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現代文Ｂ

お気に入りの芸術
作品について、紹
介文を書こう

〇対象を的確に説明したり描
写したりするなど、適切な表
現のしかたを考えて書く。
（書くこと）

〇Classroomで配信するワークシー
トにしたがって、「自分の好きな〇
〇」の魅力を紹介する文章を書いて
提出する。
第1回　19日
第2回　22日

○提出された課題により、目標に示
した「書く能力」「関心・意欲・態
度」を評価します。
【評価規準】
・「日本の庭について」「ミロの
ヴィーナス」の文章から、参考にし
たい書き方を挙げている。（関心・
意欲・態度）
・具体を挙げながら、「お気に入り
の芸術作品」の魅力を一般化して表
現している。（書くこと）

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」

・古典を読む際に構成や内容
を把握するための敬語、句法
を理解する。 （知識・理
解）
 ・「香炉峰の雪」「項王暴
挙」「四面楚歌」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）

18日以降に配信する解説を参考に、
古文教科書17Pの「香炉峰の雪」、
漢文教科書32P「項王暴挙」「四面
楚歌」のワークシートを完成させ
る。それぞれワークシートで指示さ
れた課題を提出する。

○提出された課題により、目標に示
した「読む能力」を評価します。
○目標に示した「知識・理解」につ
いては、後日小テスト等で評価しま
す。
【評価規準】
・段落や文と文との関係に注意しな
がら、本文に書かれた内容、心情を
とらえることかできる。（読む能
力）

日本史Ｂ
原始・古代の日本
と東アジア

〇原始社会の特色及び古代国
家と社会や文化の特色につい
て，国際環境と関連付けて考
察できる。

〇副教材のウィニングコンパス Ｐ
10～19に取り組む。 教科書や資料
集を見ながら、しっかりと予習をし
ましょう。 （解答はClassi等で配
信します。）

〇副教材(ウィニングコンパス)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】
・古代国家の形成と展開，文化の特
色とその成立の背景に関心を持ち、
意欲的に課題に取り組むことができ
る。(関心・意欲・態度)

数学Ⅱ 恒等式

〇恒等式を理解する
〇等式が恒等式となるように
定数を定められる。
〇等式の証明が記述できる。

〇教科書P.44～48を読み、
問1～7及びFG練習
16,17,18,21,22,25,26に取り組む。
教科書の問の記述解答を後日提出し
てもらいます。

解答の記述内容より、「知識・理
解」「数学的な技能」の観点で評価
する。
【評価規準】
・恒等式の意味を理解している。
(知識・理解) 
・等式が恒等式となるよう定数を定
められる。(数学的な技能)
・等式の証明ができる。(数学的な
技能)

数学Ｂ
指数方程式・不等

式

〇指数関数を含む方程式・不
等式が解ける。
 〇指数関数の最大値・最小
値が求められる。

〇数学Ⅱの教科書P.159～160、FGの
例題166を読み、教科書の問15～
17、FG練習163～166に取り組む。教
科書・FGの問の記述解答を後日提出
してもらいます。
 〇また、後日テストを行い評価し
ます。

解答の記述内容より、「数学的な技
能」「数学的な見方。考え方」の観
点で評価する。
 【評価規準】
 ・指数関数を含む方程式・不等式
が解ける。(数学的な技能) 
 ・指数関数の最大値・最小値が求
められる。(数学的な見方・考え方)

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。

○課題の内容を、「関心・意欲・態
度」、「知識・理解」の観点の評価
材料として評価する。
【評価規準】
・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。
（関心・意欲・態度）
・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。
（知識・理解）

化学 第３章　無機物質

〇ハロゲンの製法と、ハロゲ
ン化水素の性質が理解でき
る。
〇塩素の発生装置における洗
気びん中の試薬の役割がわか
る。

教科書P182～192までをよく読み
（ただしP184は除く）、セミナー
P198以降の以下の問題を解くこと。
ただし、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
Classroomの課題に提出すること。
提出に関する詳細はClassroom（ま
たはClassi）にて配信するので必ず
見ること。
プロセス1,2
基本例題38
基本問題339～344

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）
・ハロゲンに関する性質が理解でき
る（知識・理解）

多摩高等学校（２学年）休業期間中（５月18日～５月22日）の学びについて　　　　課題第４弾

国語

数学

理科
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理科 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
ていることについて理解を深
める。

○教科書を読み、その内容をレポー
ト用紙１枚にまとめる。
センサー地学基礎を参考にして問題
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。
【評価規準】
・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。（思考・判断・表現）

保健体育 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p144〜149を読み、Classiの
Webテスト「2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】
・運動やスポーツの効果的な学習の
仕方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）
・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）

音楽Ⅰ 楽典

先週に引き続き、1年生で学
習した楽典の内容の復習で
す。「調号と主音」について
基礎を理解しましょう。

5/18にプリントを配信します。5/20
に解答プリントと解説の音声配信を
Classroom「2年音楽」にて配信予定
です。
5/22以降に小テストを実施の予定で
す。詳細未定のため5/20 の配信に
てお伝えします。

〇小テストについては「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
情報を伝達するデ
ザイン

前回行ったデザインについて
の分析、考察に基づき、効果
的な情報伝達のデザインにつ
いて表現する。

A4 サイズ１枚程度の作品制作。詳
細はClassiとClassroomで配信予定
です。

○作品を画像で提出してもらい「発
送構想の能力、創造的な技能」の観
点で評価する。
【評価規準】
・効果的なデザインの工夫について
理解し、そのよさや美しさを創造的
に表現している。（発想構想の能
力、創造的な技能）

書道Ⅰ

半切紙に書く（継
続）
※Classiでの課題
配信に不具合が見
られるため取り組
み期間を延長して
います。

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、提出用アンケートはClassiで配
信済ですが、見られないという人も
いるため、Classroomでも配信予定
です。

○ノートの画像を提出してもらい
「書表現の構想と工夫」の観点で評
価する。
【評価規準】
・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。（書表現の構
想と工夫）

Vision Quest 
English 

Expression Ⅱ Ace
Lesson 1-2

○日本語に惑わされることな
く適切な主語を選択し英文を
書くことができる。
○前置詞句・不定詞句・動名
詞などを主語にしたり、形式
主語や無生物主語思用いて適
切な英文を書くことができ
る。

範囲の内容を復習し、配信されるま
とめのテストに解答する。

○まとめのテストの解答状況につい
て、「言語や文化についての知識・
理解」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。
【評価規準】
•単元の文法事項や表現を理解して
解答している。（知識・理解の能
力）
•まとめのテストにきちんと取り組
み解答している。（関心・意欲・態
度）

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。

【前回継続】今までClassiで配信さ
れたwebテストで答えていないものが
あれば解答する。
次回以降の範囲の単語の知識を定着
させる。

○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。 
【評価規準】
・学習した文法事項を用いて自分の
考えを伝えたり表現したりしようと
している。（関心・意欲・態度） 
・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 英語表現Ⅱ
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英語表現Ⅱ
Listening Pilot 

Level 3
Lesson 3,4

○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。
【評価規準】
・配信された音声を聞き取り、積極
的に課題に取り組んでいる。（関
心・意欲・態度）

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。

教科書のp.24-27の練習問題を解
き、答え合わせをする。
レッスン１の文法に関する質問が配
信されるので、解答する。
（内容については前の週に配信され
ています）

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。
【評価規準】
・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

〇まとまった文章を読んで、
内容を理解し、それに関する
質問に答えることができる

【前回継続】アップリフト英語長文
読解１・２に取り組んでいなければ
取り組む。Classiの質問に答えてい
なければ回答する。

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。
【評価規準】
・エッセイを読み、筆者の感情・主
張を積極的に理解しようとしてい
る。（関心・意欲・態度）

 鉄壁セクション25

〇自分のことや社会的なこと
を表現するのに必要な単語や
表現を習得する。

【前回継続】今までClassiで配信さ
れたwebテストで答えていないもの
があれば解答する。
次回以降の範囲の単語の知識を定着
させる。

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
脈で正しいスペルで書けている。
（知識・理解）

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。

○関心の持つ事物をあげる、その事
物に関わる課題を見いだす、過去の
研究を調査する、過去の研究と関連
付けて、自身の研究課題を示すこと
ができる、という一連の過程に取り
組めるための課題を示す。

○提出された課題を「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】
・研究の課題を見いだし、過去の研
究と関連付けたうえ、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）

コミュニ
ケーション

英語Ⅱ

英語


