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国語総合
（現代文）

副教材
「現代文長文記述問題集　読解力
習得編」

○文章の種類をふまえて、内容や
構成、論理の展開などを的確にと
らえようとする。（関心・意欲・
態度）
○文章の種類をふまえて、内容や
構成、論理の展開などを的確にと
らえ、要旨や要点を把握して読
む。（読むこと）
○文章に出てくる語彙について理
解する。（知識・理解）

○問題集のｐ6～9「アジア再発見
の時代」の問を解き、答え合わせ
をする。提出については登校再開
後に指示します。

〇後日提出されたものから、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】
・文章の種類をふまえて、内容や
構成、論理の展開などを的確にと
らえようとしている。（関心・意
欲・態度）
・文章の種類をふまえて、内容や
構成、論理の展開などを的確にと
らえ、要旨や要点を把握して読ん
でいる。（読むこと）
・文章に出てくる語彙について理
解している。(知識・理解）

国語総合
（古典）

副教材
「基礎古典（古文・漢文）」

○文章の内容を叙述に即して的確
に読み取ろうとする。（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）

○問題集のｐ４～５「古本説話
集」の問を解き、答え合わせをす
る。提出については登校再開後に
指示します。
○前回までの範囲である動詞の全
て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。）

○後日提出されたものにより、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
に読み取ろうとする。（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」

ナポレオンの時代


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。
〇ナポレオンの支配から衰退まで
の展開や、後世への影響につい
て、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】
・ナポレオンに関する学習事項
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、ナポレオンの
支配や政策の内容・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）
・ナポレオンが活躍した時代の展
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」

明治維新

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。
〇明治維新の展開・内容・特徴に
ついて正しく理解する。

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】
・明治維新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、明治維新の内
容や特徴・新政府の考えなどにつ
いて自分なりの考察ができてい
る。（思考・判断・表現）
・明治維新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。

FG　例題28～37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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国語

地理歴史
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化学基礎
1章　物質の構成
　2節　物質の構成粒子
　　1　原子の構造

〇物質の成り立ちを探っていく
と、原子というきわめて小さな粒
子からできているということを理
解する。

〇原子の構造、同位体について教
科書を参考にまとめておく。

先週までの内容を含め、後日課題
をclassroomで配信予定。

〇課題の内容を「知識・理解」の
評価材料として評価する。
【評価規準】
原子の構造を理解し、原子番号、
質量数を正しく表記することがで
きる（知識・理解）

生物基礎
第１章 生物の特徴

第２節　エネルギーと代謝

〇エネルギーの出入りや物質の変
化に基づいて代謝の理解を行い、
ATPの果たす役割について、主体
的に考えることができる。

〇エネルギーの出入りの視点
から、ATPが果たす役割につい
て考える課題を設ける。

〇課題の内容を「思考・判断・表
現」の観点に基づいて評価する。 
 
【評価規準】 
 ・ATPの果たす役割について、自
身の言葉を用いて適切に示すこと
ができている。（思考・判断・表
現）

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p150〜156を読み、Classi
のWebテスト「1年　体育理論
（3）」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）

美術Ⅰ 前回からの課題の継続

登校日にプリントと用紙の追加分
を配布予定です。

書道Ⅰ 前回からの課題の継続

登校日にプリントと半紙の追加分
を配布予定です。

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。

〇前回の「確認テスト振り返り」
を参考にしながら、副教材
(Revised Vision Quest English 
Expression Ⅰ Advanced 
WORKBOOK) p.14～17に取り組む。 

※今回の課題は教科書ではなく、
ワークブックです。注意してくだ
さい。答えはワークブックに直接
書き込んでかまいません。提出に
ついては後日連絡します。

〇副教材(Revised Vision Quest 
English Expression Ⅰ Advanced 
WORKBOOK)の提出と取り組み内容
を「関心・意欲・態度」の評価材
料として評価する。
【評価規準】
・時制（現在形、過去形、未来を
表す表現、進行形）に関心を持
ち、意欲的に課題に取り組むこと
ができる。(関心・意欲・態度)

家庭 家庭基礎 「自立して生きる」

〇自立とは何かを理解させ、人間
として自立していくことを考えさ
せ、実行する態度を養う。
〇自己実現とは何か、意思決定と
価値観について理解させる。

〇NHK高校講座HPにて「第１回ど
んなふうに生きたい？ 暮らした
い？」を視聴し、ワークシートに
記入し提出する（詳細は
classroom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」の評価材料として評
価する。
【評価規準】
・自立しようという意欲を持って
いる（関心・意欲・態度）
・自立、意思決定、自己実現の意
義について考えを深めている（思
考・判断・表現）

Meraki MerakiⅠ 課題から研究テーマを考える

〇今後の課題研究に向けて、これ
まで調べた内容を掘り下げ、具体
的なテーマについて考える。

〇課題研究メソッドP７～P20を読
み、調べた内容をテーマ設定を意
識してまとめる。
　あたらしく調べた内容やまとめ
た内容は各自Gドライブに記録を
残す。（ファイルの形式は問わな
い）

◯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蓄積し
た資料をまとめることができる。
(主体的に学習に取り組む態度)

理科

芸術


