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現代文Ｂ

〇文章を読んで批
評することを通し
て、人間、社会、
自然などについて
自分の考えを深め
たり発展させたり
する。（読むこ
と）
・問題集「プログ
レス現代文総演習
標準編」８ｐ「ぶ
らりひょうたん」
・教科書２２ｐ
「日本の庭につい
て」

・「ぶらりひょうたん」「日
本の庭について」を読み、主
張と根拠を一覧にし、日本の
文化についての作者の主張を
読み取る。（読むこと）

・別に配信するワークシートに沿っ
て、「ぶらりひょうたん」「日本の
庭について」の主張と根拠を確認す
る。
・別に配信する課題に取り組み、提
出する。
＊「山月記」のPV動画に関して、動
画作成の方法がわからない場合や提
出できる環境にない場合は、ワーク
シートのラフスケッチを入念に作成
しておいてください。

・「筆者の主張で共通している部
分」が的確に読み取れているかを評
価します。（読むこと）
・「筆者の主張に対する自分の考
え」が具体例を挙げて書かれている
かを評価します。（意欲・関心・態
度）

古典

〇古典を読んで、
内容を構成や展開
に即して的確にと
らえる。
・古文「枕草子」
・漢文「史記」
・問題集[基礎古
文」29番「今昔物
語集」

・古典を読む際に構成や内容
を把握するための接続の言葉
を理解する。
（知識・理解）
・「中納言参りたまひて」・
「史記」のそれぞれの場面で
語られた大まかな内容を理解
する。（読むこと）

・11日以降に配信する解説を参考
に、「今昔物語集」の課題に取り組
む。
・「今昔物語集」の解説を参考に、
古文教科書16Pの「中納言参り給ひ
て」のワークシート（別に配信）を
完成させ、提出する。
・別に配信する「史記」のワーク
シートを完成させ、「史記」の大ま
かな内容を理解する。

・段落や文と文との関係に注意しな
がら、内容を的確にとらえているか
を、「中納言参り給ひて」の提出物
と、「史記」のワークシートから評
価します。

地理A

「地球的視野から
見た地形（大地
形）」

世界の大地形がどのようにし
てつくられてきたか、予習す
る。

Classiの「地理A 2年〇組」でプリン
ト05と06を配信しました。教科書、
地図帳、資料集、プリントを用いて
内容を確認し、大地形に関する簡単
なレポート（A4縦・数枚程度）を作
成してください。紙のサイズ・向き
以外、様式は問いません。レポート
の提出は状況を見て指示します。

教科書・地図帳・資料集・プリント
を活用し、大地形に関する知識を深
める。（関心・意欲・態度、知識・
理解）

世界史Ｂ

「欧米における近
代国民国家の発
展」
「アジア諸地域の
動揺」

一年次の学習内容を復習す
る。

副教材のウィニングコンパス
Ｐ106～115（前回までの課題）に
加えて、Ｐ116～137に取り組む。
解答を見て、忘れていたところは
しっかり復習すること。
（解答はClassiで配信します。）

教科書や資料集を活用して問題演習
に取り組むとともに、
しっかりと復習することができてい
る。
(関心・意欲・態度）

日本史Ｂ

「文化の始まりと
農耕社会の成立」
「古墳とヤマト政
権」

気候条件に注目して、社会の
発展の因果関係を理解する。

副教材のウィニングコンパス
Ｐ2～9に取り組む。
解答を見て、忘れていたところは
しっかり復習すること。
（解答はClassiで配信します。）

教科書や資料集を活用して問題演習
に取り組む。
(関心・意欲・態度）

数学Ⅱ

高次方程式 〇因数定理や因数分解の公式
を用いて3次以上の方程式を
解ける。

〇教科書P39～42まで読んで、教科書
の問8～14の解答を記述する。
〇FGの練習57、60、61、63、65に取
り組む。
〇後日、上記範囲の指定した問題の
記述回答を画像で提出してもらいま
す。
〇また、後日テストを行い評価しま
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「数学的な技
能」、「数学的な見方や考え方」の
観点で評価する。 
【評価規準】
・因数分解することにより高次方程
式を解ける(数学的な技能)
・方程式を解くために式を的確に変
形する方法を考察できる(数学的な見
方考え方)

数学Ｂ

指数関数 〇n乗根や有理数を指数とす
る累乗について理解する。
〇指数関数のグラフが描け
る。

〇数学Ⅱの教科書P150～P158を読
み、問1～14の解答を記述する。
〇FGの練習159～162に取り組む。
〇後日、上記範囲の指定した問題の
記述解答を画像で提出してもらいま
す。
〇また、後日テストを行い評価しま
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「数学的な技
能」、「知識・理解」の観点で評価
する。 
【評価規準】
・分数の指数や累乗根を理解する(知
識・理解)
・分数の指数や累乗根の計算ができ
る(数学的な技能)
・指数関数のグラフが描ける(数学的
な技能)
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物理基礎

運動の表し方 ○身近な物理現象について、
物理量の測定と表し方、分析
の手法を理解する。
○物体の運動の基本的な表し
方について、基本的な事項を
理解する。

○配信された資料・動画等により基
本的な事項の確認をするとともに、
その中で指示された課題・レポート
等に取り組む。
○教科書を参考に、単元で用いら
れる物理用語について、日常生活や
社会と関連付けて自分でまとめる。
○副教材を活用しながら適宜問題演
習を重ねる。

○提出された課題・レポート等を以
下の基準に基づいて評価する。
【評価基準】
・物体の運動に関心を持ち、現象を
科学的に考える意欲を持っている。
・物体の運動を探究し、科学的に考
察するとともに、的確に表現してい
る。
・物体の運動の基本的な原理・法則
を理解し、知識を身に付けている。

化学

電池 ・電池の仕組みと様々な電池
の特徴を理解することができ
る。
・電気量の定義が理解でき
る。

○化学の教科書P99～P106までをよく
読み（特にボルタ電池、ダニエル電
池、鉛蓄電池、燃料電池は重点的に
学習しましょう）、セミナーP154以
降の以下の問題を解きましょう。答
え合わせまでしたうえで、完成した
ノートを画像形式で提出してくださ
い。（提出に関する詳細は後日お知
らせします）
プロセス1～6
基本例題30,31
基本問題270～276

〇課題の内容を「関心・意欲・態
度」「知識・理解」の二つの観点の
評価材料として評価する。
【評価規準】
・基本的な用語を確認し、課題に主
体的に取り組んでいる「関心・意
欲・態度」
・電池の各極の反応式と電気量とを
関連させて理解できる「知識・理
解」

地学基礎

プレートテクトニ
クスと地球の活動

○プレート運動によって、造
山運動、火山活動や地震発生
などの活動的な地球をつくっ
ていることを理解させる。

○教科書P27～P36を読み、その内容
をレポート用紙１枚にまとめる。
センサー地学基礎P8～P11を参考にし
てP12のSTEP１、P13～P16のSTEP２の
問題を解く。
(表紙を付けレポートにして提出)

○レポートの内容を「思考･判断･表
現」の評価材料として評価す
る。
・地球表面の地学的現象とプレート
テクトニクスとの関係を考察でき
る。

体育 体育理論

運動やスポーツの効果的な学
習の仕方について理解する。

教科書p136〜143を読み、Classiの
Webテスト「2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】
・運動やスポーツの効果的な学習の
仕方について書き出している。（知
識・理解）
・運動やスポーツの効果的な学習の
仕方について、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
生涯を通じる健康

○生涯にわたって健康に生き
ていくためには、生涯の各段
階と健康とのかかわりを踏ま
えて、場面に応じた適切な意
思決定や行動選択が必要であ
ることを理解する。

○ICTを活用したレポート作成。（６
月末提出締切の予定）
○前回の課題で集めた資料をもとに
作成を開始し進捗状況を報告する。
詳細はClassiにて配信。

○提出されたレポートの記述内容を
「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】
・生涯の各段階の健康課題について
テーマを設定し考察する事で、保健
学習への関心を高めようとしてい
る。（関心・意欲・態度）
・生涯の各段階の健康にかかわる問
題について、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）

芸術 音楽Ⅰ

楽典 1年生で学習した楽典の内容
の復習

classiにてプリントと解説の音声配
信予定

小テスト実施（classiもしくは
GSuiteにて）→【評価の観点】音楽
表現の創意工夫

芸術 美術Ⅰ

情報を伝達するデ
ザイン

身近なデザインを色や形、書
体等の要素に注目して分析、
考察する。

A4 サイズ１枚程度のレポート（詳細
はClassiで配信済）

レポート（Classi コンテンツボック
ス「美術 2 年レポート提出」にアッ
プロード）【評価の観点】効果的な
情報伝達のデザインの工夫や文化な
どを理解し、そのよさや美しさを創
造的に分析考察しているか。

芸術 書道Ⅰ

半切紙に書く 参考とする古典のよさや美し
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、表現を工夫する。

半切紙に書く作品の案を教科書の中
から探し、どこからどこまでを、何
行で何字書くかを決め、二つ以上練
り、白い紙に鉛筆で臨書する。（詳
細はClassiで配信済）

臨書した作品は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
添付して提出してもらいます。【評
価の観点】参考とする古典のよさや
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か。

保健体育

理科



教　科 科目名 単元又は題材 学習の目標 課題等 評価について

多摩高等学校（２学年）休業期間中（５月７日～５月15日）の学びについて　　　課題第３弾

Lesson１ 〇非音声的言語とは何かを理
解し、文化によって異なる非
音声的言語について説明する
ことができる。
〇助動詞+完了形，受動態の
動名詞，付帯状況を表す 
with A Bを活用することがで
きる。

レッスン１の内容に関する質問が配
信されるので、解答する。
（文法については次の週に問題を配
信する予定です）

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。
・非音声的言語とは何かを捉え、要
旨を理解することができる（外国語
理解の能力）
・指定された文法項目を使い、非音
声的言語について書くことができる
（外国語表現の能力）

アップリフト２ エッセイを読んで、筆者が体
験したことや感じたことを読
み取り、筆者の感情や主張を
把握することができる。

アップリフト英語長文読解の２に解
答し、答え合わせをする。それに関
するClassiの質問に答える。

〇取り組み状況について「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。

鉄壁
セクション25

社会生活や人間関係について
表現するときに必要な単語や
表現を習得する。

単語の知識を定着させ、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
脈で正しいスペルで書けている（知
識・理解）

Vision Quest 
English 
Expression Ⅱ Ace
Lesson 3

○自動詞と他動詞を適切に選
択して、正しい英文を書くこ
とができる。
○群動詞を使って適切な英文
を書くことができる。
○日本を観光案内するメール
を英語で書くことができる。

P.17のGoalについて、P.111を参考
に、ワークシートに書かれている条
件を満たすように作文を書く。

○エッセイの内容について、「表現
の能力」及び「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。
•単元の文法事項や表現を用いて自分
の考えを簡潔に書くことができ、そ
の理由を書くことができる。（表現
の能力）
•外国人を連れていきたい場所につい
て考えることをとおして、日本の観
光地についてそれぞれの土地や地域
の特性への関心を高めようとしてい
る。（関心・意欲・態度）
＊詳しい評価基準は別途提示する。

英文法・語法
Vintage 3rd 
Edition
第4章　仮定法

○1年次に学習した文法事項
を復習するとともにより実践
的な力を身につける。
○学習した文法事項を使って
適切な文章を書くことができ
る。

文法事項を定着させ配信されるWebテ
ストに解答する。

○Webテストの取り組み状況につい
て、「コミュニケーションへの関
心・意欲・態度」、「言語や文化に
ついての知識・理解」の観点で評価
する。
・テストにきちんと取り組み解答し
ている。（関心・意欲・態度）
・仮定法についてきちんと理解して
解答している。（知識・理解）

Listening Pilot 
Level 3
Lesson 1,2

○聞く力を定着、向上させ、
新テストに向けて実践力を身
につける。

Webで配信される音声を利用して問題
に答える。

○Webテストの取り組み状況につい
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。
・テストにきちんと取り組み解答し
ている・（関心・意欲・態度）

Meraki MerakiⅡ

課題から研究テー
マを決める。

課題研究の定義を理解し、研
究の諸業績を踏まえたうえ、
社会・学術の諸問題から自分
が取り組むべき課題を見いだ
すことができる。

○関心を持つ事物から課題を見出
し、過去の研究を調査のうえ、解決
のための研究について考えることが
できる。

○課題に対する回答を「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】課題を見いだし、自身
の言葉で研究について示すことがで
きる。（主体的に学習に取り組む態
度）

英語

コミュニ
ケーション
英語Ⅱ

英語表現Ⅱ


