
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）
①5/25～6/1

②～6/8
「山月記」第二段落

【新たな課題】

①5月18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】

②「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」第二・三段落確認テスト〉

6/1（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

C-learningで通知

Classroomで実施

現代文B（理）
①5/25～6/1

②～6/8
「山月記」第二段落

【新たな課題】

①5月18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】

②「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」第二段落確認テスト〉

6/1（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

C-learningで通知

Classroomで実施

古典B 5/25～6/1

『大和物語』
「をばすて山」
本文（P24 L１～P24 L５）

①「をばすて山」の本文プリントかノート
に予習した本文の用言（活用の種類・活用
形）を添付のPDFで確認し丸つけをする
➁「をばすて山　第2回」動画のURLをク
リックし、動画を視聴する
③「第2回　『をばすて山』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】
・「妻」の言動が「男」に与えた影響を読み取ることができる。
・格助詞「の」と接続助詞「ば」の用法を確認する。
【提出】
「第２回　『をばすて山』確認テスト」
6/1（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

古典A 5/25～6/2
『大和物語』「姨捨山」
 本文（P21 L４～P21 L
８）

①「姨捨山　第５回」「姨捨山　復習動
画」の動画URLをクリックし、動画を視聴
する
➁「第５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】
・「男」の心情と月の描写の関係性を考えて論じることができる。
・自動詞と他動詞の口語訳の違いを理解する。
【提出】「第５回　『姨捨山』復習テスト」
6/1（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

世界史Ｂ ５月25日～30日 古代中国と古代アメリカ
C-Learningで配信したプリント№53～№
61・追加１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
5月25日
　　〜5月31日

総復習

配信される動画を視聴し、配信された
動画の内容である課題の復習を行う。
動画の中で授業の進め方について説明
しているので、それも理解しておくこ
と。

【目標】今までのノートを見返し、改めて理解できたこと・わから
ないところを自分で発見する
【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 5月25日～ 教科書ではP26～

臨時休業中の補助プリント№４を火曜
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】東アジア諸国との交渉について、どのような目的があって大陸に進出して
いったかを理解する。また、大陸文化の日本に与えた影響について学ぶ。

【提出】
提出は授業が開始されてから指示する。課題をプリントアウトせずに、ノートやレ
ポート用紙に必要事項（空欄の語句や設問の答え）を書き、最初の授業か最初の登
校日に、このプリントを渡すので、それに書き写し、提出。

C-learning

数学Ⅱ
5月25日
　　〜6月1日

教科書ｐ８０〜ｐ９０ 第
２節　円

スタディサプリ
高１・高２スタンダードレベル数学Ⅰ
ⅡＡＢの第２０講 「図形と方程式
(２)」を観て，配信されている問題
（宿題）を解く。

【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】

配信されている講義の内容を理解し、ノートに取る。問題（宿題）
もルーズリーフまたはノートに解く。提出は、学校再開後としま
す。

スタディサプリ

数学Ⅱ
（文系）

5月25日
　　〜6月1日

教科書ｐ８０〜ｐ９０ 第
２節　円

スタディサプリ
高１・高２スタンダードレベル数学Ⅰ
ⅡＡＢの第２０講 「図形と方程式
(２)」を観て，配信されている問題
（宿題）を解く。

【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】

配信されている講義の内容を理解し、ノートに取る。問題（宿題）
もルーズリーフまたはノートに解く。提出は、学校再開後としま
す。

スタディサプリ

休校中の学習（５月２５日～３１日予定） 西湘高等学校



数学Ｂ
5月25日
　　〜5月31日

教科書P.60～P.65
空間のベクトル
「5.ベクトルの図形への応
用～6.座標空間における図
形」

スタディサプリ
高１・高２スタンダードレベル数学Ⅰ
ⅡＡＢの第47講 空間ベクトル(3)を観
て，配信されている問題（宿題）を解
く。

【目標】
・空間の点や空間のベクトルについて理解し，動画を観て宿題を解
く。
・平面上の点と同様に空間の点においても，距離・分点の座標を求
めることができる。
・内積・位置ベクトル，球面の方程式を理解し，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14～練習21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

5月25日
　　〜5月31日
（小テストは5月
28日まで）

問題集　第１章　数と式
　　　　第２章　２次関数

①5/25(月)配信の課題小テスト（第１
回）を解く。（提出期限あり）

②キートレーニング問題集　第１章及
び第２章（p.4～p.19）をノートまたは
ルーズリーフに解く。（同じ問題を繰
り返し解くもよし、新しい問題に挑戦
するもよし。）

【目標】
・数と式，2次関数について理解し、応用問題を解くことができ
る。

【提出】
・課題小テスト（第１回）は，5/28(木)までにC-learning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。
・ノートまたはルーズリーフは，休校明けに提出すること。途中式
も記入し，丸付けもしておくこと。

C-learning

地学基礎 5/25～5/31
太陽の誕生と進化
教科書p183-187

アンケートに課題No.1～5まで配信
振り返りまで回答すること c-learning

物理基礎 5/25～5/31 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７講「摩擦力」のチャプ
ター１とチャプター２の計25分７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】静止摩擦力と動摩擦力の違いを説明できるか。
【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 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。

スタディサプリ

化学 5/25～5/31 コロナウイルスについて

①今回は、ちょっと教科書を離れて、
コロナウイルスとは。という動画を配
信します。それを見て、感想や自分で
調べたこと。今後社会はどうなってい
くのか。など自分の考えをC-learning
のレポートに書いて提出してくださ
い。文字制限はありません。簡潔にま
とめて書いてください。

目標；ウイルスについて理解する。
①C-learning上のレポートを提出。

＊休校明け後の提出物の確認です。
・４月６日に配った酸化還元のプリント
・中和滴定のプリント４枚（ノート可）
・酸化還元のプリント３枚（ノート可）
・酸化剤・還元剤のプリント２枚（ノート可）
プリントはクリップなどで一つにまとめて提出。クラス番号氏名が
書いてあるか確認。いつどこに提出かは追って連絡します。

C-Learning

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
「スポーツの技術と戦術」
保健教科書P.136～137参照

前回の内容と同様

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、実技テストで出来栄えを「関心･意欲･態度」「技能」
の観点で評価する。
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

C-Learning

保健
5/25
〜5/31

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
5/25
〜5/31

①PROMINENCE Ⅱ予習ノー
ト Lesson 6 Part2(p.72～
75)
②Lesson 6 Part2 発音・
リスニング・ディクテー
ション練習
③コーパス4500 P.322～
P.330

①Google Classroomから配信した動画

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。
②提出はありませんが、休校明けの定期試験の範囲に含まれます。
③※5月31日までにclassroom内で提出！

Classroom

英表Ⅱ
5/25
〜6/8

助動詞

①スタディサプリ　第８講　受動態を
視聴する。
②『Vision Quest Ⅰ』のLesson 11 比
較 Build -up 2の左頁を読み、右頁を
解く。Lesson 11 比較　Build-up 1の
右頁をまだ解いてない人はやっておい
てください。

【目標】
比較級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。　6/8締め切り

①スタディサプ

リ

②Classroom

総合的な探究の
時間

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。

今週はおやすみ
もし未提出の場合は早急に提出すること


