
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

6/8～
6/14

『羅生門』

教科書P３４〜『羅生門』を読んで、次の課題に取り組んで下さ
い。
１.文章中の意味のわからない語句の意味を調べる
※ページの見開き左下の「語句」の欄を参考にしてください
2.文章中に登場する漢字を読み書きできるようにする
3.文章を読んで疑問に感じたこと、感想を授業用ノートにまと
める

授業で扱う『羅生門』の予習となります。後日ノートを提出してもらい
ます。

数学Ⅰ

数学Ａ

6/7～
6/14

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6/14
（日）17:00までに提出。

コミュ
英Ⅰ

6/8～
6/14

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.22～p.23を
　解き答え合わせをする。
 
②ELEMENTの教科書のp.34～
　p.38（Part1&Part2）を読
　み、別途配布されたプリン
　トの該当箇所（1/4＆2/4）
　を解く。

③be English Grammar 23
　Workbook p.30～p.31をや
　り、答え合わせをする。

②のプリントはコミュニケーション英語Ⅰの授業で使うので
　授業に持ってくること。また、1回目の授業でLesson2
　(Christian the Lion)のプリントの宿題を回収します
　ので忘れずに持参すること。コミュニケーション英語Ⅰは
　ELEMENTの教科書を使います。

③英語表現Ⅰの授業ではbe English Grammar 23とMY WAY
　を使うので持参してください。

【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。

・②③ELEMENT教科書課題及びbeEnglish Grammar workbook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。

・②ELEMENT教科書課題については授業の中で使うので、ただやってう

　めるだけでなく、内容もしっかり理解しておくこと。

・③be EnglishGrammar workbookの課題についてはまだ提出は求めな

　いが、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
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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
6/7～
6/14

フランス革命③
教科書Ｐ８７・Ｐ８８・P８９、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】
ナポレオンのもたらした変化を説明できる
【提出】
6/15～6/19の週の初回の登校日に提出。ホチキスを左上に留め、表面に
クラス出席番号氏名を記入すること

化学
基礎 ～6/12 物質の分類

復習です。いよいよ授業が始まります。
授業の予習となる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１講「物質
の分類」計44分43秒を見る。

【目標】
単体、化合物、混合物、純物質を区別できるか。混合物の分離（特に蒸
留）が何の違いで分離しているかを理解しているか。
【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】
前の課題です。該当するところについては、授業を早く進めます。アッ
プアップになってしまった人は、ここで必ず追いついてください。

生物
基礎
6/8～
6/12

１編　生物の特徴
１章　生物の多様性と共
　　　通性
２節　生物の共通性とし
　　　ての細胞

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。

【目標】生物に共通して見られる細胞の構造と特徴を理
　　　　解する。観点は「関心・意欲・態度」

【提出】後日指示します。

体育
6/8～
6/14

前回の内容と同様

ストレッチ等を行う

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

前回の内容と同様

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）

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。
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
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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
6/8～
6/14

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

6/11 知的財産権、産業財産権 １０：００より小テストを行います
【目標】
知的財産権、産業財産権に関する知識の定着を確認する。

書道
6/8～
6/14

（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。

美術
6/8～
6/22

色について取材しよう！

【注：今回は、2週間分の課題となります。】

「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、ピ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

音楽
6/8～
6/14

ボディー・パーカッショ
ン

今回の課題は、前回の続きとなります。

（教科書MOUSAのP.10「Plymouth Rock」です。）

前回は「A」の4小節を練習してもらいましたが、

今回は「B」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、「B」の4小節は

それぞれ

Ⅰパート　　　　　　　　　　Ⅱパート

「手・手・手・手」　　　「足・足・手足・足」

「手・手・手・手」　　　「足手・足手・手足・足」

「手・手・手・手」　　　「足足・手・手手・足」

「手・手・手・手」　　　「足足・手手・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。）

「B」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。

「Plymouth Rock」は授業の中で取り上げますので、うまくできないと

ころがあってもかまいません。1人で練習をするのも、難しい部分があ

ると思います。

授業では、ⅠパートとⅡパートの両方を全員で練習しますし、クラス内

でⅠパートとⅡパートに分かれて、合わせて練習をしたりもしますの

で、

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。

【目標】
今回の課題は前回の内容と同じく、
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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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

今週の登校日は

６月８日（月）、１０日（水）

ＨＲ　９:５０～
午前30分×４時間授業  

登校日以外の日
朝のＨＲ(ｵﾝﾗｲﾝ)  9:15～

来週の登校日は

６月１５日（月）午後
６月１８日（木）午前

≪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

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