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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

現代文発展 6/22〜
現代文教科書ｐ261～ｐ271
「理不尽な進化―誤解を理解
する」

授業では、まず「理不尽な進化―誤
解を理解する」をやります。本文を
再読しプリントを見て内容を確認し
ておいてください。

提出はなし。

現代文研究 6/22〜
問題集「LT現代文４」

授業では、まずｐ７～ｐ９の「２評
論　地球の歴史は汚染の歴史」をや
ります。本文を再読し解答を見て内
容を確認しておいてください。

最初の授業で、問題集「大学入学共通テストへのアプロー
チ」を提出してください。

古典発展
6/22～
6/26

教科書P182
「貫之と躬恒」の読解

意味調べとプリントと内容Ⅰのプリ
ントの完成まで。
単語テスト第２回目実施。（水曜日
実施の予定）

［目標］「貫之と躬恒」読解 
［提出］「三船の才」のノート提出、全部の範囲の提
出は6/30（火）まで。写真で提出。助動詞のプリント
や本文写し、本文中の助動詞・助詞チェックなど、先
週の課題をやっていない人も何人かいましたが、確実
に課題はこなすこと。

古典研究
6/22～
6/26

５「岩橋の夜の契り」（ｐ
12）の問題演習
第２週目

５「岩橋の夜の契り」（ｐ12）の問
題の読解完成

［目標］助動詞「き・けり・つ・ぬ・たり・り」の助
動詞の理解、和歌の読み
［提出］「岩橋の夜の契り」（ｐ12）の問題と「文
法・語句ノート」のＰ6も答え合わせをし、提出して
いただきました。お返ししますので、配信された解答
を見て赤で直しておきましょう。意味調べのgoogleド
キュメントも配信します。

国語研究
6/22～
6/26

テキストP40の3「孔子家語」
の問題演習。

助動詞の動画をを配信しています
が、配信されたら必ず古典文法10題
ドリル（基礎編）の該当問題をやっ
ておいてください。

［目標］今週の助動詞を覚えていきましょう。今週の
助動詞は意味がたくさんあるので、気を抜かずに取り
組みましょう。二重否定と禁止の配信もします。
［提出］3「孔子家語」の問題を解いて、写真で提
出。「文法・句形語彙ノート」のP20をやって写真で
提出。

世界史発展Ⅰ
6/22～
6/29

現代史 授業時に指示します 現代史は発展Ⅰで扱います。

世界史発展Ⅱ
6/22～
6/29

帝國主義② 授業時に指示します

［目標］19世紀後半からの欧米諸国の帝国主義政策と
反帝國主義闘争を理解できるようにする。
［提出］紙ベースにしたプリントの空欄は従来通り授
業開始時に提出する。

日本史発展Ⅰ 今週もなし
各々復習した上で授業に臨むようお願いしたい。

日本史発展Ⅱ
6/22～
6/29

今までの課題の整理
これまでの課題で出されたものの整理
を行う
特に提出物の確認

【目標】
教科書や資料集を読み込み、今後授業で扱う内容の予習
を行い、理解を進めていく

【提出】
提出はC-learningで指示をした通りです

現代社会
6/22～
6/29

教科書第3章「平等に生きる権利／自由

に生きる権利」（58～61ページ）

c-learningの「現代社会」の「レ
ポート」に添付したプリント「現代
社会ＮＯ．17」（WORDデータファイ
ルかPDFデータファイルのどちらか
を開く）を教科書・資料集を見なが
らやってください。

【目標】
教科書と資料集の内容を正確に読み取り、理解する。
【提出】
プリントを入力完成したらC-learningの「レポート」
で提出してください。
提出の方法としては①送信したWORD文書にそのまま解
答を入力して返送するか、
②レポートのテキスト画面に解答を直接入力して返信
するかのどちらかでお願いします。WORDファイルと
PDFファイルは内容は同じなので、どちらか一つ回答
してくれればいいです。両方のファイルに回答する必
要はありません。写真データで送る人がいますが、ど
うしても①②の方法で送れない場合だけ写真で送って
ください。以前のプリント課題は提出期間が過ぎてい
ますが、未提出の人は引き続き受け付けますので早め
に回答してくれるようにお願いします。
授業には教科書・資料集・ノート（B5のノート用意し
ておくこと）を持参してください。プリントのno.1と
no.2も最初の授業で提出のため、持ってきてくださ
い。

日本史Ａ
6/22〜
6/29

明治政府の出発
総復習の続き
（前回と同じ）

①登校日に配布されたプリントの空
欄をすべて埋め、内容の理解に努め
る
    　→小テストに備えておくこと
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

分散登校中の学習（6月22日～）
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数学Ⅲ
6/22〜
6/29

第２章『式と曲線』
第３章『関数』

ⅠＡ発展
6/22〜
6/29

問題集

ⅡＢ発展
6/22〜
6/29

三角関数
指数・対数

問題集「リンク数学演習IA＋ⅡB」
のBasic問題(p94～99)、Challenge
問題（p148～155）に取り組んでく
ださい。Classroomで質問を受け付
けます。期限後でも必ず提出してく

ださい。
Classroomを通じて、解説資料を配
信する予定です。

【目標】三角関数、対数について、的確に処理できる
ようにする。

【課題】6回目の課題の締め切り(6/19)。
写真を添付するようにしてください。また、ノート等
に解いて、次回授業時(6/23)に提出してください。

ⅠＡⅡＢ研究
　　(2)

6/22〜
6/29

問題集
「リンク数学演習IA＋ⅡB」

ⅠＡ探究
6/22〜
6/29

問題集

ⅠＡⅡＢ発展
6/22〜
6/29

問題集
「リンク数学演習IA＋ⅡB」

物理
6/22〜
29

第3章　運動量の保存
１⃣　運動量と力積
２⃣　運動量保存則

「運動量と力積」「運動量保存則」につ
いて教科書・リードα・一般の動画を参
考に理解を進めてください。ポイントに
ついては後ほどClassroomまたは授業で
説明します。

【目標】
・「運動量と力積」についてイメージを持ち、理論を理解
する。
【提出】
・授業で指示します。必ずときどき確認すること。

・課題の提出および内容を評価材料とします。

物理発展
6/22〜
29

物理基礎の教科書
p.158～164

授業中に配布したプリントに取り組んで
ください。

【目標】
・波の干渉について理論を理解し、問題が解けるようにす
る。
・ホイヘンスの原理を用いて、波の反射・屈折・回折を考
える。
【提出】
・ありません。

生物
6/22～
6/26

第1章　細胞と分子 セミナー生物（購入した問題集）の以下
の問題に取り組む。
p.29　25
p.30　発展例題１
p.32　27
p.33　28
p.34　29

解いてみて間違ったところは、問題集の
各章の「まとめ」や別冊解答編の各問題
の解説をよく読み、理解を深める。

【目標】
第1章部分の課題による学習内容を確認し、理解を深める。
観点は「知識・理解」「思考・判断・表現」「技能」
【提出】
提出は不要。

重要!!
定期試験の際の試験範囲になる（出題対象）ので、必
ず取り組むこと。

生物発展
6/22～
6/28

第６章
植物の環境応答

先週同様

セミナー生物（購入した問題集）
の、第６章　植物の環境応答につい
ての問題に取り組む。
解いてみて間違ったところは、問題
集の「まとめ」や別冊解答編の各問
題の解説をよく読み、理解を深め
る。

具体的なセミナーのページはp.166
～185

【目標】
第６章部分の課題による学習内容を確認し、理解を深め
る。観点は「関心・意欲・態度」
【提出】
提出は不要。

重要!!
定期試験の際の試験範囲になる（出題対象）ので、必ず取
り組むこと。

生物実践
6/22～
6/28

classroomで指示が出ます
p２０２、２０３の
章末問題に挑戦

【目標】
自律神経系の構造と働きについて理解する。
ホルモンによる調節を説明することができる

[先週に引き続き、以下を完璧にする→後日テスト](先週と同じ）
教科書第4章「極限」G-Suite，C-leranningを必ずチェック！
[先週に引き続き、テキストにやるorノートにやる→後日提出]
◎サクシード（教科書と同じ範囲）
★G-Suite，C-leranningで問題の質問を受け付けています。
　お気軽にどうぞ(^-^)／
【目標】：二次曲線・関数分野・極限の教科書レベルでの定着
　　　　　受験問題に対応する力をつける。
【課題確認方法】：教科書問題は休校明け試験の点数で判断。
　　　　　　　　　サクシードは休校明けに提出。

今までの内容を仕上げてください

今までの内容を仕上げてください

今までの内容を仕上げてください

今までの内容を仕上げてください
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化学研究 6/22 今週は課題はありません

コミュ英Ⅲ
6/22～
6/28

①共通テストドリル リー
ディング４&リスニング４
（６/22登校日配付）
②英単語・熟語
６月の目標：
Target1900 No.1-1500
Target1000 PART1-4

①目標解答時間を意識して、問題を
解く。
②６月の目標分の単語・熟語を繰り
返し復習しながら覚える。

【目標】語彙力、リーディング・リスニングスキルを
身につけながら英文の速読直解力を高める。
【課題提出・確認方法】
①はGoogle Classroomの解答シートで番号を選んで入
力。
②中間テストの範囲です。しっかり復習して覚え直し
ておきましょう。

英語表現Ⅱ
6/16～
6/28

Vintage準拠実践問題集Drive
の第3章助動詞、第4章仮定法

第4章仮定法の解答・解説をC-
learningに掲載したので、答え合わ
せをし、よく読んで理解する。
Vintageもよく読む。第3章助動詞
も、さまざな種類と用法があるの
で、引き続き学習する。

【目標】仮定法の基本的な用法と慣用表現を十分に理
解し、覚える。助動詞もしっかり覚える。
【提出】得点表を点検後に返却するので、記入できる
ようにしておく。

英語読解
6/16～
6/28

リスニング

G-suiteのclassroomにリスニング課
題が配信されます。

リスニング学習の方法が示されてい
る添付資料を確認のうえ、取り組ん
でください。

【目標】
・様々なジャンルの話題の話を聞き、内容理解に必要
な情報を聞き取ることができる。

【課題提出・確認方法】提出の必要はありませんが、
授業は課題を取り組んだことを前提に進めます。

英語発展
6/22～
6/29

英作文

６月１９日の授業で配布された課題
に取り組む。

２つの円グラフを分析し、構成を考
えながら英作文を書く。

【目標】
２つのグラフを比較し、数値やグラフの変化を英語で
説明できる。

【課題提出・確認方法】
次回の授業時に提出

体育
6/22～
6/28

前回の内容と同様
①体つくり運動
「ラジオ体操第１」

②参考資料「基本のストレッ
チ24」をもとにストレッチを
おこなう。

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、資料「基
本のストレッチ24」をもとに運動・
ストレッチをおこなう。
※プリントはC-learningで配信され
てます。

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。

【課題提出･確認方法】
「ラジオ体操」⇒ 休校明けの授業で実技試験をしま
す。

プロ実践 今回課題はありません。

音楽研究 今回課題はありません。

進路研究 前回の課題を至急、C-Learningで提出すること

C-learning毎朝検温の記録を入力

≪注意事項≫
先生方から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となっていますが、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。

健康観察


