答をお送りするので、自分の解答と照ら

し合わせて見て下さい。

『読む！問題集　世界（評論）』

・現代文の重要なテーマである現代社会・異文化に関する文章

  を読むことで、ものの見方、感じ方、考え方を豊かにするこ

  とが目的です。前回の現代文の課題で身につけたグループ分

  けの読み方や、「水の東西」で学んだ対比構造などに意識し

  て読んでみて下さい。幅広い文章を読むことで多様なテーマ

  の知識が身につき、問題が解きやすくなります。ぜひ、楽し

  みながら文章を読んでみて下さい。

・休校明けの授業で提出してください。

「水の東西」

・必須ではないですが、授業用のﾉｰﾄにまとめてみてください。

数学Ⅰ

数学Ａ

6/1
～6/7

教科書：数学Ⅰ

第２章：集合と命題
 P48 ～ P63

第３章：２次関数
 P68 ～ P115

スタディサプリで既に5/31に配信してあります。

今週・来週は「復習・理解・定着」です！

範囲が先に進まないここがチャンス！

「課題」と「問題集」で「自分でできる！」の「理解・定

着」までいきましょう！

今回の課題とリンクしているのは

問題集（REPEAT）　P30～P61

64期数学まとめサイト

https://sites.google.com/gl.pen-

kanagawa.ed.jp/happa/seisho64math

【目標】

･「集合と命題」・「２次関数」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】

動画内の確認テストとチェックテストの解答をスタディサプリ

にて6/7（日）17:00までに提出。
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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

コミュ
英Ⅰ

6/1
～6/7

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.20～p.21を解き

答え合わせをする。

 

②英語総合問題演習ブロッサ

ム 2を、春休みの宿題から

p.23まで、登校日に提出して

もらいます。すべて終わって

いるか確認してください。

③休校中のこれまでの課題の

一覧を別途提示します。すべ

て終わっているか一覧を

チェックして確認する。終

わっていないものがあったら

今週中に仕上げ、すべて終

わっていることを確認する。

①を学習し終えたら、第5回オンライン単語テストを受験し

ましょう。出題範囲はLEAP活用ノート1のp.18~p.21です。

(前回分と今回分のまとめ)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe24BKH

WZMja3Tw1Ew-

Re9wBgGbk8wyVa2ofPXDNjU5wi8E8w/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。

・②③英語総合問題演習ブロッサム 2及び休校中のこれまでの課題つ

　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学校再開後､もしくは

　登校日が設定されればいつでも提出できるようにしておくこと

・②英語総合問題演習ブロッサム 2については春休み中の課題という

　こともあり、この課題だけは６月４日（木）の学校再開初日（HRの

　み）に提出すること。提出の仕方は

＊最初からUnit5 p23 まで。

＊“提出ノート”のみ提出、記名を忘れないこと。

＊問題集本体にやった人はそちらを提出。両方は出さない。

＊教室または廊下にかごを用意するのでそこに入れること。

・③休校中のこれまでの課題の一覧をよく確認していつでも提出でき

　るようにしておくこと。

【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

世界史A
6/1
〜6/7

フランス革命②
教科書Ｐ８６・Ｐ８７、資料集Ｐ２１８～Ｐ２２１を参考に

①穴埋めプリント　②レポート課題に取り組む。詳細はスタ

ディサプリで連絡します。やり方は従来通りです。

【目標】

ロベスピエールの権力の隆盛とその要因について説明できる

【提出】

初回の授業時。レポートと穴埋めは課題提示日ごとにセットに

し、表面にクラス氏名を記入すること

化学 基礎 ～6/5
結合と結晶
物質量

①教科書P52～55、67、71、72.､76､77、80、81を確認し、

それに伴うプログレス（P28～35）の既習内容の問題を進め

る。

②スタディサプリの講義動画　「通年講座、理科、高1」で

検索し、高１・高２化学＜理論編＞の第６講「物質量」の第

1チャプターのみ、25分35秒を見る。該当するところを教科

書でも確認すること（教科書P144の索引を利用して）。

【目標】

金属結合、イオン結合、共有結合の区別ができるか。モル、相

対質量の定義を理解できたか。

【提出】

提出物はありませんが、取り組み状況はネット上で確認しま

す。「関心・意欲・態度」の評価材料にします。

【その他】

該当するところについては、授業を早く進めます。教科書のレ

ベルを少し超えているところがありますが、気合を入れて頑

張って。アップアップになってしまった人は、スタディーサプ

リの視聴だけは進めてください。

休校中の学習(6/1～6/7）　　Ｎｏ．２
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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

生物 基礎
6/1
～6/8

２編
  遺伝子とそのはたらき
１章
  生物と遺伝子

教科書Ｐ52～63および、スタディサプリ第４講を参考に、６

月４日（木）の登校日に配布される「生物基礎課題プリント

②」を解く。

※解答は後日Ｃ－ｌｅａｒｎｉｎｇで配信します

【目標】

遺伝子の実体がＤＮＡであることを知り、ＤＮＡの構造を理解

する。

【提出】

プリントを渡すのが木曜日になってしまうので、６月１５日

（月）以降最初の授業で提出

体育
6/1
～6/7

ストレッチ等を行う

前回の内容と同様
①体つくり運動
「ラジオ体操第１」
②体育理論
「スポーツの始まり
　　　　　　　と変遷」
　保健教科書
　　　P.118～119参照

学校再開後の体育の授業や運動のためスト
レッチ等の運動を行う。（ストレッチの参考
資料を参考にしてみてください）

前回の内容と同様
①ラジオ体操第１の動作と流れを覚える。
②配布されたプリントを教科書やインターネッ
　ト等を利用し調べて学習する。
  ※プリントはｽﾀﾃﾞｨｻﾌﾟﾘで配信してます。

　　(Googleﾄﾞﾗｲﾌﾞでも配信しています)

【目標】

①毎時間授業の中で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。授業再開後、実技テストをして「関心･

　意欲･態度」「技能」で評価する。

②スポーツの始まりと変遷、近代スポーツから国際スポーツ

　へと発展した流れについて理解し説明することができる。

　提出された課題の内容で「関心･意欲･態度」「思考･判断」

　で評価する。

【課題提出･確認方法】

①休校明けの授業で実技試験をします。

②休校明けの最初の授業で提出して下さい。
 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

保健
6/1
～6/7

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

　　配信されてます。

【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休校明けの最初の授業で提出して下さい。(保健ノート)

②休校明けの保健の授業で確認テスト等を行う可能性がありま

　す。（プリント､教科書の内容）

情報の
科学

6/1
～6/7

産業財産権 （詳細はClassroomを参照してください。）
【目標】

産業財産権に関する知識をみにつける。

書道
6/1
～6/7

（詳細はClassroomを
参照してください。）

前回の課題から、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。
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。

休校中の学習(6/1～6/7）　　Ｎｏ．３



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

美術
6/1
～6/7

これまでに配信した
課題それぞれの単元

今回は、新しい課題はありません。

今週は5月中に3回にわたって配信した課題を仕上げてもらう

期間とします。

それと合わせて、4月中に配信した課題で、まだ取りかかっ

ていない、または制作途中の課題を完成させるための期間と

します。休校明けの最初の授業時に提出できるようにがん

ばってください。

【目標】

課題それぞれの学習の目標、課題確認については、これまでに

配信された課題一覧表の記載内容と、必要があればPDFファイル

「美術科課題」をあらためて確認してください。

【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
6/1
～6/7

ボディー・パーカッショ
ン

今回の課題も、実技課題となります。

題材は、教科書MOUSAのP.10「Plymouth Rock」です。

この楽曲は、手拍子と足踏みのみで演奏される、「ボディー・パー

カッション」のために書かれた楽曲です。

（「パーカッション」とは「打楽器」という意味です。）

楽譜には、４小節ごとに「A」から「H」までの記号がつけられて

いますが、今回は初めてボディー・パーカッションをやる人も多い

かと思いますので、どんな感じかを掴むために「A」の４小節だけ

を練習してみましょう。この楽曲はⅠパートとⅡパートの2つの

パートがありますが、両方とも練習をしてみてください。

4/4拍子の楽曲なので、「1・2・3・4」という数え方になりますが

これに手拍子を「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、「A」の4小節は

それぞれ

Ⅰパート　　　　　　　　　　Ⅱパート

「足足・手・足足・手」　　　「足足・手・足足・手」

「足足・手手・休・休」　　　「休・休・足足・手」

「手足・手手・休・休」　　　「休・休・足手・足足」

「手足・手足・休・休」　　　「休・休・足手・手足」

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。）

楽譜に上記のような「手」・「足」・「休」を書き込むのも有効な

方法です。また、楽譜の足踏みのところにはL（左）とR（右）が

書かれていますが、気にしないで大丈夫です。やりやすい方の足を

使ってください。

現段階では、強弱などは気にしないでけっこうですので、手拍子も

足踏みも、無理をして力いっぱいにせず、リラックスした感じで

やってみてください。

ちなみに、Ⅰパート・Ⅱパートともに、最初の1小節目はロックバ

ンド、クイーンの楽曲「We Will Rock You」でも用いられている

リズムですので、この1小節目を繰り返しながら唄ってみても

おもしろいかもしれません。よかったら試してみてください。

【目標】

今回の課題は、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。

休校中の学習(6/1～6/7）　　Ｎｏ．４
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よりよい学校生活を送るために
生徒手帳をもう一度、確認しておこう。

特に　生徒心得 P.19～
　　　服装に関する規定 P.26～P.31
　　　（６月は夏服の期間になります。
　　　　今週から夏服での登校が可能です。）

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

何回か紹介してますが、学校内の施設の紹介用動画です。
学校再開に向けて、雰囲気を味わって学校に登校して下さ
い。
　

学校探検前半
https://youtu.be/z35SWrcAfXs

学校探検後半
https://youtu.be/-y2Qp1DB_1k

≪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。

学校再開(分散登校)
今週の登校日は

４月４日（木）
１１Ｒ〜１４Ｒ    ９:４０
１５Ｒ〜１８Ｒ  １３:３０

朝のＨＲ(ｵﾝﾗｲﾝ)  ９:１５～
(登校日以外の日、登校日が午後のクラ

スは４日の朝も行います。）

詳しいことは
　Googleﾄﾞﾗｲﾌﾞで配信します。

https://drive.google.com/drive/
folders/1uGNDDTICCRA3md9wSrDxdS
C6oFaEaEdV?usp=sharing

学年

各種委員会・係一覧  (先週Googleﾄﾞﾗｲﾌﾞで配信)

学校が再開したら、1年間携わる委員会･係を決めてもらいま

す。内容を確認してあらかじめ委員会･係を考えておこう。

https://drive.google.com/drive/folders/1uGNDDTICCRA3m

d9wSrDxdSC6oFaEaEdV?usp=sharing

休校中の学習(6/1～6/7）　　Ｎｏ．５
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https://sites.google.com/gl.pen-kanagawa.ed.jp/seisho-career/top
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