
休校中の学習（６月１日～７日予定） 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 配信媒体

現代文B（文） 6/1～6/8 「山月記」第三段落

【新たな課題】

①5月25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」第三段落確認テスト〉

6/8（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） 6/1～6/8 「山月記」第三段落

【新たな課題】

①5月25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」第三段落確認テスト〉

6/8（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 6/1～6/8
『大和物語』
「をばすて山」
本文（P24 L5～P24 L9）

①「をばすて山　第３回」「古典の世界と
今①」動画のURLをクリックし、動画を視
聴する
➁「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。
・敬語表現と指示語の内容が読み取れる。
【提出】
「第３回　『をばすて山』確認テスト」
6/８（月）までにClassroom内で提出

C-learning 
及びG Suite

古典A 6/1～6/8
『大和物語』「姨捨山」
 本文（P21 L４～P21 
L８）

①「姨捨山　第６回」の動画URLをクリック
し、動画を視聴する
➁「第６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)
③  口語訳や品詞分解のプリントをもとに
各自で振り返りをする

【目標】
・「なむ」を使った係り結びの用法を理解する。
・地名や言葉の由来の説明の結びつきを理解する。
【提出】「第6回　『姨捨山』復習テスト」
6/8（月）までにClassroom内で提出

C-learning 
及びG Suite

世界史Ｂ ６月１日
　　〜６月７日

古代オリエント～ギリシ
ア・ヘレニズム

４月にC-Learningで配信したプリント
№７～№27を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

C-Learning

日本史Ａ 6/1〜6/7 明治政府の出発
総復習の続き

①登校日に配布されるプリントの
空欄をすべて埋める
②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1日～7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月１日
　　〜６月７日

教科書ｐ９１〜ｐ９３ 
第３節　軌跡と領域

教科書　練習３１・３２・３３ 教
科書の例題とスタディサプリをみ
て、レポート用紙またはルーズ
リーフに解く。
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２までをみ
て，配信されている問題も（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】

教科書　練習３１・３２・３３を解く。また配信されている
講義の内容を理解し、講義内容をノートにまとめる。問題も
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
スタディサプリ

数学Ⅱ
（文系）

６月１日
　　〜６月７日

教科書ｐ９１〜ｐ９３ 
第３節　軌跡と領域

教科書　練習３１・３２・３３ 教
科書の例題とスタディサプリをみ
て、レポート用紙またはルーズ
リーフに解く。
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２までをみ
て，配信されている問題も（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】

教科書　練習３１・３２・３３を解く。また配信されている
講義の内容を理解し、講義内容をノートにまとめる。問題も
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
スタディサプリ



数学Ｂ
6月1日
 〜6月15日

教科書P.70～P.82
 等差数列と等比数列
 「1.数列と一般項～5.等
差数列の和」

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36講数列(1)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1～練習23を解
く。

【目標】
 ・数列の基本について理解し，動画を観て宿題を解く。
 ・等差数列・等比数列の一般項を求めることができる。
 ・等差数列・等比数列の和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.70練習1～P.82習23を解
く。（途中経過を忘れずに）
 提出は6月16日以降の授業です。授業中に指示します。
 ※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月1日
　　〜6月7日
（小テストは6
月4日まで）

問題集　第１章　数と式
　　　　第２章　２次関
数

①6/1(月)配信の課題小テスト（第２
回）を解く。（提出期限あり）

②引き続き、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２回）は，6/4(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 6/1～6/7 銀河系と宇宙
教科書p188-200

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 ～6/5 摩擦力

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３～チャプター
６の計３３分２３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】摩擦力を図示し、摩擦力についての問題を解くこと
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 6/1～6/8
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および、スタディサプ
リ第４講を参考に、６月３日（水）の登
校日に配布される「生物基礎課題プリ
ント②」を解く。※解答は後日Ｃ－
ｌｅａｒｎｉｎｇで配信します

【目標】遺伝子の実体がＤＮＡであることを知り、ＤＮＡの構造を理
解する。　　　
【提出】プリントを渡すのが水曜日になってしまうので、６月１５日
（月）以降最初の授業で提出

登校日に配布さ
れるプリント

化学 6/1～6/8 中和滴定～酸化還元

新たな課題はありません。今まで
の課題を確実に仕上げておいてく
ださい。中間テスト前にはプログ
レスのチェックがあります。P87ま
ではできますので各自取り組んで
みてください。

＊休校明け後の提出物の確認で。
・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。
休校明けの６月３日のHRで提出です。

体育
6/1～6/7

ストレッチ等を行
う

前回の内容と同様
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

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
ストレッチ等の運動をおこ
なっていてください。（ストレッ
チの参考資料を参考にして
みてください）

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】

6/3(水)の登校日に提出するもの
・球技２種目のレポート
・体育理論のプリント
 　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   
「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 6/1～6/7

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）
②休校明けの最初の授業で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）
③「AEDを利用した応急手当（心肺蘇生法）の手順」は6/3（水）各
HRにて提出して下さい。

C-Learning



コミュ英Ⅱ 6/3
〜6/14

コロナウイルスに関する
高校生の記事

6/3の登校日にプリントを配付します。
記事を読んで内容を読み取ったり、感
想を書いたりしてもらいます。

【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、それについての質問に英語で
答えることができる。
【提出】
Classroomで解答用フォームを配信しますので、そちらから入力
して６月１４日までに提出してください。

プリント配付

Classroomに
て提出

英表Ⅱ 6/3
〜6/14

①比較(Vision Quest)

②助動詞/受動態(スタサ
プ)

③コロナウィルスに関す
る高校生の記事

①②前回の内容と同様

③上記の「コミュ英」のプリント
を読み、以下の内容に取り組んで
ください。
Please choose one sentence that 
you are interested in and write 
your comments in English 5 
sentences. (It's also possible 
to write in Japanese. In that 
case, please write in 200 
letters or less. )

【目標】　
①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。
②助動詞/受動態について理解し、正しく使用することがで
きる。
③本文の内容を正しく理解し、自分の考えを表現することが
できる。

【課題提出・確認方法】
③のみclassroomで提出
６月１４日しめきり

②スタディサプ
リ
③登校日にプ
リント配布。提
出は
Classroom

総合的な探究
の時間 6/1～6/15 個人探究

前回の課題とは異なる本を読み
（マンガを除く）、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】
①個人探究の課題を設定するために適切な本を選択し、課題
設定に役立てることができる。
②選んだ本の内容について自分の考えを80字程度でまとめる
ことができる。

【課題提出・確認方法】
c-learning上で提出

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。


