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国語総合
（現代文）

教科書
「短歌」

○詩歌に描かれた人物、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。

○教科書ｐ167～168「短歌」から
任意の2首を選び、資料に基づい
て鑑賞文を2枚書く。提出はオン
ラインではなく、授業時にあらた
めて担当者から連絡をする。
※先週と同じ内容を掲載していま
す。以上の課題が既に終わってい
る生徒は、今週の課題はありませ
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」を評価する。また
提出物により取り組み状況を確認
し、「関心・意欲・態度」を評価
する。
【評価規準】
・詩歌に描かれた人物、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）
・詩歌に描かれた人物、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）
・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
「借虎威」

○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漢文の
文法や言葉について理解する。

○教科書p126～127「借虎威」を
読んで、資料の問に答える。提出
はオンラインではなく、授業時に
あらためて担当者から連絡をす
る。
※先週と同じ内容を掲載していま
す。以上の課題が既に終わってい
る生徒は、今週の課題はありませ
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」を評価する。また
提出物により取り組み状況を確認
し、「関心・意欲・態度」を評価
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
約や詳述をしている。（読むこ
と）
・文章を読むために必要な漢文の
文法や言葉について理解してい
る。（知識・理解）

世界史Ａ

「欧米の工業化とアジア諸国の動
揺」

ウィーン体制の崩壊

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。
〇ウィーン体制の崩壊過程及びそ
の内容について、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】
・ウィーン体制の崩壊に関する学
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、ウィーン体制
崩壊の背景や欧州への影響につい
て自分なりの考察ができている。
（思考・判断・表現）
・ウィーン体制崩壊期の展開と内
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」

明治初期の外交

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。
〇明治初期の政府による外交政策
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】
・明治初期の外交に関する一連の
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、明治初期の外
交の内容や特徴・明治政府の外交
方針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）
・明治初期の外交の展開と内容を
正確に理解している。（知識・理
解）

数学 数学ⅠA (教科書) 場合の数と確率(数学A)

○単元について関心をもち、新し
い概念に対する理解を深める。

教科書p6～p15までの説明を読
み、例題に挑戦。※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】
・正しく集合の概念を理解できて
いる。(知識・理解)
・方針をもって問題解決ができて
いる。(数学的な見方や考え方)

多摩高等学校（１学年）分散登校期間中（６月15日～６月19日）の学びについて　　課題第８弾

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

〇原子が電子のやり取りをして電
気を帯びた粒子がイオンになるこ
とを理解を深める。
〇イオン化エネルギー、電子親和
力とイオンになりやすさの関係を
理解を深める。
〇元素を原子番号の順に並べると
性質の似た元素が周期的に表れる
ことを理解を深める。

〇先週までの内容を教科書を参考
に整理しておく。

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】
・原子の電子配置を理解し、正し
く表記することができる（知識・
理解）
・イオン化エネルギーとイオンに
なりやすさを理解している。(知
識・理解)

生物基礎
第１章　第３節　共生説
第２章　第１節　遺伝情報とDNA

○遺伝情報を担う物質の特徴と
DNAの構造について正しく理解
し、DNAの特徴に基づいて、共生
説についての理解を深める。

○遺伝情報を担う物質の特徴と
DNAの構造、共生説について考え
る。

○提出された課題について、「知
識・理解」の観点で評価を行う。
【評価規準】
･遺伝情報を担う物質の特徴とDNA
の構造、共生説について、正しい
知識を基に理解を深めることがで
きる。（知識・理解）

体育 球技又は水泳

【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。

【水泳】
自己に適した泳法を身に付け、そ
の効率を高めて泳ぐことができる
ようにする。

Ⅰ期、Ⅱ期の種目選択について、
全体の人数や男女のバランスを見
て再度調整してください。
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。

※種目選択のスプレッドシートは
一度共有を停止します。17日
（水）14時に再配信します。

○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」の観点で評価する。
【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）

保健 現代社会と健康

健康を保持増進するために、自ら
の健康を適切に管理することや環
境を改善していくことが重要であ
ることを理解する。

Classroomにてワークシートを配
信します。自分自身の日常生活の
振り返りと授業への準備としてく
ださい。

○ワークシートをもとにした授業
への取組みにより「思考・判断」
の観点で評価します。
【評価規準】
・食事、運動、休養･睡眠などと
健康の保持増進とを結び付けて考
え、自分自身の日常生活を見直す
きっかけとしている。（思考・判
断）

美術Ⅰ
前回から引き続き
「鉛筆による形態と明暗の表現」

基本的な形態を把握し、鉛筆によ
る表現方法を工夫する。

授業またはホームルームで配布予
定のワークシートを使用し、基本
的な形態のとらえ方の演習、鉛筆
による明暗の表現を行う。詳細は
Classroomで配信します。

〇提出されたワークシートについ
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  「書１」の教科書ｐ３０，ｐ３１鑑賞を深めよう

○既習の唐の四大家の楷書の特徴
と、そこから受けるイメージを言
葉で表現する

○「徳」の字を鉛筆で臨書する
○特徴とイメージを言葉で書く
（ノート1ページにまとめる）

○提出されたノートを「鑑賞の能
力」「書道への関心・意欲・態
度」の観点で評価する。
【評価規準】
・4作品の特徴を捉えて臨書し、
その特徴とイメージを言葉で表現
することができたか。（鑑賞の能
力）（書道への関心・意欲・態
度）

コミュニ
ケーション

英語Ⅰ

Listening Pilot Level 2.5
Lesson 1 ～ 4

〇対話やアナウンスなどを聞き取
り、話の概要や詳細について理解
することができる。
〇英文を正しい発音で音読するこ
とができる。

〇p.6～13 Lesson 1～4の問いに
ついて、Classroomで配信される
解答を見て答え合わせをした後、
授業中に配布される『ディクテー
ションシート』のLesson 1 ～ 4
を取り組むこと。
〇『ディクテーションシート』
Lesson 4の本文を音読し、それを
録音した音声ファイルを提出する
こと。

〇提出された音声ファイルについ
て「コミュニケーションへの関
心・意欲・態度」の観点で評価す
る。
【評価規準】
・伝える内容を意識し、抑揚など
に注意しながら、英文を正しい発
音で音読することができる。（コ
ミュニケーションへの関心・意
欲・態度）

英語表現Ⅰ

Vision Quest
English ExpressionⅠ Advanced
Lesson1

DUAL SCOPE
CHAPTER 1

○肯定文・否定文・さまざまな疑
問文や命令文を適切に作り、それ
に応答することができる。感嘆文
で驚きや感動を表すことができ
る。

○DUAL SCOPEのCHAPTER 1 を参考
に、教科書Lesson 1の復習を行
い、次に示す箇所の演習問題に取
り組む。

　p. 38 EXERCISES①

○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）

芸術

英語

理科

保健体育
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家庭 家庭基礎 「多様化した社会を生きる」

〇婚姻を法律の視点から見なが
ら、理想のパートナーのあり方に
ついて考える。

〇NHK高校講座HPにて「第4回人生
のパートナーと生きる」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」の評価材料とする。
【評価規準】
・家族をめぐる法律について、そ
の変遷を説明できる（関心・意
欲・態度）
・パートナーシップについて、自
分の考えを深めている（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。
　Classroomで配信されるワーク
シートに取り組む。
　※6/8〜6/12の課題を引き続き
実施する。

◯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)


