
63期生2年 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

①4月28日に出したプリントの丸

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。

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「山月記」の朗読を聞いた

後、配信された課題プリントの問

題を解いておく。

④「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】

・「ミロのヴィーナス」を読んで、構成、展開、要旨などを的確にとらえる

ことができる

・「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。

・興味のある本をきっかけとして、目的や課題に応じて様々な情報を収集し

活用して、進んで表現すること。

【提出】

・〈ミロのヴィーナス第三段落確認テスト〉

5/18（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

①4月28日に出したプリントの丸

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。

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「山月記」の朗読を聞いた

後、配信された課題プリントの問

題を解いておく。

④「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】

・「ミロのヴィーナス」を読んで、構成、展開、要旨などを的確にとらえる

ことができる

・「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。

・興味のある本をきっかけとして、目的や課題に応じて様々な情報を収集し

活用して、進んで表現すること。

【提出】

・〈ミロのヴィーナス第三段落確認テスト〉

5/18（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
『十訓抄』「大江山」
本文（P8 L6〜）・和歌補足

①「大江山　第３回補足編」「大江山
第４回」動画のURLをクリックし、動
画を視聴する
➁「第４回　大江山確認テスト」に解
答する(解答できるのは１人1度のみ)

【目標】
語句や表現に注意して文脈を捉え、説話の意図を読み取ることができる。
【提出】
〈第４回　大江山確認テスト〉
5/18（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 L６～９）

①「姨捨山　第３回」「古典の世界と
今」の動画URLをクリックし、動画を
視聴する
➁「第３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。
・昔（平安時代）と現代の違いを知り、興味・関心を深めることができ
る。

C-learning

及びG Suite

世界史Ｂ ローマとキリスト教

C-Learningで配信したプリント№29～
№44の空欄をノートに記入する。あわ
せて副教材　山川出版社『世界史一問
一答』に関する課題ををノート又は
ルーズリーフに記載する。今週は追加
課題はありません。

C-Learning

日本史Ａ
教科書p26～p31

資料集p214～p216

C-Learningで配信した画像の内容を
ノート又はルーズリーフに写し、問い
に対する答えも調べて書くこと。

【目標】
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
テーマに対するまとめを自分なりの言葉で表現する
【提出】
C-Learningの「レポート」で写メで構わないので5/18までに提出

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

練習問題１９〜３０
補充問題５〜７の問題を解く。

【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】

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。
教科書をみても不明なところは、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。

スタディサプリ

数学Ⅱ
（文系）

教科書ｐ８０〜ｐ９０ 第２節　円
練習問題１９〜３０
補充問題５〜７の問題を解く。

【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】

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。
教科書をみても不明なところは、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。

スタディサプリ

休校中の学習（５月１１日～１７日予定）



数学Ｂ
教科書P.38～P.41
「図形のベクトルによる表示」

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42講,第43講を観
て，配信されている問題（宿題）
を解く。※第42講は前回分で配信
済み。今回の配信は第43講のみ。
この講義が難しい場合は，ベー
シックレベル第24講のチャプター
3～8を観るとよい。

【目標】
・直線のベクトル方程式を理解し，方程式の媒介変数処理ができる。
・直線上の点を位置ベクトルで考察し，直線の方程式と関連付けることがで
きる。
提出された課題により，「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
理系：ビルドアップ問題番号64～73
文系：プログレス問題番号45～54
を解いて答合わせもする。（途中経過を忘れずに）
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。

スタディサプリ

地学基礎
太陽
教科書p168-175

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

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１から
チャプター４の計32分12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
第２章
生命活動とエネルギー
教科書Ｐ２６～３９

①スタディサプリ
第３講　代謝：同化と異化
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

②問題集
今週は、今回の単元の問題集は課題にし
ません。
その代わり、問題集を休校明けに提出す
ることとしますので、問題集で今までの
範囲のものを提出できる状態に仕上げて
おいてください。マル付けまで終わらせ
ておくこと。（レポート用紙やルーズ
リーフなど別紙で取り組んだ場合はそれ
を提出してＯＫです）

※これまでの範囲：Ｐ４～１１、Ｐ２
１、Ｐ１２～１４、Ｐ２２～２３、Ｐ２
４～２５の問題25～27、 Ｐ７６～８９※
「光の強さと光合成」に関する問題は解
かなくていいです（具体的には問題番号
106、107、113）

【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】
①取り組状況をネットワーク上で確認します

②休業明けに提出
※これまでにやっていた内容を提出できるようにまとめておいおてくださ
い（レポート用紙やルーズリーフなど、問題集に解いていない場合はそれ
を提出すればＯＫです）

スタディサプリ

化学
教科書P152～153酸・塩基節末問題
P154～159酸化と還元

①教科書P152～153の節末問題に
取り組む。解答解説は後日PDF
ファイルで配ります。
②C-Learningに添付したプリント
を3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。
③C-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。

目標；酸・塩基の反応、中和滴定について理解している。
酸化・還元の定義を理解して酸化数の変化を電子の移動で理解する。

①酸塩基の課題テストでをします。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3枚もしくはノートを
提出

休校明けに、酸・塩基の課題テストや、酸化還元についての小テストを行い
ます。知識理解や関心意欲、思考判断として評価します。

C-Learning

体育

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」

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

3.結婚生活と健康

　保健教科書P.68～69

①保健ノート「P.60～P.61」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教科書Lesson１,
２のComprehension・
Communication
Activity(Listeningのみ) P.14～
15,P.28～29
②Lesson 2 発音・リスニング・
ディクテーション練習
③コーパス4500 P.308～P.312

①問題を解いて答えを教科書また

はノートに書く。リスニングの音

声はC-learningで送ります。

②C-learning で詳細は伝えます。

③範囲の単語を覚えて、C-

learningで配付される小テストを

行う。

【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】
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。


C-Learning

英表Ⅱ 動名詞

①ステディサプリ　第４課　時制
（１）と第５課　時制（２）を視
聴する。
②『Vision Quest Ⅰ』のLesson
8 動名詞の左頁を読み、右頁を解
く。

【目標】
動名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。　5/18締め切り

C-Learning
スタディサプリ

総合的な探究の
時間

個人探究

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た。

【課題提出・確認方法】
今週中にc-learning上で課題と探究の動画を配信予定。
c-learning上で5/25（月）に提出

C-Learning


