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国語総合
（現代文）

教科書
「羅生門」

○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。（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
読み味わう。（読むこと）
○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。（知識・理解）

○Classroom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、
前回同様Classroomを通じて提出す
る。
○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。

〇提出されたワークシートにより、
目標に示した「読むこと」「知識・
理解」を評価します。また提出物に
より取組状況を確認し、「関心・意
欲・態度」を評価します。
【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。(読むこと)
・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）

教科書
「児のそら寝」
古典文法
「用言の活用」

○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
ようとする。（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。（読むこと）
○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。（知識・理解）

○古典文法書の26～29ページを確認
し設問に答え、答え合わせまで行
う。また配付した「児のそら寝」の
本文から動詞だと思うところに
チェックする。詳細はClassroomに
て指示します。
○前回の範囲である文法書25ページ
までにある動詞の活用の種類と活用
形について、後日Classroomにて配
信される確認テストに取り組む。
（古典はテストの解答以外に提出す
るものはありません。）

〇提出されたワークシートにより、
目標に示した「読むこと」「知識・
理解」を評価します。また提出物に
より取組状況を確認し、「関心・意
欲・態度」を評価します。
【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。（読むこと）
・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）

世界史Ａ
「欧米の工業化と
アジア諸国の動
揺」

〇近代世界の成立について理
解するとともに、近代世界の
特徴を自らの言葉で説明し自
分なりの考えを述べる。

〇ここまでで学習した事項を振り
返ったり、自分なりの考えを述べた
りするワークシートに取り組む。
（詳細はclassroom等で後程配信）
〇前回の課題で読んだ教科書P130～
137を踏まえて、ウィニングコンパ
スP128～P131に取り組む。資料集等
全て活用して取り組んでよい。
（ノートなどに実施すること、解答
は後程classroom等で配信）

〇提出されたワークシートを、「関
心・意欲・態度」、「思考・判断・
表現」、「知識・理解」の評価材料
として評価する。
【評価規準】
・産業革命及びアメリカ独立戦争に
関する学習事項を、自らの言葉で説
明しようとしている。
　　　　　（関心・意欲・態度）
・諸資料を活用し、産業革命やアメ
リカ独立戦争が後世に与えた影響に
ついて自分なりの考察ができてい
る。（思考・判断・表現）
・歴史の展開と内容を正確に理解し
ている。（知識・理解）

日本史Ａ

「開国と明治維
新」
「立憲国家の成
立」

〇近代日本の成立について理
解するとともに、近代日本の
特徴を自らの言葉で説明し自
分なりの考えを述べる。

〇ここまでで学習した事項を振り
返ったり、自分なりの考えを述べた
りするワークシートに取り組む。
（詳細はclassroom等で後程配信）
〇前回の課題で読んだ教科書P56～
76を踏まえて、ウィニングコンパス
P114～115２⃣までとP116～117４⃣に取
り組む。資料集等全て活用して取り
組んでよい。（ノートなどに実施す
ること、解答は後程classroom等で
配信）

〇提出されたワークシートを、「関
心・意欲・態度」、「思考・判断・
表現」、「知識・理解」の評価材料
として評価する。
【評価規準】
・幕末の動乱から開国まで一連の学
習事項を、自らの言葉で説明しよう
としている。（関心・意欲・態度）
・諸資料を活用し、江戸幕府や欧米
列強の思惑、幕末の日本の状況など
について自分なりの考察ができてい
る。（思考・判断・表現）
・歴史の展開と内容を正確に理解し
ている。（知識・理解）

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22～26に対応した例題およ
び練習問題のうち、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】 
・正しく式の変形ができている。
(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)
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化学基礎 物質の探究

○物質の分離・精製法につい
て理解する。
○粒子の熱運動と粒子間には
たらく力の関係により物質の
状態変化が起こることを理解
する。

○混合物から純物質を取り出すため
の適切な精製法をまとめる。
後日classroomで課題を配信予定。
○物質の温度変化のグラフを、融
点・沸点、その温度の時の状態をふ
まえてまとめる。

○課題の内容を「知識・理解」、
「思考・判断・表現」の評価材料と
して評価する。
【評価規準】
　それぞれの混合物に対して適切な
精製法を選ぶことができる。（知
識・理解）
　縦軸に温度、横軸に加熱時間とし
て物質の状態を合わせてグラフにす
ることができる。（思考・判断・表
現）

生物基礎 第１章 生物の特徴

○ 共通性の１つである細胞
の視点から個体の成りたちに
ついて理解を深め、多様な生
物を主に細胞の特徴に基づい
て、まとめることができる。

○ 教科書・副教材に示される写真
を活用し、細胞のしくみについての
観察に基づき、多様な生物を正しく
まとめることを課題として設ける。

○ 課題の内容を「観察・実験の技
能」の観点について評価する。
【評価規準】 
・学習した内容に基づいて課題を適
切にまとめることができる。（観
察・実験の技能）

保健体育 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p122〜129を読み、Classiの
Webテスト「1年　体育理論（2）」
を行うこと。
※5月20日14時配信予定
※Classiの不調が続いてるため、締
め切りは特に決めていません。状況
の改善を待って解答してしてくださ
い。

○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基本的
な用語やその意味を理解している。
（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）

音楽Ⅰ
合唱「群青」

楽しく取り組み、心を豊かに
しよう。
歌詞の内容を深め、その心情
をイメージしましょう。

先週に引き続き、希望パートの音取
り練習です。後半の音取り音源を
Classroomに配信します。（5月18日
予定）また、練習動画も準備中で
す。（5月20日以降の予定）携帯電
話やPCなど無理のない範囲で録音し
て提出してください。詳細は前回配
信時に指示した通りです。

〇録音音源については「音楽の表現
の技能」の観点で評価します。
【評価規準】
Ａ．表現
録音された音取り音源を聴き、楽譜
に書かれた音を正しく歌え、そのこ
とを自分で判断し、表現している
（音楽表現の技能）

美術Ⅰ
絵画「鉛筆による
形態と明暗の表
現」

意図に応じて鉛筆を始めた特
性を表現に生かす。

任意の紙（コピー用紙やプリントの
裏紙等）と、送付した画用紙使用し
て、鉛筆による表現をする。詳細は
20日までにClassroomで配信予定。

○作品画像について「創造的な技能
等」の観点で評価する。
【評価規準】
・美術の表現に必要な技能を身につ
け意図に応じて表現方法を工夫して
表している。（創造的な技能等）

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。

唐の四大家(教科書P17~29)の二文字
写真の文字を半紙に臨書する。詳細
は18日までにClassroomで配信予
定。

○画像ををもとに「書表現の構想と
工夫」の観点で評価する。
【評価規準】
・古典のよさや美しさを感じ取り、
感性を働かせながら、自らの意図に
基づいて構想し、表現を工夫してい
る。（書表現の構想と工夫）

英語
コミュニ

ケーション
英語Ⅰ

ELEMENT English 
Communication I

Lesson 2

〇動物と人間の絆を描いた物
語を通して、相手を思いやる
ことの大切さを理解し、その
ことを説明することができ
る。
〇新出語句・語法、現在完
了、受動態、分詞を適切な文
脈で活用することができる。

Lesson 2の本文で印象的だった文に
ついて自分の考えをまとめる。
【内容・条件】
・Lesson 2 本文から印象的だった
１文を抜き出すし、その文の和訳を
する。
・あなたがなぜその文を選んだのか
について、理由や感想を２～３文の
英語で説明する。

〇質問の解答について「コミュニ
ケーションへの関心・意欲・態度」
「外国語理解の能力」の観点で評価
する。
【評価規準】
・学習した文法項目を駆使して、積
極的に課題に取り組んでいる。（コ
ミュニケーションへの関心・意欲・
態度）
・動物と人間の絆の物語を通して、
思いやりの大切さを理解することが
できる。（外国語理解の能力）

理科

芸術
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英語 英語表現Ⅰ

Vision Quest 
English 
ExpressionⅠ
 Advanced
Lesson 3

○時制（現在形、過去形、未
来を表す表現、進行形）をそ
れぞれ適切な文脈で活用する
ことができる。

Lesson 3のPractice 1 (p.21)、
Practice 2  (p.23) の問題を解
く。その際に、左側のページの
Build-up、DUAL SCOPE (pp. 64-89) 
を適宜参考にするとよい。

〇翌週配信されるテストの取り組み
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。
【評価規準】
・範囲内の文法事項についてきちん
と理解して解答している。（知識・
理解）

家庭 家庭基礎
「ホームプロジ ェ
クト」 のまとめ

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。

前回出した課題「ホームプロジェク
ト」の取り組みについて、classiで
配信される、アンケートに答える。
5月22日（金）まで回答して下さ
い。

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。 
【評価規準】
・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、期限
(5月22日12時まで)内に提出
する。
○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。
【評価規準】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。また、期限内に提出
することが出来ている。(主体的に
学習に取 り組む態度)


