
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

現代文Ｂ

〇幅広く本や文章を読み、物の見
方、感じ方、考え方を豊かにす
る。
・プログレス現代文36ｐ「陰翳礼
賛」、44ｐ「グッバイ・ゴジラ、
ハロー・キティ」

・日本文化に関する様々な文章を
読み、日本の風土・歴史と文化・
芸術観の関わりについての考えを
深めようとする。(意欲・関心・
態度）
・日本文化に関する様々な文章を
読み、日本の風土・歴史と文化・
芸術観の関わりについての考えを
深める。(読むこと）

・プログレス現代文総演習16「陰
翳礼賛」20「グッバイ・ゴジラ、
ハロー・キティ」を解き、各自解
答解説書で学習を進めます。他の
問題にも応用できそうな読み方や
解答の書き方をメモしておきま
しょう。提出は学校再開後に指示
します。
・二つの評論文に関して、簡単な
質問に答えてください。質問は25
日にClassroomで配信します。

〇提出された課題により、目標に
示した「読む能力」「関心・意
欲・態度」を評価します。
【評価規準】
・筆者の主張やキーワードに印を
つけながら本文を読み、筆者の主
張を的確に読み取っている、。
（読むこと）
・「グッバイ・ゴジラ、ハロー・
キティ」の筆者の主張に対して、
自分の考えを述べている。（関
心・意欲・態度）

古典Ｂ
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）
・「枕草子」のまとめ、文学史上
の意義などを確認する。
・「項王最期」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）

ラジオ講座などの解説を参考に、
古文教科書16p「中納言参り給ひ
て」17p「香炉峰の雪」の内容を
再確認し、漢文教科書36P「項王
最期」のワークシートを完成させ
る。それぞれワークシートの中の
提出課題をやって提出する。

〇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。
〇目標にした「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
情をとらえることができる。（読
む能力）

地理Ａ 地球的視野からみた気候

◯ケッペンの気候区分のうち、熱
帯(A)気候について理解を深め、
人びとの生活との関連を考える。

◯教科書、地図帳、資料集、
classroomで配信するプリントを
もとにレポートを作成する。課題
の詳細はclassroomで示す。

◯提出されたレポートにより、
「技能」「知識・理解」の観点で
評価する。
【評価規準】
・A気候について各種統計資料や
地図データを用いてまとめられて
いる。(技能) 
・A気候の特性と人びとの生活と
の関連について理解している。
(知識・理解)

世界史Ｂ 諸地域世界の形成と交流

〇先史時代やオリエント世界の形
成について理解を深め、考察をす
る。

〇Classroomで配信するプリント
（予習内容）に取り組む 
 

課題の取り組み方や提出方法は
Classroomで指示を出します。

〇提出された課題により、「関
心・意欲・態度」「知識・理解」
の観点で評価をする。 
【評価規準】 
・先史時代やオリエント世界の形
成について、教科書・資料集を活
用して理解を深めることができて
いる。（関心・意欲・態度） 
・先史時代やオリエント世界の形
成について、考察をすることがで
きている。（知識・理解）

日本史Ｂ
平城京と天平文化
平安王朝の形成

〇古代国家の形成と展開，文化の
特色とその成立の背景について考
察できる。

〇副教材のウィニングコンパス 
Ｐ20～27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 不等式の証明

〇不等式の証明が記述できる。 〇教科書P.49～51を読み、
問8～12及びFG練習27～29に取り
組む。
後日特定の問の記述解答を提出し
てもらいます。
また、後日テストで評価します。

解答の記述内容より、「数学的な
技能」の観点で評価する。
【評価規準】
・不等式の証明ができる。(数学
的な技能)

数学Ｂ 対数関数

〇対数の性質を理解する
〇対数の計算ができる

〇数Ⅱの教科書P.162～164を読
み、問1～6及びFG練習168に取り
組む。
後日特定の問の記述解答を提出し
てもらいます。
また、後日テストで評価します。

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】
・対数の性質を理解している。
(知識・理解)
・対数の計算ができる。(数学的
な技能)

多摩高等学校（２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

地理歴史

数学
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物理基礎 運動の表し方

〇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。
〇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。

〇配信された資料・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。
〇教科書を参考に、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。
〇副教材を活用しながら適宜問題
演習を重ねる。

〇課題等の内容を、「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
・酸素・硫黄とその化合物
・窒素・リンとその化合物

〇硫酸の様々な性質による諸反応
がわかる。
〇弱酸の遊離、揮発性の酸の遊
離、酸化還元反応の各反応による
化学反応式が理解できる。
〇硫酸、アンモニア、硝酸の工業
的製法（接触法、ハーバーボッ
シュ法・オストワルト法）の化学
反応式がわかる。

〇教科書P193～P203までをよく読
み、セミナーP197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に提出
すること。
プロセス3～7
基本例題39,
基本問題345～351
発展例題30

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）
・硫黄とその化合物、窒素とその
化合物の性質が理解できる（知
識・理解）

地学基礎
第２章　活動する地球

第３節　火山活動と火成岩の形成

〇マグマの性質と噴火活動や火山
の分布の関係について理解させ
る。

〇NHK高校講座を視聴し、番組HP
画面下の｢学習メモ｣を活用し内容
をまとめる。
https://www.nhk.or.jp/kokokoza
/tv/chigakukiso/archive/chapte
r025.html
https://www.nhk.or.jp/kokokoza
/tv/chigakukiso/archive/chapte
r026.html
〇教科書P37～P42を参考にして、
センサー地学のP25～P28の問題を
解く。
※どちらもレポートにして最初の
授業で提出する。
「学習メモ」をダウンロードでき
ないときは同じ内容をレポートと
してまとめる。

〇レポートの内容を「思考･判断･
表現」の評価材料として評価す
る。
【評価規準】 
・火山について、マグマの性質や
分布との関係を考察できる。（思
考・判断・表現）

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） 
・選択した種目の学習において、
課題解決の過程を踏まえて、取り
組んできた、チームや自己の目標
と成果を検証し課題を見直すこと
ができる。（思考・判断）

音楽Ⅰ 楽典

引き続き、1年生で学習した楽典
の復習です。

確認テストを5月25日にClassroom
「2年音楽」にて配信します。

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
前回から引き続き
「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
しています。

〇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
前回から引き続き
「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と
Classroom両方で配信していま
す。

〇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）

芸術

理科
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コミュニ
ケーション

英語Ⅱ

Element English Communication 
II
Lesson 3

〇ジャックが研究を始めた経緯、
研究における苦労、成功した理由
について理解する。
〇動名詞の意味上の主語，疑問詞
+ do you think + (S’) +V’?，
未来進行形の使い方を理解し、活
用することができる。
〇プレゼンを見て、英語における
話し言葉と書き言葉の違いを理解
する。

１．Jack Andrakaのプレゼンを見
て、(1) 率直な感想を英文50語程
度で書く。
(2) 自分がプレゼンをするときに
活かしたいことを日本語で書く。
２．別に指定する動画を見て、話
し言葉と書き言葉の違いを100字
程度の日本語でまとめてくださ
い。
３．教科書P.48の①②の図表を見
ながら、添付の資料を読む。
プレゼンと動画のURL・資料や提
出のファイルはclassroomで配信
します。
教科書本文の内容・文法について
は次週以降に学習します。

〇提出された感想やまとめについ
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】
・ジャックが行うプレゼンテー
ションを見て、彼の研究の経緯・
苦労・成功の理由に興味を持ち、
英語でのプレゼンの仕方の特徴に
気づこうとしている。（関心・意
欲・態度）
・英語の話し言葉と書き言葉の違
いについて理解し、説明できる。
（知識・理解）

Vision Quest English 
Expression Ⅱ Ace
Lesson 3、Grammar Focus 1

○動詞を適切に選択して様々な文
型の文を作ることができる。
○名刺の種類と単数・複数の表し
方、冠詞の使い方を学ぶ。

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1章から第4章

○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）

Listening Pilot Level 3
Lesson 1-5

○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）

Meraki MerakiⅡ
探究活動におけるプログラミング
的思考について

〇研究計画を立てる際に、プログ
ラミング的思考を発揮できるよう
になることを見据え、ソフトウェ
アを用いた活動を通じてプログラ
ミング的思考を身につける。

〇スプレッドシートやExcelを用
い、手順と条件に従ってデジタル
アートを作成する活動を課題とし
て設ける。

〇課題の内容を「知識・技能」の
観点に基づいて評価する。
【評価規準】
・ソフトウェアの機能を活用し、
示された手順および条件に基づい
て、デジタルアートを作成するこ
とができたかを評価する。（知
識・技能）

英語

英語表現Ⅱ


