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国語総合
（現代文）

「文章を的確に読
み取り、内容を適
切にまとめる」

○文章に描かれた人物、情
景、心情などを表現に即して
読み味わおうとする。
○文章に描かれた人物、情
景、心情などを表現に即して
読み味わう。
○語句の意味、用法及び表記
の仕方を理解し、語彙を豊か
にする。

○別に配信されるワークシートに
従って『羅生門』の内容について自
分なりの考えをまとめる。まとめた
ものについては後日Classroomを通じ
て提出の指示を出す。Classroomに不
具合等が生じた場合はノートなどに
記入すること。後日回収します。
○文章を読むために必要な漢字や語
について、辞書等の教材を利用しな
がら確認する。

○提出されたワークシートにより、
下記の評価規準「読むこと」および
「知識・理解」を評価する。また提
出物により、学習の進め方について
試行錯誤した点等を「関心・意欲・
態度」として評価する。
【評価規準】
・文章に描かれた人物、情景、心情
などを表現に即して読み味わおうと
している。(関心・意欲・態度)
・文章に描かれた人物、情景、心情
などを表現に即して読み味わってい
る。(読む能力)
・漢字・語句の意味、用法及び表記
の仕方を理解し、語彙を豊かにして
いる。(知識・理解)

国語総合
（古典）

「文法のしくみを
理解し、文章の内
容を的確に読み取
る」

○文章の内容を叙述に即して
的確に読み取ったり、必要に
応じて要約や詳述をしたりす
る。
○文章を読むために必要な古
典の文法について、文法書等
の教材を利用してその役割を
理解する。

○古典文法の指定ページを確認し設
問に答え、答え合わせまで行う。そ
の後「児のそら寝」に出てくる動詞
の活用の種類を確認する。詳細につ
いては別に指示します。
○動詞の活用の種類について、
Classroomにて配信されるテストに取
り組む。

○提出されたワークシートにより
「読むこと」および「知識・理解」
を評価する。動詞確認テストの点数
は評価せず、学習に試行錯誤した点
等を「関心・意 欲・態度」として評
価する。
【評価規準】
・文章の内容を叙述に即して的確に
読み取ったり、必要に応じて要約や
詳述をしたりしようとしている。(関
心・意欲・ 態度)
・文章の内容を叙述に即して的確に
読み 取ったり、必要に応じて要約や
詳述をしたりする。(読む能力)
・文章を読むために必要な古典の文
法に ついて、文法書等の教材を利用
してその 役割を理解している。(知
識・理解) 

日本史Ａ

「開国と明治維
新」

近代日本の成立を、他国との
関わり、国内の動きの両面か
ら理解する。

問題はノート等に実施すること。
・ウィニングコンパスP106～113
⇒前回から継続、Classiで解答を配信す
るので確認し、理解が不十分なものや
もっと知りたいことは調べておく。
・教科書P56～76を一読し、近代日本の
成立を辿る。（必要に応じて後程問題演
習の指示を追加で出す。）

教科書・資料集を活用して調べ、問
題に取り組む。（関心・意欲・態
度）

世界史Ａ

「欧米の工業化と
アジア諸国の動
揺」

近代世界がどのように形成さ
れ、どのように進展したのか
を欧米・アジアなど複数の視
点から多面的に理解する。

問題はノート等に実施すること。
・ウィニングコンパスp106～127
⇒Classiで解答を配信するので確認し、
理解が不十分なものやもっと知りたいこ
とは調べておく。
・教科書P130～137を一読し、近代アジ
アの状況を理解する。（必要に応じて後
程問題演習の指示を追加で出す。）

教科書・資料集を活用して調べ、問
題に取り組む。（関心・意欲・態
度）

数学 数学ⅠA

(教科書)
整式,実数,
方程式と不等式
(ＦＧ)
式と計算

○単元についての理解を深
め、式を多面的にみたり、目
的に応じて式を適切に変形す
ることができる。

FG　例題１～21に対応した（下にあ
る）練習問題のうち、星（*）1つ、
または、2つに挑戦すること。
後日、範囲内の指定した問題につい
て記述答案の画像（jpeg等）を課題
として提出してもらいます。
※わからないことがあれば「数学質
問箱」を利用しましょう！使い方は
classiのコンテンツボックス「数学
科回答箱」の中にPDFファイルで載っ
ています！

〇解答の記述内容や、式変形の根拠
についての記述、問題解決の 方法の
まとめの記述から「知識・理解」、
「数学的な見方や考え方」の観点で
評価する。  【評価規準】 
・正しく因数分解ができている。(知
識・理解) 
・方針をもって式変形を行えてい
る。(数学的な見方や考え方)

化学基礎

物質の探究 ○身近にある様々な物質を混
合物と純物質に分けることが
できる。

○身の回りにある物質を、純物質か
混合物かまとめる。
後日classroomで課題を配信予定。

○課題の内容を「知識・理解」の評
価材料として評価する。
【評価規準】身近な物質を取り上
げ、純物質と混合物に分けることが
できる。（知識・理解）

生物基礎

第１章 生物の特徴 ○ 生物についての多様性の
視点を身につけ、共通性に基
づいて生物の特徴を理解す
る。

○ 教科書に示される写真の観察や学
習内容の理解に基づき、多様性のし
くみや生物の特徴について探究し、
考察する。

○ 課題の内容を「思考・判断・表
現」の観点について評価する。
【評価基準】 
・学習内容に基づいて探究した内容
を自身の言葉で述べることができ
る。（思考・判断・表現）
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体育 体育理論

スポーツの歴史、文化的特性
や現代のスポーツの特徴につ
いて理解する。

教科書p116〜125を読み、Classiの
Webテスト「1年　体育理論（1）」を
行うこと。

○提出された課題の記述内容から
「知識・理解」「思考・判断」の観
点を評価する。
【評価規準】
・スポーツの歴史、文化的特性や現
代のスポーツの特徴について書き出
している。（知識・理解）
・スポーツの歴史、文化的特性や現
代のスポーツの特徴について、調べ
た内容をまとめたり、説明したりす
ることができる。（思考・判断）

保健

健康の保持増進と
疾病の予防
（日常の生活行
動）

○健康を保持増進するには，
適切な食事、運動、休養及び
睡眠など、調和のとれた健康
的な生活を実践することが必
要であることを理解する。

○所定の用紙で新聞を作成。（６月
末提出締切の予定）
○テーマ決め、資料収集などから作
成に着手し、進捗状況を報告する。
詳細はClassiにて配信。

○提出された新聞の内容を「関心・
意欲・態度」「思考・判断」の評価
材料として評価する。
【評価規準】
・調和のとれた生活を実践すること
への関心を高めようとしている。
（関心・意欲・態度）
・個人生活や社会生活における健
康・安全に関する事柄を科学的に思
考・判断し総合的にとらえるてまと
めることができる。（思考・判断）

音楽Ⅰ

合唱「群青」 自分のパートの音取り練習を
する（パートは先日classiに
て希望を採ったパートです）

classiにて配信する音取り音源を元
に練習する。

携帯電話やPCなどで音取りができた
部分を録音して提出。歌の練習がで
きない生徒は声のみのリズム読みを
録音してください。※リズム読みに
ついては配信音源にて詳しく説明し
ます。→【評価の観点】音楽表現の
技能

美術Ⅰ

絵画「身近なもの
を描く」教科書
P8,9

「おいしいもの」をテーマに
表現しようか。見せ方や表現
方法を工夫して取り組ん

配布した画用紙に任意の画材で表現
する。（詳細はClassiで配信済）

作品画像（Classiアンケート「美術
１年作品提出」にて添付）【評価の
観点】発想や構想の能力、創造的な
技能等（詳細は配信した課題内容を
参照）

書道Ⅰ

唐の四大家(教科書
P12~29)

書の伝統と文化に関心をもっ
て、参考とする古典の表現や
鑑賞の創造的活動に主体的に
取り組む。

A4の大学ノートを用意して 唐の四大
家(教科書P12~29)の二文字写真の文
字を鉛筆でノートに臨書(P6)する。
作品名、作者名などをノートにまと
める。（詳細はClassiで配信済）

ノートは初回授業時に持参の予定で
下が、休業の延長につき、ノートの
画像をClassiアンケートに添付し挙
げてもらいます。【評価の観点】書
への関心・意欲・態度

ELEMENT English 
Communication I

Lesson１

〇日本の伝統文化を世界に理
解してもらうために何が必要
かを理解し、言語や文化の違
いとコミュニケーションの大
切さについて説明することが
できる。
〇新出語句・語法、英語の５
文型、to不定詞と動名詞を適
切な文脈で活用することがで
きる。

Lesson 1の内容を踏まえて、次の
テーマについて自分の考えをまとめ
る。
【テーマ】
日本の良いところ（文化、慣習な
ど）について、自分ならどんなこと
を世界に発信していきたいか。また
は、どんなことを世界に発信すると
良いと考えているか。

【条件】
・50 ～ 60語程度の英文で書くこ
と。

〇質問の解答について「外国語表現
の能力」「外国語理解の能力」の観
点で評価する。
・日本の伝統文化を世界に理解して
もらうために何が必要かを理解する
ことができる（外国語理解の能力）
・学習した文法項目を使い、日本の
文化や慣習の良さについて書くこと
ができる（外国語表現の能力）

DataBase AVAIL
p.30 ～ p.55

環境や観光などについて表現
するときに必要な語彙を習得
する。

単語の知識を定着させ、5月11日
（月）にClassiで配信されるwebテス
トに解答する。

〇webテストの取り組み状況につい
て、「言語や文化についての知識・
理解」の観点で評価する。
・単語の使い方を理解し、正しい文
脈で正しい綴りで書けている（知
識・理解）

英語表現Ⅰ

Vision Quest 
English 
ExpressionⅠ
 Advanced
Lesson 1・2

○文構造や綴り字に注意を
払って、自分の好きなものや
好きなことについて、簡潔に
書くことができる。

Lesson1・2の内容を踏まえて、次の
テーマについて英作文を書く。

【テーマ】
「自分の好きなものや好きなこと」
を交えて、英語で自己紹介

【条件】
・40～60語（厳守）
・「自分の好きなものや好きなこ
と」にまつわる写真を用意しておい
てください。

○英作文の内容について、「外国語
表現の能力」の観点で評価する。
・学習した文法項目を使い、好きな
ものや好きなことを交えて自分自身
について書くことができる。（外国
語表現の能力）

芸術

英語

コミュニ
ケーション
英語Ⅰ

保健体育
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家庭 家庭基礎

「ホームプロジ ェ
クト」

生活の中から課題を見つけ、
これまで身についている知識
や技術を生かして課題解決を
することにより、よりよい生
活を目指す意欲と、実践的な
態度を養う。

教科書P186～P189を参考に、計画・
実践し、レポートにまとめる。レ
ポートは実践例にあるような項目で
まとめること（①テーマ②目的と
テーマ設定の理由③実施計画④実施
状況⑤評価・今後の課題）。

〇レポートの内容を「関心・意欲・
態度」「思考・判断・表現」の評価
材料とする。 
【評価基準】
・生活上の課題を設定し、解決に向
けて生活を科学的に探究したり、創
造しようとしたりしている（関心・
意欲・態度） 
・取り組んだ実践について、自己評
価を行い、更に課題を見つけること
ができている（思考・判断・表現）

Meraki MerakiⅠ

課題から研究テー
マを決める

○SDGｓについて調べ，学ん
だことを文章でまとめる。
○今後の課題研究にむけ，具
体的な研究テーマについて考
える。

○Classiにて配信（4月9日）されて
いる課題に取り組む。

○課題の内容を「主体的に学習に取
り組む態度」の評価材料として評価
する。
【評価基準】自己の言葉で調べたこ
とについてまとめ，意見を持つこと
が出来ている。（主体的に学習に取
り組む態度）


