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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）

○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。

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」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）

国語総合
（古典）

教科書
「児のそら寝」
「絵仏師良秀」
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「変格活用」の
ページを確認し設問に答え、答え
合わせまで行う。また、「児のそ
ら寝」と「絵仏師良秀」の本文か
ら、変格活用の動詞だと思うとこ
ろをチェックする。詳細は
Classroomにて指示します。
○前回までの範囲である文法書29
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に配信される確認テス
トに取り組む。（古典は確認テス
ト以外に提出するものはありませ
ん。）

○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）

世界史Ａ

「欧米の工業化とアジア諸国の動
揺」
フランス革命

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。 〇フランス革命につ
いて、その推移や特徴を正しく理
解する。

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】
 ・フランス革命に関する学習事
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、フランス革命
の背景や後世への影響について自
分なりの考察ができている。（思
考・判断・表現）
 ・フランス革命期の展開と内容
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」
倒幕

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。
〇倒幕に際する雄藩・江戸幕府・
朝廷の動向を正しく理解する。

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】
・倒幕運動に関する一連の学習事
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、雄藩・江戸幕
府・朝廷の思惑、討幕運動時の日
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）
・倒幕運動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)
数と式

○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。

教科書p43～p51までの説明を読
み、例題や練習問題などに挑戦。
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)

多摩高等学校（１学年）休業期間中（５月25日～５月29日）の学びについて　　課題第５弾

国語
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化学基礎
1章　物質の構成
1節　物質の探究

〇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を深める。

〇物質の温度変化のグラフを、融
点・沸点、ふまえ分析する。

〇課題の内容を「思考・判断・表
現」の評価材料として評価する。
【評価規準】
・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

２　生物に共通する細胞構造

〇細胞の大きさの学習や、電子顕
微鏡写真の観察を通じて細胞の構
造についての知識を身につけ、真
核細胞と原核細胞のそれぞれにつ
いて細胞の特徴を理解することが
できる。

〇電子顕微鏡写真の考察や、
実際の真核細胞や原核細胞の
構造を調べる学習など、基本
的な理解の確認とあわせて、
さらなる理解を深めるための
学習を課題として設ける。

〇課題の内容を「知識・理解」の
観点に基づいて評価する。
【評価規準】 
 ・学習の理解と、理解に基づき
自ら探究し得られた内容につい
て、自身の言葉を用いて適切に示
すことができている。（知識・理
解）

保健体育 体育 球技

選択した種目において、 作戦や
状況に応じた技能や仲間と連携し
た動きを高めてゲームが展開でき
るようにする。

通常授業再開時の最初の種目につ
いて、全体の人数を見て調整しな
がら、行いたい種目を選択する。 
各クラスのClassroomにスプレッ
ドシートを添付します。Ⅰ期（最
初の期間、時間数は未定）に行い
たい種目を選択してください。 
仲間と協力しながら授業に取り組
むためには、選択の段階で様々な
ことを考えて種目を決める必要が
あります。 ※詳細はスプレッド
シートと一緒に添付するPDFファ
イルの説明を読むこと。

〇選択した種目の授業での取組み
により「関心・意欲・態度」「思
考・判断」を評価する。 
【評価規準】
 ・仲間と協力しながら主体的、
積極的に練習や試合に取り組んで
いる。（関心・意欲・態度） 
・仲間に対して、技術的な課題や
有効な練習方法の選択について指
摘することができる。（思考・判
断）

音楽Ⅰ
〇楽典　
〇ボディーパーカッション　Beat　
Canon

音楽の知識について学びましょ
う。
中学で学んだ知識の復習と共に、
ドイツ音名やリズムについて基礎
を理解しましょう。

楽典の解説プリントと共に、解説
音源をClasroomに配信予定です。
確認しながらボディーパーカッ
ションに取り組んでみましょう。

〇Best Canon「音楽表現の創意工
夫」にて評価します。
【評価規準】
・音楽を形作っている要素を知覚
している（音楽表現の創意工夫）

美術Ⅰ
前回から引き続き
「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Classroomで配信。

〇作品画像について「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 前回から引き続き「唐の四大家」

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。

〇画像をもとに「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）

ELEMENT English Communication 
I

Lesson ２

〇動物園が動物を管理、飼育する
ことの是非について自分の考えを
表現することができる。
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。

【課題】
p.30 Communication Activity 
[B] におけるＢさんのセリフ（２
か所）を考える。

【条件】
・Ｂさんの最初のセリフは１文で
答えること
・Ｂさんの最後のセリフについて
は30～40語程度の英語でまとめる
こと

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」「外国語表現の能力」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）
・動物園が動物を管理、飼育する
ことについて自分の考えを表現す
ることができる。（外国語表現の
能力）

DataBase AVAIL
p.56 ～ p.75

スポーツのことなどについて表現
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29日
（金）にGoogle Classroom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。
【評価規準】
・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）

芸術

コミュニ
ケーション

英語Ⅰ

理科

英語
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英語 英語表現Ⅰ
Vision Quest
English ExpressionⅠAdvanced
Lesson 3

〇時制（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。

Google Classroomに配信する小テ
ストに解答する。

〇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）

Meraki MerakiⅠ 課題から研究テーマを決める

◯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。

◯各自が理解を深めたいと考えた
内容（Classiに回答した内容と変
わっていても可）についてテーマ
設定を意識した調べ学習を継続す
る。なお、調べた内容は各自のG
ドライブに資料として蓄積してお
く。

◯課題の内容を「主体的に学習に
取り組む態度」の観点で評価す
る。
【評価規準】
・テーマ設定するにあたり十分な
資料やレポートを蓄積することが
できる。(主体的に学習に取り組
む態度)


