
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） ①
6/22～6/29
②
6/22～7/6
③
6/22～7/13
「山月記」第六段落
「山月記」

【新たな課題】

①6月15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。

②「山月記」の魅力を伝

える文章（書評）を100字

以上200字以内で記入す

る。

③「山月記」単元末テス

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。

【提出】

・〈「山月記」第六段落確認テスト〉

6/29（月）までにClassroom内で提出

・〈「山月記」書評の課題〉

7/6  （月）までにClassroom内で提出

・〈「山月記」単元末テスト〉

7/13   （月）までにClassroom内で提出

※順次配信します。

C-learningで

通知

Classroomで

実施

現代文B（理） ①
6/22～6/29
②
6/22～7/6
③
6/22～7/13
「山月記」第六段落
「山月記」

【新たな課題】

①6月15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。

②「山月記」の魅力を伝

える文章（書評）を100字

以上200字以内で記入す

る。

③「山月記」単元末テス

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。

【提出】

・〈「山月記」第六段落確認テスト〉

6/29（月）までにClassroom内で提出

・〈「山月記」書評の課題〉

7/6  （月）までにClassroom内で提出

・〈「山月記」単元末テスト〉

7/13   （月）までにClassroom内で提出

※順次配信します。

C-learningで

通知

Classroomで

実施

古典B 6/22～6/29
漢文の基礎振り返り
助動詞の復習

①「漢文の基礎」の動画URLを
クリックし、動画を視聴する。
➁『高校漢文ワーク』P２～５
を解く。（裏表紙にクラス・出
席番号・名前も忘れず記入）さ
らに、Classroomで添付された
「『漢文の基礎』確認テスト」
にも解答する。
③  助動詞「つ」「ぬ」「た
り」「り」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。
④「助動詞・助詞の復習➁」の
動画URLをクリックし動画を視
聴して解答・解説を確認する。

【目標】
・漢文の訓読に必要な基礎を再確認する。
・助動詞への理解を深める。

【提出】
「『漢文の基礎』確認テスト」
　6/29（月）までにClassroom内で提出

『高校漢文ワーク』P２～５
　6/29の週にある最初の古典Bの授業で提出
　（裏表紙にクラス・出席番号・記名）

C-learning

及びG Suite

古典A 6/22~6/29

『方丈記』
「行く川の流れ」
 対句と本文の内容
（P54L4～9）

①「方丈記　第３回」の動画
URLをクリックし、動画を視聴
する。
➁「第３回　『方丈記』復習テ
スト」に解答する。(解答できる
のは１人1度のみ、クラス、出
席番号、記名は必須)

③  助動詞「つ」「ぬ」「た
り」「り」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。
④「助動詞・助詞の復習➁」の
動画URLをクリックし動画を視
聴して解答・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。
・対句や指示語に注意し、正確に読解でき
る。

【提出】「第３回　『方丈記』復習テスト」
　6/29（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

世界史Ｂ

日本史Ａ 6/22〜6/29

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
      →小テストに備えてお
くこと
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
6/15～6/28
（継続）

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

分散登校中の学習（６月15日～） 西湘高等学校

授業再開のため特になし。



数学Ⅱ 6/22～6/28

教科書ｐ９９〜ｐ１０
０ 第３節　軌跡と領域

高１・高２スタンダード
レベル数学ⅠⅡＡＢの第
21講 「図形と方 程式
(３)」チャプター3～4を
みて、配信されている問
題（宿題）を解く。（ス
タサプ上）

また、教科書P.99練習
40，P.100補充問題（8～
10）を、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利用し、最大値・最
小値を求めることができる【知・技】

配信されているスタディサプリの講義の内容
を理解し、講義内容をノートにまとめる。宿
題はスタディサプリ上で提出する。
また、教科書P.99練習40、P.100補充問題（8

～10）を、レポート用紙またはルーズリーフ
に解く。
※提出は6月30日以降のはじめの数学Ⅱの授
業で，6月配信分を一括して提出てくださ
い。
※答はC-learningの教材倉庫に入れます。

スタディサ

プリ

数学Ⅱ
（文系）

6/22～6/28

教科書ｐ９９〜ｐ１０
０ 第３節　軌跡と領域

高１・高２スタンダード
レベル数学ⅠⅡＡＢの第
21講 「図形と方 程式
(３)」チャプター3～4を
みて、配信されている問
題（宿題）を解く。（ス
タサプ上）

また、教科書P.99練習
40，P.100補充問題（8～
10）を、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利用し、最大値・最
小値を求めることができる【知・技】

配信されているスタディサプリの講義の内容
を理解し、講義内容をノートにまとめる。宿
題はスタディサプリ上で提出する。
また、教科書P.99練習40、P.100補充問題（8

～10）を、レポート用紙またはルーズリーフ
に解く。
※提出は6月30日以降のはじめの数学Ⅱの授
業で，6月配信分を一括して提出てくださ
い。
※答はC-learningの教材倉庫に入れます。

スタディサ

プリ

数学Ｂ
6月15日
 〜6月29日

（前回配信と同じで
す）
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」

（前回配信と同じです）
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月配信分を一括して提出てくださ
い。

スタディサ

プリ

数学ⅠA実用

6/22 〜
6/28
（小テスト
は6月27日
(土)まで）

問題集【第１章　数と
式】の復習（パート
１）

・6/22(月)配信の課題小テ
スト（第５回）を解く。
（提出期限あり）
・問題集に関しては，今
週は特に指示はありませ
ん。

【目標】
・数と式について理解し、その基礎的な知識
を使って応用問題を解くことができる。

【提出】
・課題小テスト（第５回）は，6/27(土)まで
にC-learning［進路・相談］内で提出するこ
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。

※注１　課題小テストを提出する際は，［件
名］欄に「第５回の課題」と分かるように書
くこと。
※注２　ノートについては，授業にて指示し
ます。

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 6/22～6/28

・これまで配信した課題
６まで取り組んでくださ
い
・提出完了した人はビ
ジュアルプラス地学基礎
ノートのP68から87を進め
てください。定期テスト
前に提出があります。

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月15日
 〜6月29日

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 6/22～6/28

１編　生物の特徴
２章　生命活動とエネ
ルギー
３節　生体内における
エネルギー変換
４節　ミトコンドリア
と葉緑体の起源

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】光合成と呼吸の仕組みについて理解
する。観点は「関心・意欲・態度」
【提出】後日指示します。

Ｃ－ｌｅａ
ｒｎｉｎｇ

化学 6/22～29 酸化還元

新たな課題はありませ
ん。酸化剤還元剤の化学
反応式の小テストなどを
随時やります。理解して
おいてください。プログ
レスは各自取り組んでみ
てください。

体育
6/15～6/28

（継続）

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
6/15～6/28
（継続）

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 6/22～6/28

①PROMINENCE予習
ノートLesson6Part4

（p.80~83)

②Lesson6Part4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.348～p.355

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。
③６/２８（日）までにClassroomから提出し
てください。

③

Classroom

英表Ⅱ

6/22

〜6/28
仮定法

①スタディサプリ　第15
講　準動詞総合を視聴す
る。
②『Vision Quest Ⅰ』の
Lesson 12 仮定法 Build
-up 2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を深め、
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。　6/28締め切り ①スタディ

サプリ②

Classroom

総合的な探究の
時間

6/23～6/29

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。


