
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

〇論理的な文章・実用的な文章の
読み方
〇グラフ・図表の読み方

〇論理的な文章や実用的な文章の
読み方について理解する。(知
識・理解）
〇グラフ・図表の読み方について
理解する。(知識・理解）

〇「現代文大学入学共通テスト基
礎力養成ノート」２～５Pまでに
取り組み、Classroomで配信する
簡単な質問に答えてください。ま
た、問題冊子は授業再開後に提出
してもらいます。

〇Classroomでの回答と提出され
た課題により、「関心・意欲・態
度」と「知識・理解」を評価しま
す。
【評価規準】
・実用的な文章やグラフ・図表の
読み方について、気がついたこと
や考えたことを振り返って答えて
いる。（関心意欲態度）
・実用的な文章やグラフ・図表の
読み方について理解している。
（知識・理解）

古典Ｂ
○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。
・漢文「史記」

・古典を読む際に構成や内容を把
握するための句法、古典常識を理
解する。
・「史記」まとめを確認し、登場
人物への理解を深める。（読むこ
と）

ラジオ講座などの解説を参考に、
漢文教科書25～39ｐを通して把握
できた登場人物像をワークシート
にまとめて提出する。

○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。
【評価基準】
・各教材を通して読み取った内容
から、心情、人物像を理解できて
いる。（読む能力）

地理Ａ 地球的視野からみた気候

〇ケッペンの気候区分のうち、乾
燥帯（B）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。

〇教科書、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。　※
熱帯（A）気候のレポート締切次
第、配信する。

〇提出されたレポートにより、
「技能」「知識・理解」の観点で
評価をする。
【評価規準】
・B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）
・B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で配信する課題に取
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
摂関政治と国風文化

地方政治の展開と武士

〇藤原北家の権力奪取の流れを理
解する。

〇副教材のウィニングコンパスｐ
28～31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。

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)

公民 倫理 自然哲学とソフィスト

〇神話的自然観や自然哲学、ソ
フィストの思想について考察す
る。

〇Classroomに配信される授業プ
リント（予習）に取り組む。
プリントアウトが可能な生徒は、
教科書を見ながら空欄を埋める。
プリントアウトが不可能な生徒
は、教科書を見ながら調べてお
く。
【教科書参照ページ】P.20～P.24

〇「関心・意欲・態度」の観点で
評価をする。
【評価規準】
・神話的自然観や自然哲学、ソ
フィストの思想について、教科
書・資料集を活用して考察し、理
解を深めることができている。
（関心・意欲・態度）

数学Ⅱ 不等式の証明

〇不等式の証明ができる
〇相加平均と相乗平均の関係を理
解する。

〇教科書P.52～55を読み、
問13～15及びFG練習31～33、35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】
・不等式の証明ができる。(数学
的な技能)
・相加相乗平均の関係を理解して
いる(知識・理解)

数学Ｂ 対数関数

〇対数の計算ができる
〇対数関数のグラフが描ける

〇数Ⅱの教科書P.165～167を読
み、問7～11及びFG練習169～
171、173、174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】
・対数の計算ができる。(数学的
な技能)
・対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

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。

◯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。配信する際
にはclassroomから配信しますの
で確認してください。
◯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】
〇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）
〇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
 ・炭素・ケイ素とその化合物
 ・気体の性質と発生法

〇炭素・ケイ素の単体とその化合
物における、諸性質と反応につい
て理解する。
〇非金属元素における気体の発
生・捕集・乾燥について理解す
る。

〇教科書P204～P209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8～10
基本例題40
基本問題352～358
発展例題31

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）
 ・炭素・ケイ素の単体とその化
合物の性質が理解できる。（知
識・理解）
・気体の発生・捕集・乾燥につい
て理解できる。（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を深め
る。

〇NHK高校講座を視聴し、番組HP
画面下の｢学習メモ｣を活用し理解
を深める。
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 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p150〜156を読み、Classi
のWebテスト「2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】
・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）

音楽Ⅰ 混声四部合唱「群青」

楽しく取り組み、心を豊かにしよ
う。
 歌詞の内容を深め、その心情を
イメージしましょう。

パートの音取り練習です。前半の
音取り音源をClassroomに配信し
ます。自分のパートの音取り練習
をしてください。

〇録音音源については「音楽の表
現の技能」の観点で評価します。
 【評価規準】
 Ａ．表現
 録音された音取り音源を聴き、
楽譜に書かれた音を正しく歌え、
そのことを自分で判断し、表現し
ている。（音楽表現の技能）

美術Ⅰ 前回からの課題の継続
制作用紙またはボードを登校日に
配布予定

書道Ⅰ 前回からの課題の継続
半切紙、用具を登校日に配布予定
です。

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。

レッスン１の内容に関する質問が
classroomで配信されるので、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。
【評価規準】
・文章を読み、ジャックの研究に
ついて、経緯や苦労、成功した理
由の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、書
くことができる。
（外国語表現の能力）

アップリフト３

〇地球環境についての英文を読む
ときに必要な語彙を把握する。
〇説明文を読む上で必要な英文の
構造を理解する。

アップリフト英語長文読解の３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。
【評価規準】
・地球環境がテーマの長文を読
み、客観的な事実や、筆者の主張
を積極的に理解しようとしてい
る。（関心・意欲・態度）

芸術

理科

コミュニ
ケーション

英語Ⅱ
英語
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コミュニ
ケーション

英語Ⅱ

鉄壁
セクション26

〇価値基準や行動について表現す
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、
classroomで配信されるwebテスト
に解答する。

〇翌週配信される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）

Vision Quest English 
Expression Ⅱ Ace
Lesson 4

○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。
○第3文型及び第４文型を使って
正しい英文を書くことができる。


Lesson 4のPractice (P.19)、及
び配信されるワークブックプリン
トの問題を解く。その際に、左側
ページ（P.18）のBuild-upやbeな
どを参考にするとよい。

○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5章　不定詞

○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。 
【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 6

○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
アを用いてプログラミングを実践
することができる。

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
アートを作成し、作成方法を順序
立てて示す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、作成したデジタルアートの手
順を示すことができたかを評価す
る。（知識・技能）

英語

英語表現Ⅱ


