
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） 6/8～6/15 「山月記」第四段落

【新たな課題】

①6月1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」第四段落確認テスト〉

6/15（月）までにClassroom内で提出

C-learningで通知

Classroomで実施

現代文B（理） 6/8～6/15 「山月記」第四段落

【新たな課題】

①6月1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」第四段落確認テスト〉

6/15（月）までにClassroom内で提出

C-learningで通知

Classroomで実施

古典B 6/8～6/15

『大和物語』
「をばすて山」
本文（P24 L9～P25
L5）

①「をばすて山　第４回」動画のURL

をクリックし、動画を視聴する
➁「第４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】
・「をば」の人物像を読み取ることができる。
・「の」「なり」「腹立つ」などの文法事項を理解したり
指示語の内容が読み取れたりする。
【提出】
「第４回　『をばすて山』確認テスト」
6/15（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

古典A 6/8～6/15

『方丈記』
「行く川の流れ」
 文学史と鴨長明
（P54～55）

①本文プリントの用言の活用の種類を
プリントかノートに予習する
➁「方丈記　第１回」の動画URLをク
リックし、動画を視聴する
③「第１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】
・現代の日本の状況と関連付けて読むことができる。
・『方丈記』の文学史的基礎知識を整理する。
【提出】「第１回　『方丈記』復習テスト」
6/15（月）までにClassroom内で提出

C-learning

及びG Suite

世界史Ｂ 6/9～6･16 ローマ・キリスト教

５月にC-Learningで配信したプリント
№28～№43を６月9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

C-

Learning

日本史Ａ 6/8〜6/15
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8日～6月14

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８日
   〜６月14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
リーフに引き続き解く。
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)」をみて，配信されて
いる問題（宿題）を引き続き解
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を引き続き解く。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引き
続きまとめる。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。

前回の続き

教科書の問題

スタディサプリ

数学Ⅱ
（文系）

６月８日
   〜６月14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
リーフに引き続き解く。
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)」をみて，配信されて
いる問題（宿題）を引き続き解
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を引き続き解く。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引き
続きまとめる。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。

前回の続き

教科書の問題

スタディサプリ

分散登校中の学習（６月８日～） 西湘高等学校



数学Ｂ
6月1日
 〜6月15日

（前回と同じです）
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」

（前回と同じです）
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。

（前回と同じです）
【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8日
　　〜6月14日
（小テストは6
月11日まで）

問題集　第３章　図形
と計量

①6/8(月)配信の課題小テスト（第
３回）を解く。（提出期限あり）

②新しい章に入ります。キート
レーニング問題集　第３章（p.20

～p.25）［Get Ready］をノート
またはルーズリーフに解く。

【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】
・課題小テスト（第３回）は，6/11(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，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。（次週出す
課題も、同じ第３章です）
※提出時、氏名を忘れないこと。複数枚になるので、必ず
綴じること。

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 6/8～6/12
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 ～6/12
速度、
平均の速度

いよいよ授業が始まります。そこ
で授業の予習です（課題の復習で
す）。
スタディーサプリの講義動画
「通年講座、理科、高２、物理」
で検索し、高１・高２物理の第２
講「速度・加速度」のチャプター
１と２の計28分26秒を見る。

【目標】秒速と時速の換算ができるか。
【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。アップアップになってしまった生徒はここで必ず追い
ついてください。

スタディサプリ

生物基礎 6/8～6/12

１編　生物の特徴
１章　生物の多様性と
共通性
２節　生物の共通性と
しての細胞

授業の予習プリントをＣ－ｌｅａ
ｒｎｉｎｇ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】生物に共通して見られる細胞の構造と特徴を理解
する。観点は「関心・意欲・態度」
【提出】後日指示します。

Ｃ－ｌｅａｒｎ
ｉｎｇ

化学 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。

体育 6/8～6/14

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】

6/9(火)の登校日に提出するもの
・体育選択種目レポート2つ
・体育理論プリント
上記の課題2点は、前回の登校日で未提出の人のみが対
象です。提出方法は、吉田先生または永瀨先生に直接
手渡しで提出してください。6/9に提出しない場合は、
課題は受け取りません。
・体育理論オリンピックについて
各HRで担任に提出してください。

C-Learning

保健 6/8～6/14

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」未提
出者は6/9（火）吉田先生か永瀨先生に直接手渡しで提出し
て下さい。

C-Learning



コミュ英Ⅱ
①6/8～6/14
②6/3～6/16

①英単語テスト
②コロナウイルスに関
する高校生の記事

①コーパスp.332～p.339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。

②先週のものと同様です。

【目標】
①英語学習に必要な語彙を習得する。
②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、キーワードを
用いて英語で本文を要約できる。
【提出】
①６/１４（日）までにClassroomから提出してください。
②６/１６（火）LHRにて担任の先生に提出してください。

①Classroom

②登校日に配

付済み

英表Ⅱ
6/3
〜6/14

コロナウイルスに関す
る高校生の記事

6/3の登校日に配付したプリント
課題を引き続き行ってください。

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】
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】
６月１４日までにclassroomで提出

登校日に配付

済み

提出は

Classroom

総合的な探究
の時間

6/1～6/15

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。


