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現代文Ｂ
〇近代から現代へ
〇考えを深めるための話し合い活
動

〇評論文の構成に注意しながら
「市民社会化する家族」（42ｐ）
を読む（読むこと）。
〇考えを深めるための話し合いに
ふさわしい話し方をする（話すこ
と）。

〇Classroomで配信されるワーク
シートにしたがって本文を読み、
設問に答える。内容を授業で確認
します。
〇授業での指示にしたがってグ
ループの話し合いをオンラインで
行い、振り返りを提出する（期限
はクラスによって違います）。

◯ワークシートに取り組んだ上で
の授業での活動状況により、「読
むこと」を評価します。
○話し合い活動と振り返りに記述
された内容を「話すこと」として
評価します。
【評価規準】
・接続や対比、具体例などに注意
しながら評論文を読み、筆者の主
張を読み取っている。（読むこ
と）
・話し合いによって考えを深める
際に気を付けるべきことを理解
し、実践しようとしている。(話
すこと）

古典Ｂ
〇古典の月
〇漢文句法「受身形」

〇古文の教科書32ｐ「大和物語　
姨捨」を読み、「月」についての
考えを深める。（読むこと）
〇漢文の句形を正しく解釈できる
ようにする。（知識・理解）

〇「大和物語　姥捨」を読み、
Classroomで配信するワークシー
トに取り組んでください。内容は
授業で確認します。
〇大パンダ45ｐまでを完成させ、
答え合わせをする。後日担当者の
指示にしたがって、冊子を提出し
ます。

○ワークシートの課題に取り組ん
だ上での授業の取組状況により、
「読むこと」を評価します。
◯後日提出された問題集の取組状
況により、「知識・理解」を評価
します。
【評価規準】
・登場人物の心情を適切に理解
し、「月」の表現効果について考
えている。（読むこと）
・漢文の句形を理解し、正しく口
語訳できる。(知識・理解）

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（C）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。※15
日に配信した課題を継続する。

◯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】
・C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）
・C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。

◯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】 
・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） 
・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 縄文文化

○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。

○classroomで配信する課題に取
り組む。課題の取り組み方や提出
方法についてはclassroomで提示
します。

○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ついて理
解できている。（知識・理解）
・様々な歴史資料に着目し、歴史
を考察する基本的な方法を理解
し、歴史への関心を高めることが
できている。（関心・意欲・態
度）

数学Ⅱ
高次方程式
不等式の証明
図形と方程式

〇今までに学習した内容を理解・
活用できる。

〇配布されるワークシートに取り
組む。(詳細は授業で指示します)

◯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】
・今まで学習した概念、定理を理
解している(知識・理解)
・今まで学習した概念、定理を用
いて問題解決ができる(数学的な
技能)

数学Ｂ
指数関数
対数関数

〇今までに学習した内容を理解・
活用できる。

〇配布されるワークシートに取り
組む。(詳細は授業で指示します)

◯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】
・今まで学習した概念、定理を理
解している(知識・理解)
・今まで学習した概念、定理を用
いて問題解決ができる(数学的な
技能)
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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。

◯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。

◯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
非金属元素

〇非金属元素の単体とその化合物
について、その性質が理解でき
る。

〇教科書P182～P211と、セミナー
P192～P197をよく見直したうえ
で、授業で伝えられた指示に従い
セミナーP205以降の問題に取り組
むこと。

◯課題の内容を「関心・意欲・態
度」の観点として評価する。 
【評価規準】
・基本的な用語を理解し、課題に
対し主体的に取り組んでいる。
（関心・意欲・態度）

地学基礎
第1部　固体地球とその変動
第2章　活動する地球

〇プレートの運動とそれに付随す
る地球の活動について理解を深め
る。

Classroomにて別途配信します。 ◯課題の内容を「関心・意欲・態
度」の観点として評価する。 
【評価規準】
・基本的な用語を理解し、課題に
対し主体的に取り組んでいる（関
心・意欲・態度）

美術Ⅰ
前回から引き続き
「情報を伝達するデザイン」

情報やイメージを効果的に伝え
る。

配布したB５程度の画用紙に、ロ
ゴデザインの作品制作。画材自
由。詳細は授業またはClassroom
で配信します。

○作品を提出してもらい「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】
・効果的な文字のデザインの工夫
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 半切臨書作品を制作する

選んだ古典2作品の特徴を捉え、
半切紙に構成を工夫して臨書する

　次の授業に、半切紙に臨書した
ものを持参する。
紙面に何行、何字で配置するかを
試作して決定する。
名前の位置、大きさを、内容に合
うように考えて書く。
行書、草書の場合、墨の潤渇、線
の太細、文字の大小、縦長か横長
か等の変化を特に重視して、自分
の作品を良くしていく。

○授業に持参した作品をもとに、
「関心・意欲・態度」「鑑賞の能
力」「書表現の構想と工夫」の観
点で評価する。
【評価規準】
・主体的に臨書に取り組もうとし
たか。（関心・意欲・態度）
・古典2作品の鑑賞が進んでいる
か。（鑑賞の能力）
・行数、字数、名前、表現の変化
などに工夫が見られるか。（書表
現の構想と工夫）

Element English Communication
II
Lesson 2

〇３つのストーリーでジョブズが
得た教訓を理解する。
〇複合関係詞，S+V (be動
詞)+C(that節)，be動詞+to不定詞
について理解する。

〇新出単語・熟語・本文をClassi
で配信される動画を用いて発音・
音読する。
〇レッスン２の内容理解QAと、文
の構造を理解する２つのワーク
シートに取り組み、答え合わせを
する。
〇レッスン２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）

◯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、ジョブズが得た教
訓について、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５

〇文化や考え方の違いから生じる
問題点や差別の問題についての英
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。

〇アップリフト英語長文読解の５
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】
・文化や考え方の違いに関する長
文を読み、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）

鉄壁29

〇医学・化学について表現すると
きに必要な単語や表現を習得す
る。

〇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）

コミュニ
ケーション

英語Ⅱ

理科

芸術

英語
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Vision Quest English 
Expression Ⅱ Ace Lesson 5　
（6/26まで継続）

○自動詞、他動詞を選択し、補語 
を適切に用いて第2文型、第5文型
の正しい英文を書くことができ
る。 
○クラブ活動や課外活動について
ある程度の長さの英文を書くこと 
ができる。

〇Lesson 5のPractice (P.21)、
及び配付されるワークブックプリ
ントの問題を解き、まとめのテス
トに答える。その際に、左側ペー 
ジ（P.20）のBuild-upやbeなどを
参考にするとよい。 
〇Goalのテーマについて英作文を 
書く。

○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。 
○Goalの作文について、「外国語
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。
【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）
･クラブ活動や課外活動について
の英文を条件を満たして書いてい
る。（表現）

英文法・語法Vintage 3rd 
Edition 第９章　接続詞

○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 
９

○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。

CDの音声を利用して問題に答え 
る。

○課題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】 
・CDの音声を聞き取り、積極的に
課題に取り組んでいる。（関心・
意欲・態度）

Meraki MerakiⅡ 課題から研究テーマを深める

〇探究活動を実施するにあたり、
興味をもった事物に関連する課題
を見つけ出し、自身の研究テーマ
を深める。

〇研究テーマを深めていき、関連
する分野は10のテーマ（スポー
ツ・健康・人文・社会・ものづく
り・テクノロジー・物質・生命・
エネルギー・地球）のうちどれに
あたるのかを考える。

○課題の取組について「主体的に
取り組む態度」の観点から評価を
行う。
【評価規準】
・興味をもった事物について研究
テーマを深めていき、関連する分
野を自分なりに考えることができ
たか。（主体的に取り組む態度）

英語表現Ⅱ英語


