
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

5/25
～5/31

スタディサプリ
「高１・高２ベーシックレベ
ル現代文　第１講　グループ
分けして読む」

スタディサプリで配信する「高１・高２ベーシックレベル現
代文　第１講　グループ分けして読む」を視聴し、確認テス
トを解答して下さい。
なお、スタディサプリが視聴できない生徒は『読む！問題集
１世界（評論）』の「科学と人間の不協和音」（P４〜７）
を読んで、ページの下部にある語句問題とチェック問題を解
いて丸付けをして下さい。

前回までの課題である「水の東西」を対比構造に着目して読ん
でもらいました。今回配信する動画も同様に文章の対比構造を
扱ったものです。「水の東西」の読解と今回の動画の視聴を通
して、対比構造に着目して読む習慣を定着させましょう。提出
はスタディサプリ内の確認テストにて行います。

数学Ⅰ

数学Ａ

5/25
～5/31

教科書：数学Ⅰ

 P94 ～ P115

第３章：２次関数

スタディサプリで既に5/17に配信してあります。
新しい分野なので、動画を必ず見てから確認テスト・チェッ
クテストに入ってくださいね。それが終わったら教科書・問
題集の該当部分を各自で繰り返しやりながら、理解を深めて
くださいね。

今回の課題とリンクしているのは
問題集（REPEAT）　P54～P61

64期数学まとめサイト
https://sites.google.com/gl.pen-
kanagawa.ed.jp/happa/seisho64math
も復習などの参考にしてくださいね。

【目標】
･「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5/31（日）17:00までに提出。

コミュ
英Ⅰ

5/25～
5/31

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.18～p.19を解き
答え合わせをする。
 
②スタディーサプリの動画、
第４講（時制１）と第５講
（時制２）を視聴し、確認問
題を解く。
 
③be English Grammar 23の
p.36～p.41をやり答え合わせ
をする。
 
④Be English Grammar
Workbook 23のp.24～p.29を
やり答え合わせをする。

②動画視聴後に確認テストを受験してください。(スディー
　サプリ上で提出済マークを灯す)
 
③の宿題の答えは別途配布予定です。

【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スタデイサプリの動画視聴及び確認テストについては「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。
・③④Be English Grammar 23､及びそのWorkbook 23、の課題は「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スタデイサプリの確認テストはスタデイサプリ上で提出する。
・③④ Be　English Grammar 23、及びそのWorkbook 23の課題はそれぞれ書
　き込めばいいので学校再開後、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。
【注意】
・学校再開後、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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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

世界史A 5/25
～5/31

フランス革命①

①穴埋めプリント
教科書Ｐ８５～８７、資料集Ｐ２１８～ｐ２１９を参考に
②レポート課題
前回以前のものと同様に取り組む

【目標】フランス革命によってフランス社会はどのように変化
したのかを説明できる。
【提出】初回の授業時

化学基礎 ～5/29

イオン化エネルギー・電
子親和力・電気陰性度・
周期表
結合と結晶

①教科書P40～42、49、50､64を確認し、それに伴うプログ
　レス（P14、15、P16～20）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5講「結合と結
　晶」計44分44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】
イオン化エネルギー・電子親和力の違いがわかったか。金属結
合、イオン結合、共有結合の区別ができるか。
【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】
該当する所については､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。

生物基礎 5/25
～5/31

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

第４講　ＤＮＡと遺伝子
１．配信動画のチャプター１・２を視聴する
２．教科書を読み、配信されたテキストの問題を解く
３．チャプター３・４を視聴する
４．確認テストを解く

【目標】
遺伝子の本体がＤＮＡであると確認された経緯を知り、ＤＮＡ
の構造を理解する。取り組みは「関心･意欲･態度」の観点で評
価。

体育 5/11
～5/31

前回と同様

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

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休校明けに提出して下さい。
 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 5/25
～5/31

復習と課題の整理
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

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】

①休校明けに提出して下さい。（保健ノート）
②休校明けに確認テストを行う可能性があります。
　（プリント､教科書の内容）
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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
情報の
科学

5/31
 まで

知的財産権 ５／25（月）にClassroomで提示します。
【目標】
　・Classroomを扱う技術の向上
　・知的財産権についての知識をつける

書道 5/25
～5/31

（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。

美術 5/25
～5/31

「200年後の高校生」3

※色塗り・仕上げ

人に見せるということを考えて、余白など汚れがないように
気をつけること。

【目標】
自分の作品に対して、完成に向けた判断を持つ。
今回の課題は「鑑賞の能力」の観点で評価します。
【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 5/25
～5/31

「ヴォイス・トレーニン
グ」

今回は、前回の課題の内容をより一層深く身につけてもらうため、
以下の内容を加えた形にします。

【呼吸について】
前回の「吸って吐いて」の形に、今回は下記の形も加えてチャレン
ジしてください。
「1,2,3,4」で息を吸う
↓
「1,2,3,4」の間、息を止める
↓
「1,2,3,4」で息を吐き切る
前回の形を４セットやった後、ひと呼吸置いてから、上記の今回の
形を同じく４セットやってみてください。くれぐれも無理をしない
ように…。

【腹式呼吸の確認について】
このトレーニングをしていると、とても疲れを感じたり、おなかが
空いてきたり…という現象を感じる人もいるかと思いますが、じつ
はこうした現象は､腹式呼吸がしっかりとできているという証なの
です。ちゃんとできているかどうか不安に感じる人は､こうした現
象を一つの目安にやってみるといいでしょう。

※このあとは、これを実際の歌唱に生かしてみましょう。
前回は、教科書または「高校生の歌集　つどい」から好きな曲を選
んでもらいましたが、今回はさらに範囲を広げ､配信音源やサブス
クリプション､CD､YouTubeなど幅広い範囲から好きな曲を選んで
唄ってみてください。できる限り､いろんなジャンルの楽曲を選ん
でどんどんチャレンジしてもらいたいと思います。

【目標】
前回の課題にて触れてもらった歌唱に適した姿勢や喉の開け
方、呼吸法や発声法をさらに使い慣れ、自在にコントロールで
きるようになることを目標とします。
どのようなジャンルの楽曲を歌う場合でも、この発声の技術は
歌唱における基礎となりますので、ぜひ身につけてもらいたい
と思います。
今回の課題は、「音楽への関心･意欲･態度」および「音楽表現
の技能」の観点で評価します。

【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。
現在の状況が落ち着き、学校が再開し、歌唱の授業が始められ
るようになったら、一度前回～今回の課題内容のおさらいを
し、みなさんの歌声を聴かせてもらい、その中で今回の課題の
確認を行います。
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64期生1年 西湘高等学校

②学校内の施設の紹介の後半版です。前半と合わせて
学校の雰囲気をさらに味わっていただければと思いま
す。

学校探検後半
https://youtu.be/-y2Qp1DB_1k

③進路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

学年

①各種委員会・係一覧
(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。
(学年･ｸﾗｽでこの他にも係が
増えるかもしれません)

https://drive.google.com/drive/
folders/1uGNDDTICCRA3md
9wSrDxdSC6oFaEaEdV?usp
=sharing

≪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。
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