
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 配信媒体

現代文B（文）6/15~6/22 「山月記」第五段落

【新たな課題】

①6月8日に出した「山月記」

プリントの丸付けをG Suite上

の動画・解答を見ながら行

い、確認テストを解く。

【目標】

・「山月記」を読んで、書き手の意図や、人物、情

景、心情の描写などを的確にとらえ、表現を味わう

ことができる。

　　→単元末では「山月記」の書評を完成させ、ビ

ブリオバトルの形式で評価材料とする課題になる予

定です。

【提出】

・〈「山月記」第五段落確認テスト〉

6/22（月）までにClassroom内で提出

C-learningで通

知

Classroomで実

施

現代文B（理）6/15~6/22 「山月記」第五段落

【新たな課題】

①6月8日に出した「山月記」

プリントの丸付けをG Suite上

の動画・解答を見ながら行

い、確認テストを解く。

【目標】

・「山月記」を読んで、書き手の意図や、人物、情

景、心情の描写などを的確にとらえ、表現を味わう

ことができる。

　　→単元末では「山月記」の書評を完成させ、ビ

ブリオバトルの形式で評価材料とする課題になる予

定です。

【提出】

・〈「山月記」第五段落確認テスト〉

6/22（月）までにClassroom内で提出

C-learningで通

知

Classroomで実

施

古典B 6/15~6/22

『大和物語』
「をばすて山」
本文（P25 L5～最後）

①「をばすて山　第５回」動画の
URLをクリックし、動画を視聴す
る。
➁「第５回　『をばすて山』確認テ
スト」に解答する。
③添付資料の品詞分解と口語訳を見
ながら、本文の内容を復習する。
④ 助動詞・格助詞の復習問題
（PDF）をノートかダウンロードし
たプリントに解く。
⑤「助動詞・助詞の復習①」の動画
URLをクリックして動画を視聴し解
答・解説を確認する。

【目標】
・和歌の内容と修辞技法を読み取ることができる。
・「姨捨山」と「慰めがたし」の関連性について理
解を深める。

【提出】
「第５回　『をばすて山』確認テスト」
　6/22（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

古典A 6/15~6/22

『方丈記』
「行く川の流れ」
 対句と本文の内容
（～P54L3）

① 本文プリントの用言の「活用の種
類」「活用形」を解答を見ながら確
認する。
➁「方丈記　第２回」の動画URLを
クリックし、動画を視聴する。
③「第２回　『姨捨山』復習テス
ト」に解答する。
④ 助動詞・格助詞の復習問題
（PDF）をノートかダウンロードし
たプリントに解く。
⑤「助動詞・助詞の復習①」の動画
URLをクリックして動画を視聴し解
答・解説を確認する。

【目標】
・繰り返し音読し、古文の語感を味わえる。
・比喩や対句に注意し、正確に読解できる。

【提出】「第２回　『方丈記』復習テスト」
　6/22（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

世界史Ｂ
6月15日～６
月19日

古代インド・中国

５月にC-Learningで配信したプリ
ント№45～№61を６月16日か17日
に紙ベースにして配布します、
ノートなどをみて復習してくださ
い

【目標】
プリントに即して教科書を読みながら、ノートを作
り、全体の流れを把握するとともに地図・図版を整
理しておく

【提出】
前回までと同様に、プリント（ノートに貼っても
可）を授業再開時に提出してください

日本史Ａ 6/15〜6/22

明治政府の出発
総復習の続き

（前回と同じ）

①登校日に配布されたプリン
トの空欄をすべて埋め、内容
の理解に努める
②既に配信された動画を見
て、復習をする

【目標】教科書や資料集を読み取り、プリントの空
欄を埋めていくと同時に自分なりの理解を進める
【提出】今回はなし
　　　　学校再開後の授業で確認していきます

C-Learning

日本史Ｂ
6月15日～6月

21日
教科書P８～３３

すでに配信した補助プリント
№１～４までを、しっかり仕
上げる。さらに、最初に配付
した旧国名を覚えること。

【目標】旧石器時代から古墳文化までを、プリントを完成させ
ながら復習。

【提出】
提出は補助プリント№１～３は最初の授業で提出。№４のプリ
ントは授業が開始されてから指示する。

C-learning

で配付済

数学Ⅱ 6/15～6/21

教科書ｐ９４〜ｐ９８ 第
３節　軌跡と領域

教科書　練習３４～３９ 教
科書の例題をみて、レポート
用紙またはルーズリーフに解
く。

【目標】不等式の表す領域を理解し、図示すること
ができる【関・考】
連立不等式の表す領域を理解し、図示することがで
きる【知・技】

教科書　練習３４～３９を引き続き解く。提出は、
学校再開後とします。

※答はC-learningの教材倉庫に入れます。

教科書の問題


分散登校中の学習（６月15日～） 西湘高等学校



数学Ⅱ
（文系）

6/15～6/21

教科書ｐ９４〜ｐ９８ 第
３節　軌跡と領域

教科書　練習３４～３９ 教
科書の例題をみて、レポート
用紙またはルーズリーフに解
く。

【目標】不等式の表す領域を理解し、図示すること
ができる【関・考】
連立不等式の表す領域を理解し、図示することがで
きる【知・技】

教科書　練習３４～３９を引き続き解く。提出は、
学校再開後とします。

※答はC-learningの教材倉庫に入れます。

教科書の問題


数学Ｂ
6月15日
 〜6月29日

教科書P.84～P.91

 いろいろな数列
 「6.和の記号Σ～7.階差数
列」

スタディサプリ
 高１・高２スタンダードレベ
ル数学ⅠⅡＡＢの第37講数列
(2)を観て，配信されている問
題（宿題）を解く。（これは
スタディサプリ上で提出）
 また，教科書の練習24～練習
34を解く。

【目標】
 ・和の記号Σの意味を理解する。階差数列の意味を
理解する。
 ・動画を観て宿題を解く。
 ・自然数に対する和の公式を理解し，それを用いて
数列の和を計算することができる。
 ・階差数列を用いて一般項を求めることができる。
 提出された課題やテストにより、「関心・意欲・態
度」、「知識・理解」「技能」「見方や考え方」の
評価材料とする。
 【提出】
 レポート用紙・ルーズリーフに教科書P.84練習24

～練習34を解く。（途中経過を忘れずに）
 ※提出は6月30日以降のはじめの数学Bの授業で，6

月1日配信分と併せて提出てください。。
 ※答はC-learningの教材倉庫に入れます。

スタディサプ

リ

数学ⅠA実用

6/15 〜 6/21
（小テストは
6月18日(木)
まで）

問題集　第３章　図形と
計量

①6/15(月)配信の課題小テス
ト（第４回）を解く。（提出
期限あり）

②キートレーニング問題集
第３章（p.20～p.25）［Get

Ready］を解く。

③同ページ内［Training］を
解く。

【目標】
・三角比の性質について理解し、図形の計量に活用
できるようになる。

【提出】
・①課題小テスト（第４回）は，6/18(木)までにC-

learning内で提出すること。途中式も記入するこ
と。詳細はC-learning内で。これは「関心・意欲・
態度」の観点にて評価します。
・②及び③はルーズリーフ等に解き，最初の授業で
提出すること。途中式も記入し，丸付けもしておく
こと。

C-learning
（スタディサプ

リ
は学習に利用

してください）

地学基礎 6/15～6/21
これまで配信した課題６まで
取り組んでください

アンケートに課題No.1～6まで配信
振り返りまで回答すること c-learning

物理基礎 ～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－ｌ
ｅａｒｎｉｎｇ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】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。

Ｃ－ｌｅａｒ
ｎｉｎｇ

化学 6/15～21 中和滴定～酸化還元

新たな課題はありません。中
和滴定、酸化還元の定義、酸
化剤還元剤の半反応式の小テ
ストなどを随時やります。復
習して理解しておいてくださ
い。プログレスのP87までは
できますので各自取り組んで
みてください。

C-learningでのレポートの期限が今日です。
まだの人は取り組んでください。 C-learning

体育 6/15～6/21

前回の内容と同様
①体つくり運動
「ラジオ体操第１」

②参考資料「基本のスト
レッチ24」をもとにスト
レッチをおこなう。

①準備運動として毎時間行っ
ている「ラジオ体操第１」体
力つくりの一環として毎日１
回は行い、その完成度を高め
る。

②学校再開後の体育の授業
で、怪我無く運動ができるよ
うに、資料「基本のストレッ
チ24」をもとに運動・スト
レッチをおこなう。
※プリントはC-learningで配
信されてます。

【目標】
①「ラジオ体操第１」を毎日行い体力を高め、その
動き･流れの完成度を高める。
授業再開後、実技テストで出来栄えを「関心･意欲･
態度」「技能」の観点で評価する。

【課題提出･確認方法】

「ラジオ体操」⇒ 休校明けの授業で実技試験を
します。

C-Learning



保健 6/15～6/21

前回の内容と同様
復習と課題の整理

第一章
22.応急手当の意義とその基
本
23.心肺蘇生法
24.日常的な応急手当
第二章
1.思春期と健康
2.性意識と性行動の選択
3.結婚生活と健康
4.妊娠･出産と健康

保健教科書P.56〜61､P.64～
71

復習と課題の整理

①保健ノート「P.44～49、
P.56〜63」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。
※ﾌﾟﾘﾝﾄはC-learningで配信
されてます。

【目標】
提出された課題の解答や、既述の内容から「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休校明けの最初の授業で提出して下さ
い。（保健ノート）

C-Learning

コミュ英Ⅱ 6/15～6/21

①PROMINENCE予習ノート
Lesson6Part3
（p.76~79)
②Lesson6Part3リスニン
グ・発音・ディクテー
ション練習
③英単語テスト

①Google Classroomから配信

する動画の中の「予習ノート

の使い方」の通りに取り組ん

でください。

②Classroomで音声を送りま

す。

③コーパスp.340～p.347の範

囲の単語を覚え、Classroom

から単語テストを提出してく

ださい。

【目標】
今まで学習した文法や英文読解の仕方に関する知識
を使って本文の内容を正しく理解する。
また、英語学習に必要な語彙を習得する。
【提出】
①また改めて連絡します。
②提出はありませんが、定期テストの問題に含みま
す。
③６/２１（日）までにClassroomから提出してくだ
さい。

③

Classroom

英表Ⅱ

6/15

〜6/21
仮定法

①スタディサプリ　第14講
分祠（２）を視聴する。
②『Vision Quest Ⅰ』の
Lesson 12 仮定法 Build -up
1の左頁を読み、右頁を解
く。

【目標】仮定法の働きについて理解し、そのルール
に従って英文が作れる。

【課題提出・確認方法】問４の英作文のみ提出。
6/21締め切り ①スタディ

サプリ②

Classroom

総合的な探
究の時間

6/16～6/22

グループ（こちらで作成）で
Meetを活用した自己紹介を
し、その内容をメモしてC-

learningにて提出する。

【目標】
①個人探究の課題を設定するために、グループを形
成し、自己紹介できる。
②他の人の自己紹介を簡潔にまとめ、文章にするこ
とができる。

【課題提出・確認方法】
c-learning上で提出
詳細は別途C-learningで連絡

C-learning

学年

≪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。


