
西湘高等学校

科目 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）
「ミロのヴィーナス」第三段落
「山月記」初読・第一段落

【新たな課題】

①5月11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。

【前回の続き】

②G Suite上に「ミロのヴィーナス」単

元末テストを配信するので解答する。

③「総合的な探究の時間」で選んだ本

の要旨・要約を200字程度にまとめる。

【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」第一段落確認テスト〉

5/25（月）までにClassroom内で提出

・〈ミロのヴィーナス単元末テスト〉

5/25（月）までにClassroom内で提出

・〈総合的な探究の時間の本の要旨・要約〉

6/8（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）
「ミロのヴィーナス」第三段落
「山月記」初読・第一段落

【新たな課題】

①5月11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。

【前回の続き】

②G Suite上に「ミロのヴィーナス」単

元末テストを配信するので解答する。

③「総合的な探究の時間」で選んだ本

の要旨・要約を200字程度にまとめる。

【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」第一段落確認テスト〉

5/25（月）までにClassroom内で提出

・〈ミロのヴィーナス単元末テスト〉

5/25（月）までにClassroom内で提出

・〈総合的な探究の時間の本の要旨・要約〉

6/8（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
『大和物語』「姨捨山」
本文（P24～25）
文学史・重要語句・文法の予習

①「姨捨山」の本文・文学史プリントかノー
トのいずれかに重要語句の意味調べと本文の
用言（活用の種類・活用形）を予習する
➁「姨捨山　第１回」動画のURLをクリック
し、動画を視聴する
③「第１回　姨捨山確認テスト」に解答する
(解答できるのは１人1度のみ)

【目標】
・『大和物語』の基本的な知識を確認する。
・全文を音読し、正しく読むことができる。
【提出】
「第１回　姨捨山確認テスト」
5/25（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

古典A
『大和物語』「姨捨山」
 本文（P20 L10～P21 L３）

①「姨捨山　第４回①」「姨捨山　第４回
➁」の動画URLをクリックし、動画を視聴す
る
➁「第４回　『姨捨山』復習テスト」に解答
する(解答できるのは１人1度のみ)

【目標】
・姨捨山の登場人物、「男」が「をば」を捨てるに至った経緯を
読み取ることができる。
・助動詞「る」「らる」などの識別ができる。
【提出】「第４回　『姨捨山』復習テスト」
5/25（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

世界史Ｂ インドと東南アジアの古代文明
C-Learningで配信したプリント№45～№52の
空欄をノートに記入する。

【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

C-Learning

日本史Ａ C-Learning

日本史Ｂ
前回の続き。教科書ではP23～

25、P28～32

臨時休業中の補助プリント№３を水曜日
くらいまでに配信します。プリントの指
示に従って課題をやってください。

【目標】古墳時代の前期・中期・後期で古墳の規模副葬品等がどのように変化し
ていくかを、それぞれの時期の歴史的背景をとらえながら、理解する。

【提出】
提出は授業が開始されてから指示する。課題がプリントアウトできない人は、
ノート等にやって、最初の授業でこのプリントを渡すので、それに書き写す（空
欄以外で、記述するところはプリントに張るのも可）。

C-learning

数学Ⅱ

教科書ｐ８０〜ｐ９０ 第２節
円

<問題集>プログレス

練習問題１９〜３０
補充問題５〜７の問題を解く。
以上は前回と同じです。
今回の追加は
問題集<プログレス>
28 円の方程式
問題Ａ
142～144
問題Ｂ
145・146

【目標】円の方程式が、χ，ｙの２次方程式で表されることを理
解する【関・考】
円の方程式の求め方を理解する【知】円の方程式を求めることが
できる【知・技】

問題の解答は、レポート用紙またはルーズリーフに解く。
特に途中式も必ず書くこと。授業用ノートとは別にしてくださ
い。
なお、提出は授業開始の最初の時間にする。
問題集プログレスの例題をみて、問題を解く。
不明なところは、スタディサプリを参考にして、自学自習する。
スタディサプリの講座は、特に指定していません。

問題集
<プログレス>


数学Ⅱ
（文系）

教科書ｐ８０〜ｐ９０ 第２節
円

<問題集>プログレス

練習問題１９〜３０
補充問題５〜７の問題を解く。
以上は前回と同じです。
今回の追加は
問題集<プログレス>
28 円の方程式
問題Ａ
142～144
問題Ｂ
145・146

【目標】円の方程式が、χ，ｙの２次方程式で表されることを理
解する【関・考】
円の方程式の求め方を理解する【知】円の方程式を求めることが
できる【知・技】

問題の解答は、レポート用紙またはルーズリーフに解く。
特に途中式も必ず書くこと。授業用ノートとは別にしてくださ
い。
なお、提出は授業開始の最初の時間にする。
問題集プログレスの例題をみて、問題を解く。
不明なところは、スタディサプリを参考にして、自学自習する。
スタディサプリの講座は、特に指定していません。

問題集
<プログレス>


休校中の学習（５月１８日～２４日予定）

今週の課題はお休みです。
今までの課題で提出できていないものがあれば提出してください。

何かあればC-Learningで連絡します。



数学Ｂ

教科書P.48～P.59
空間のベクトル
「1.空間の点
～5.ベクトルの図形への応用」

スタディサプリ
高１・高２スタンダードレベル数学ⅠⅡ
ＡＢの第45講 空間ベクトル(1)，第46講
空間ベクトル(2)を観て，配信されてい
る問題（宿題）を解く。

【目標】
・空間の点について理解し，動画を観て，宿題を解く。
・空間のベクトルを平面上のベクトルの拡張としてとらえること
ができ，和・差・実数倍・内積を理解する。
・空間のベクトルを図形に応用できる
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】
レポート用紙に教科書の練習1～練習13を解く。（途中経過を忘れ
ずに）
提出は休校明けです。
※答はC-learningでPDF配信します。
※提出は休校明けです。

スタディサプリ

数学ⅠA実用
問題集　第１章　数と式
　　　　第２章　２次関数

次の①と②は前回までと同じ。終わっている者は
③へ。
① キートレーニング問題集（p.4～p.19）の[Get
Ready]をノートまたはルーズリーフに解く。
② スタディサプリの【ハイレベル】動画中、第
１講から第５講まで問題をすべて解く。
③ p.4～p.19の[Training]、[Challenge]、[Plus
One]の中から、自分が挑戦したい問題を選んで解
く。

【目標】
・数と式，2次関数ついて理解し、その基礎的な知識を使って応用問題が解け
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】
　問題集（p.4～p.19）で取り組んだ問題を、全てノートまたはルーズリーフに
解答する。なお、途中式も記入し、丸付けもしておくこと。

※この分野のテストを行う予定です。

※ ② に関しては５／２４(日)で最終〆切とします。評価対象で
す。

スタディサプリ

（数式を書く質問は難し
いので、解いたノートの
写真を撮って添付する

といいです）

地学基礎
太陽
教科書p168-175

アンケートに課題No.1No.2N0.3No.4まで配信
振り返りまで回答すること

物理基礎 力のつり合い

スタディサプリの講義動画　「通年講
座、理科、高２」で検索し、高１・高２
物理の第６講「力のつり合い２」のチャ
プター５からチャプター８の計22分29秒
を見る。該当するところを教科書でも確
認すること。

【目標】力を図示できるか。どの物体にかかる力か区別できる
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】該当するところについては、授業を早く進めます。難
しくなってきているので、半分にしています。前の所の復習に充
ててください。

スタディサプリ

生物基礎

前回と同様

１編　生物の特徴
２章　生命活動とエネルギー

教科書Ｐ２６～３９

問題集　「リードＬｉｇｈｔノート」の該当
ページの問題を解いてマル付けまで終わらせ
る。

具体的にはＰ15、17～19、24～27

※問題番号［25］［26］［27］は除く（以前の
課題で終わっているはず）

【目標】
生命活動に必要なエネルギーを、呼吸や光合成から得ていること
を理解する。取り組みは「関心・意欲・態度」の観点で評価。

【提出】
休業明けに提出。

問題集
リードLightノート

化学
教科書P160～162酸化剤と還元
剤の反応

①C-Learningに添付したプリントを2枚
プリントアウトする。プリンターがなけ
ればノートに重要なところを自分でまと
める。
②C-Learningにのせた動画授業を受け
る。プリントの解説は動画の中で説明し
ています。2枚目の半反応式を作れるよ
うにしておく。

目標；酸化剤・還元剤の働きを理解する。

①休校明けに、酸化・還元の課題テストをします。よく理解して
おきましょう。
②今回配布したものは休校明けにプリントアウトした2枚もしくは
ノートを提出。

C-Learning

体育

前回と同様

①体つくり運動
「ラジオ体操第1」

②体育理論
「スポーツの技術と戦術」

前回と同様

①準備運動として毎時間おこなっている
「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配布されたプリントを学習する。
※プリントはC-learningで配信します。

【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「関心･意欲･態度」
「技能」を評価する。
②スポーツにおける技術と技能の違いや、戦術・作戦・戦略の違
いなどについて理解し、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」を評価する。

【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ください。
　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・ルーズリーフ等に記入し
てください。）
※保健ノートは使用しない。

C-Learning

保健
4.妊娠・出産と健康

　保健教科書P.70～71

①保健ノート「P.62～P.63」を教科書参
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。
※プリントはC-learningで配信します。

【目標】
心身の発達と結婚生活の関係、結婚生活を健康的に送るために必要
な考え方や行動をあげることができる。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）

C-Learning

コミュ英Ⅱ

①PROMINENCE Ⅱ予習ノート
Lesson 6 Part1(p.70～71)
②Lesson 6 Part1 発音・リス
ニング・ディクテーション練習
③コーパス4500 P.314～P.321

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範囲の単語を覚えて、Classroomで配

付される単語テストを行ってくださ

い。

【目標】
本文の内容に関して聞いたり読んだりしたことを理解し、内容に
関する質問に答えることができる。正しい発音で読んだり、音声
を聞き取ったりすることができる。
【提出】
①休校明けに改めて指示します。
②③提出はありませんが、休校明けの試験の範囲に含まれます。

今週からは

Classroomで配

信します。



英表Ⅱ 助動詞

①スタディサプリ　第6課　助動詞
（１）と第７課　助動詞（２）を視聴す
る。
②『Vision Quest Ⅰ』のLesson 8 動名
詞 Build -up 2の左頁を読み、右頁を解
く。すでに解いてある生徒はLesson 11
比較　Build-up 1の左頁を読み、右頁を
解く。

【目標】
助動詞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。　5/25締め切り

①スタディサプ

リ

②今週からは

Classroomで配

信します。

総合的な探究の
時間

個人探究

【前回と同じ】
好きな本を読み（漫画は除く）その内容
について「問題と思った部分・興味を
持った部分」と「その問題・興味に対す
る自分の考え」を80字程度でまとめる。

【目標】
自身が選んだ本の問題点を発見し、それに対する自分の考えを設
定できる。

【課題提出・確認方法】
c-learning上で5/25（月）に提出

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。


