
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

・教科書292ｐ
「言葉を生きる」

・「言葉を生きる」を読み、人間
と言語について考える。（関心・
意欲・態度）
 ・筆者の思いを表現に即して読
み取り、「人間」や「言葉」につ
いて理解を深める。（読むこと）

・「言葉を生きる」292pを読み、
ワークシートで提示した課題に応
えてください。ワークシートは
Classroomにて配信します。

〇「言語を生きる」提出された課題に
より、目標に示した「読むこと」を評
価します。
【評価規準】
 ・「言語と記号」の言語観と筆者の
独特な言語観を比較してまとめてい
る。（読むこと）
・自らの「言語観」について言及して
いる。(関心・意欲・態度）

発展古典

〇古典を読み解くためのポイント
をおさえよう！

・問題集
『改訂版　センター試験演習古典
24問』　古文 第２回「太平記」

・確認問題ワークシート
今までにやった主な古文読解のポ
イント（主語判定・傍線解釈・和
歌など）を復習する確認問題ワー
クシート

・多くの文章を読み、古文や漢文
のリズムになれる。
・内容や構成を読み取るために、
登場人物の心情や主張を
掴む。
・そのために必要な重要単語項の
意味・用法を的確に理解
する。
・本文に書かれている内容に即し
て的確な表現ができる。

・センター古典24を解く際、時間
は気にせず最後まで解く。答え合
わせをして前回までの課題と同様
に、解けなかった原因がどこにあ
るか、自分なりに分析・復習して
書き込む。
⇒次回登校した際に提出。

・古文読解のポイントが復習でき
る確認問題をclassroomにて配信
する。提出方法などの詳細はプリ
ントに記載するのでよく読むこ
と。

＊センター古文の解答は5/29まで
に配信する。

○後日、提出された各自の答え合わせ
済みの問題冊子（３冊の取り組み状況
を「関心・意慾・態度」として評価す
る。
○提出物および、後日実施予定（配信
となる可能性も）テストにより「読む
こと」「知識・理解」を評価する。
【評価規準】
・書かれている文章に即して情景描写
や、主語判定をしながら登場人物の心
情を的確に読み取ろうとしている。
（関心・意欲・態度）
・書かれている文章に即して情景描写
や、主語判定をしながら登場人物の主
張・心情を的確に読み取ることができ
る。（読む能力）
・重要語句の意味、用法や和歌の修辞
を理解している。（知識・理解）

選択現代文    評論読解  題材  問題集『評論２５選』

 ・多くの評論を読む。 ・現代社会の課題を掴む。①過去入試問題第２回、取り組
み。２５日（月）にClassroom
「選択現代文」クラスに配信予
定。
 (制限時間８０分の取り組みで
す。解答をClassroomに提出。返
却）
 ②問題集『教養講座・評論２５
選』、前々回に引き続きNO１８、
NO２２の２編に取り組む。
 （後日、登校日に提出。）

○前回の課題と合わせて、解答提出に
より「関心・意欲・態度」を評価しま
す。
 取り組み内容を確認し、「読むこ
と」を評価します。
 【評価規準】
 ・評論を読み、筆者の主張を捉えよ
うとしている。「意欲・関心・態度」
 ・筆者の主張を理解し、考察してい
る。「読む能力」

小論文 テーマ型小論文

主張や感動などが効果的に伝わる
ように,論理の構成や描写の仕方
などを工夫して書く。（書くこ
と）（関心・意欲・態度）

前回提出した課題は添削して25日
頃に返却します。受講者の優れた
作品を匿名でいくつか資料配信す
るので目を通してテーマ型小論文
のイメージをつかんでください。
提出課題はありません。前回提出
し忘れていた人がいれば評価材料
とするので早めに出してくださ
い。

〇取組状況を確認し、「関心・意欲・
態度」を評価します。
【評価規準】
・自分の前回の文章と添削内容をふり
かえり、改善しようとしている。（関
心・意欲・態度）

世界史Ｂ ヨーロッパ世界の形成

〇ヨーロッパ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】
・ヨーロッパ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）
・ヨーロッパ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 武家社会の展開と室町文化

〇中世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「ベストセレクショ
ン」(実 教出版)ｐ44～55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。

〇副教材(ベストセレクション)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】
・歴史資料を含む諸資料を活用して，
歴史的事象の推移や変化，相互の因果
関係に関心を持ち、意欲的に課題に取
り組むことができる。(関心・意欲・
態度)

政治･経済 日本の政治機構

〇国会の地位、構成、権限、運営
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】P53～P56

〇「関心・意欲・態度」の観点で評価
をする。
【評価規準】
・国会の地位、構成、権限、運営につ
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）

探究倫理 家族の倫理、地域社会の課題

〇三年次の終盤の授業で扱う内容
について、先行して学習を 進め
る。（４月に連絡した時と同様、
授業は「日本人とし ての自覚」
から行う予定）

〇教科書P.200～203や資料集の該
当ページを参照して理解を深めた
うえで、副教材の「ステップアッ
プ倫理」のP.146～148の問１～問
９を解く。（今までの課題と合わ
せて、初回授業で小テストを行
う）

〇小テストの結果から、「知識・理
解」の観点について評価する。
【評価規準】
・教科書や資料集、副教材を活用し
て、生命倫理に関する基本的なことが
らについて理解を深めている。（知
識・理解）

多摩高等学校（３学年）休業期間中（５月25日～５月29日）の学びについて　　第５弾

国語

地理歴史

公民
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多摩高等学校（３学年）休業期間中（５月25日～５月29日）の学びについて　　第５弾

数学Ⅲ 数列の極限

〇基本的な関数の極限を求めるこ
とができる。
〇極限の記号の意味を正しく理解
することができる。

〇教科書P.111～118の内容を理解
し、問1～問9を解答する。
〇FocusGoldの練習問題133～
136、140、142を解く。
〇わからないことがあれば質問箱
を利用すること。
〇後日、上記範囲内の指定した問
の記述解答を画像で提出してもら
います。
〇また、後日テストで評価しま
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「知識・理解」、「数
学的な見方や考え方」の観点で評価す
る。
 【評価規準】
・極限の記号の意味を理解している。
(知識・理解) 
・式変形により基本的な関数の極限を
求めることができる。(数学的な見方
や考え方)

解法数学α 集合と論証   データの分析

〇単元についての理解を深め、式
を多面的にみたり、目的に応じて
図示することができる。　　　　　
　　　◯集合の図または数直線を
利用して考えることが出来る。

〇テキストの練習問題、実践問題
23～28を解いてください。わから
ない所は数学科質問箱を利用する
こと。  〇後日、上記範囲（23～
28）内の指定した問の記述解答を
画像で提出してもらいます。（穴
埋めの答えだけでなく、答えに至
るまでの過程を残すこと。）  〇
また、後日テストを実施し、評価
します。""〇テキストの練習問
題、実問題23～29を解いてくださ
い。わからない所は数学科質問箱
を利用すること〇後日、上記範囲
（23～29）内の指定した問の記述
解答を画像で提出してもらいます
（穴埋めの答えだけでなく、答え
に至るまでの過程を残すこと。） 
 〇また、後日テスを実施し、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「知識・理解」、「数
学的な見方や考え方」の観点で評価す
る。
【評価規準】
・正しく式の変形ができている。(知
識・理解) 
・方針をもって式変形を行えている。
(数学的な見方や考え方)

解法数学β 集合と論証 データの分析

〇単元についての理解を深め、式
を多面的にみたり、目的に応じて
図示することができる。

〇テキストの練習問題、実践問題
23～29を解いてください。わから
ない所は数学科質問箱を利用する
こと。  〇後日、上記範囲（23～
29）内の指定した問の記述解答を
画像で提出してもらいます。（穴
埋めの答えだけでなく、答えに至
るまでの過程を残すこと。）  〇
また、後日テストを実施し、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「知識・理解」、「数
学的な見方や考え方」の観点で評価す
る。
【評価規準】
・正しく式の変形ができている。(知
識・理解)
 ・方針をもって式変形を行えてい
る。(数学的な見方や考え方)

探求数学β

数と式
関数と方程式
式と証明
など

〇単元についての理解を深め、式
を多面的にみたり、目的に応じて
図示することができる。

前回までの課題（A問題の3問目を
解く。
（具体的には問題番号
3,10,20,・・・,353））を引き続
き行ってください。
〇わからないことがあれば質問箱
を利用すること。
〇後日、上記範囲内の指定した問
の記述解答を画像で提出してもら
います。
（googleのクラスルームで指定し
ます。必ず提出のこと。評価基準
については、クラスルームで確認
をしてください。）
〇また、後日テストで評価しま
す。

〇解答の記述内容や、式変形の根拠に
ついての記述、問題解決の方法等から
「知識・理解」、「数学的な技能」の
観点で評価する。
【評価規準】
・基本的な用語の意味を理解してい
る。（知識・理解）
・条件に対して、適切に式を変形する
ことができる。 （数学的な技能）

探求数学γ ２次曲線

〇2次曲線と離心率の関係を理解
することができる。
〇2次曲線と直線の関係を理解す
ることができる。

〇「数学Ⅲ」の教科書P.20～25の
内容を理解し、問11～問22、P.26
の問題１～７を解答する。
〇FocusGoldの練習問題65～68、
70、72を解く。
〇わからないことがあれば質問箱
を利用すること。
〇後日、上記範囲内の指定した問
の記述解答を画像で提出してもら
います。
〇また、後日テストで評価しま
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「知識・理解」、「数
学的な技能」の観点で評価する。
 【評価規準】 
・離心率の意味を理解している。(知
識・理解)
・2次曲線と直線の関係について理解
している。(数学的な技能)

数学



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（３学年）休業期間中（５月25日～５月29日）の学びについて　　第５弾

物理 力と運動

◯休校期間に取り組んだ内容（剛
体、力のモーメント、運動量と力
積、反発係数）に関する標準的な
問いに取り組む事で、題材につい
ての理解を深める。

◯Classroomに配信される課題に
取り組む。

◯提出された課題の内容を「知識・理
解」「思考・判断・表現」の二つの観
点の評価材料として評価する。
【評価規準】
・解答にあたり適切な公式や方針を示
すことができる。（知識・理解）
・論理的に過程を示した答案の作成を
することが出来る。（思考・判断・表
現）

探究物理
気体の法則
気体分子の運動
気体の状態変化

◯気体分子の運動と圧力との関係
について理解する。
◯気体の状態変化、熱、仕事及び
内部エネルギーの関係を理解す
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】
・熱に関する現象に関心を持ち、科学
的に思考する態度を持っている。（関
心・意欲・態度）
・熱に関する現象の基本的な原理と方
法を理解し、知識を身に付けている。
（知識・理解）

探究化学
無機物質
（周期表、非金属元素）

〇周期表と元素の分類について理
解し、知識を身につけている。
〇非金属元素の性質を理解し、そ
の知識を身につけている。

〇セミナー「第Ⅴ章　無機物質」
の「16　非金属元素の単体と化合
物」p.204～発展例題・発展問題
に取り組み、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にて提出する。
〇後日、小テストをGoogleフォー
ムにて行います。予告は
Classroomで行います。勉強して
おきましょう！

◯ノートの取り組み状況・内容を「関
心・意欲・態度」「知識・理解」の評
価材料として評価する。 
【評価規準】
・非金属物質の性質や現象に対し、意
欲を持ち課題に取り組むことができ
る。（関心・意欲・態度）
・非金属元素の物質の性質や特徴につ
いて理解し、知識を身につけている。
（知識・理解）

化学基礎
研究

物質の構成

◯混合物から純物質への分離・精
製が理解できる。

◯副教材「チェック＆演習」の第
１編「第１章」の復習をしましょ
う。
後日Googleフォームにて小テスト
を行う予定です。お知らせは
Classroomにて行います。

〇課題の内容を「知識・理解」の観点
として評価する。
【評価規準】
・純物質と混合物が区別でき、混合物
の分離法が理解できる（知識・理解）

生物
第１章 細胞と分子
第２章 代謝

◯生体機能を生化学的見地から科
学的に捉え、分子レベルでの生体
の機能について理解し、知識を身
に付ける。

◯教科書や副教材、配信された教
材等を活用して、生体を構成する
物質に関する基本事項を身に付け
る。

◯課題の内容を「思考・判断・表現」
の観点について評価する。
【評価規準】 
・生体を構成する物質や代謝について
考察できる。（思考・判断・表現）

探究生物 第３章 動物の反応と行動

◯動物の反応と行動を理解し、身
近な現象について科学的に考察
し、表現することができる

◯教科書や副教材等、配信された
教材を活用して、身近な現象につ
いて科学的に考察する。

◯課題の内容を「関心・意欲・態度」
の観点について評価する。
【評価規準】 
・動物の環境応答に対して、意欲的に
学習しようとしている（関心・意欲・
態度）

生物基礎
研究

２　遺伝子とそのはたらき

〇遺伝情報とDNAについての知識
に基づき、細胞周期とDNAの複
製、体細胞分裂についての理解を
深めることができる。

〇遺伝情報や細胞分裂に関する題
材を取り上げ、副教材等に示され
る実験データおよび図表を適切に
読み取る活動を課題として設け
る。

〇課題の内容を「知識・理解」の観点
に基づいて評価する。
【評価規準】
・学習により身につけた知識を基に、
実験データや図表を詳しく読み取るこ
とで、理解を深めることができる。
（知識・理解）

地学基礎
研究

第１章　太陽系と太陽
第３節　太陽

〇太陽の構造や活動および地球や
太陽系への影響について理解を深
めることができる。

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
r007.html
https://www.nhk.or.jp/kokokoza
/tv/chigakukiso/archive/chapte
r008.html
〇教科書P168～P174を参考にし
て、センサー地学のP115、P120、
P121、P123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】
・太陽と太陽の活動について理解し、
地球環境との関係を考察できる。（思
考・判断・表現）

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）

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（３学年）休業期間中（５月25日～５月29日）の学びについて　　第５弾

音楽表現 前回提示した課題の継続

美術表現
前回から引き続き
作家研究
模写・レポート

作品の模写を通して、その作家の
意図や表現の工夫を知ることで自
らの制作や表現に生かす。

任意の作家（アーティスト）をと
りあげ、作品の模写とレポートを
作成する。

〇模写した作品画像、レポートを提出
してもらい
【評価の観点】
・作家の心情や意図、表現の工夫に関
心を持ち、用具等の特性を生かして表
現している（創造的な技能、鑑賞の能
力）

ELEMENT 
Lesson 1,3

Lesson 1
・折れ線グラフを使った
データの見え方の違いを
理解する。
・単元の内容を踏まえた
文法や語彙を活用して
作文等ができる。
Lesson 3
・熱帯雨林の伐採によって
絶滅の危機に瀕してい
る動物がいることを知り、
生命を尊び、自然を大切に
し、環境の保全に寄与する
方法を考えることができる。

Lesson1　早稲田大学の英作
文の過去問題に取り組む。
Lesson3 教科書を予習して
英文を読み込む。

○ワークシートの取り組み状況
について、「コミュニケーション
への関心・意欲・態度」
および
「表現」の観点で評価する。
【評価規準】
・単元の内容を踏まえた文法や
語彙を活用して作文等ができる。
（表現の能力）
・英文を通し、熱帯雨林の伐採
によって絶滅の危機に瀕してい
る動物がいることを知り、生命
を尊び、自然を大切にし、環境
の保全に寄与する方法を考える
ことができる。（関心・意欲・
態度）

Listening 
Laboratory 

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。

・配信するテスト（最大で
Unit10まで）に解答し各自で
採点する。

○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」の観点で評価する。
【評価規準】
・聞く力を定着、向上させ、
新テストに向けたコミュニケーション
への実践力を身につけることができて
いる。（コミュニケーションへの関
心・意欲・態度）

Vision Quest English 
Expression Advanced　　Lesson 
18-Lesson 20

すでに学習した「比較を表す表
現」「否定を表す表現」について
復習し、理解の度合いを再確認す
る。

各レッスン右ページのプラクティ
スの問題に解答し提出する。

提出された課題については、「外国語
表現の能力」で評価します。
【評価基準】
・学習した文法項目を駆使して課題に
取り組んでいる。【表現の能力）

グラマーコレクション

グラマーコレクションを用いて大
学入試問題演習を行う。

グラマーコレクションの56ページ
〜67ページ（分詞・Review 2・重
要イディオムⅡ）の演習を行う。

Webテストの取り組み状況について
は、「コミュニケーションへの関心・
意欲・態度」で評価します。
【評価基準】
・範囲内の文法事項についてきちんと
理解して取り組んでいる。（関心・意
欲・態度）

英語長文問題演習[必修編Plus]

演習を通して、大学入試、過去問
題を読解できる実践的な能力を身
につける。

５限目まで解答し採点を終わらせ
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】
・演習を通して英文を読解でき
る実践的な能力を身につけること
ができている。（コミュニケー
ションへの関心・意欲・態度）

構文（Dual Scope+オリジナル教
材）

複雑な英文を読むのに必要な構文
把握能力を養成する。

Google Classroomで配信される構
文の問題に解答する。

〇ワークシートへの取り組み状況につ
いて、「外国語表現の能力」「外国語
理解の能力」の観点の観点で評価す
る。
【評価規準】
・複雑な英文を読むのに必要な
構文把握能力を身につけること
ができている。（外国語表現の能力）
（外国語理解の能力）

DATABASE全範囲

長文読解に必要な語彙を
増やす。

単語の知識を定着させ、5月下旬
にGoogle Classroomで配信される
webテストに解答する。５月２６
日（火）試験予定

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、
文脈の中で適切な単語を用
いることができる。（言語や文化につ
いての知識・理解）

コミュニ
ケーション

英語Ⅲ

英語表現Ⅱ

英文読解

芸術

英語



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
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総合的な
学習の時

間

総合的な学
習の時間

前回からの継続

「探究活動の発表に向けての準
備」

〇昨年度の研究の継続と英語によ
る発表にそなえる。

〇昨年度の研究の継続が基本で
す。準備として、・昨年度の研究
のブラッシュアップ・研究に係る
用語を英語にする　などできるこ
とをしておいて下さい。（課題研
究メソッドP151～参照）なお、希
望する人は研究テーマの変更も可
能です。その場合は新たに研究
テーマに沿って、研究をすすめる
こと。
〇今回は予告です。提出物・評価
はありませんが、前年度の研究
データや記録画像等なくさないよ
うに管理しておくこと。


