
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

問題集『上級現代文Ⅰ』
 ・「童話」ｐ82
 ・「ダイヤモンドダスト」ｐ84
 ・「日帰りの旅」ｐ88

○行動描写や情景描写に注目し
て、登場人物の心情を的確に読み
取ることができる。
 （読むこと）

〇問題集『上級現代文Ⅰ』
 ・「童話」ｐ82
 ・「ダイヤモンドダスト」ｐ84
 ・「日帰りの旅」ｐ88
 に取り組む。
 〇Classroomのスプレッドシート
に、自分が「注目した表現」を記
入する。（別途指示します）

〇定期考査で別の問題文を出題
し、今回の目標が達成できている
かどうかを「読むこと」の観点で
評価します。
【評価規準】
・登場人物の心情を的確に読みと
るための行動描写や情景描写に注
目できたか。（読むこと）

発展古典 敬語　総復習

・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。
・敬語の意味や、敬意の方向を間
違いなく識別できるようになる。
・敬語を生かしてより精度の高い
主語判定、古文読解をおこなう。

○今週または来週にある授業で課
題ワークシートを配布します。
classroomにて提出をしてくださ
い。
（詳細は授業内で指示しますが、
classroomにも同内容を掲載しま
す。）

○初回授業で持ってくるのを忘れ
てしまった人は次回持ってきてく
ださい。
・『プログレス古文総演習・完成
編』
・付属の『文法・語句ノート』
・『センター古典オリジナル24
問』

○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）
・敬語の意味、用法を理解してい
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。問題集『教養講座・評論２５選』
のNO4の「『世間』とは何か」に
取り組む。
（今回、ここに関連した過去入試
問題を、配信します。詳細は１５
日授業にて。）

○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。（関心・意欲・
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

○主張や根拠を意識して、論理の
構成や描写の仕方などを工夫して
書く。

○授業で出す課題に取り組む。 ○提出された小論文の内容によ
り、目標に示した「書くこと」を
評価する。また、取り組み状況を
確認し、「関心・意欲・態度」を
評価する。
【評価規準】
・主張や根拠を意識して、構成や
描写を工夫して書こうとしてい
る。（関心・意欲・態度）
・主張や根拠を意識して、構成や
描写を工夫して書いている。（書
くこと）

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】
・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 室町幕府

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。

〇提出された課題により、「関
心・意欲・態度」、「知識・理
解」の観点で評価する。
【評価規準】
・中世国家の形成と展開、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)

多摩高等学校（３学年）分散登校期間中（６月15日～６月19日）の学びについて　　課題第８弾

国語

地理歴史
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数学Ⅲ 微分法

〇合成関数や逆関数などを微分す
ることができる。

〇教科書P.142～148の内容を理解
し、問11～21、P.148の問題１～
８を解答する。
〇FocusGoldの練習問題153～155
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】
・さまざまな関数を微分すること
ができる。(知識・理解)
・基礎的な微分の計算をすること
ができる。(数学的な見方や考え
方)

解法数学α 場合の数

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。
◯適切に場合の数を求める事がで
きる。

〇テキストの練習問題、実践問題
39~42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（39~42）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)

解法数学β
整数の性質
図形の性質

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
図示するできる。

〇テキストの練習問題、実践問題
48～54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（48～
54）内の指定した問の記述解答を
画像で提出してもらいま（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。
◯適切に場合の数を求める事がで
きる。

○前回までの課題（A問題の４問
目を解く。 （具体的には問題番
号４,11,21,・・・,354））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。
〇また、後日テストで評価しま
す。
○提出課題については、
classroomでの指示に従ってくだ
さい。

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 複素数平面

〇ド・モアブルの定理を利用し、
複素数のn乗根を求めることがで
きる。

〇「数学Ⅲ」の教科書P.58～61の
内容を理解し、問18～問19、P.61
問題１～６を解答する。
〇FocusGoldの練習問題16、19、
20、22～24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】
・複素数のn乗根を求めることが
できる。(数学的な技能)

物理 力と運動

◯非慣性系（加速度運動する観測
者）からみた物体の運動について
考える。

◯Classroomに配信（水曜予定）
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】
・指示された課題について過程や
根拠を示し回答することが出来
る。（知識・理解）（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。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】
・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）

数学

理科
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探究化学 無機物質 （典型金属元素）

〇金属元素の性質を理解し、その
知識を身につけている。

〇スタディノートp.38～41「19ア
ルカリ金属／２族元素」「20アル
ミニウム・亜鉛・スズ・鉛」に取
り組み、答え合わせまでしたうえ
で画像形式でClassroomまで提出
する。詳細はClassroomで連絡を
しますから、期日までに取り組み
ましょう。

◯課題への取り組み状況・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】
・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）
・金属元素の物質の性質や特徴に
ついて知識を身に付けている。
（知識・理解）

化学基礎
研究

物質の構成と化学結合

〇物質を構成する粒子について理
解できる。
〇化学結合についてその特徴を理
解できる。

◯授業中に伝えてある課題に取り
組むこと。
詳細はClassroomで配信するので
確認してください。

〇課題の内容を「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）

生物 第３章 遺伝情報の発現

◯遺伝情報の発現に関心や探究心
をもち、科学的に理解し、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、代謝に関する基
本事項を身に付ける。

◯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】
・遺伝情報の発現に対して、意欲
的に学習しようとしている。（関
心・意欲・態度）

探究生物 第５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「思考・判断・表
現」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考察で
きる。（思考・判断・表現）

生物基礎
研究

３　体液の恒常性

○体内環境の構成成分の特徴に基
づいて、酸素解離曲線を正しく読
み取ることができる。

○与えられた情報を用いて、酸素
解離曲線を用いた血液中の酸素ヘ
モグロビンの変化を正しく読み取
る。

○提出された課題を「観察・実験
の技能」の観点から評価する。
【評価規準】
・体内環境の構成成分の特徴に基
づき、酸素解離曲線を正しく読み
取ることができたか。（観察・実
験の技能）

地学基礎
研究

第１章　太陽系と太陽
第３節　太陽

〇太陽の誕生と進化について理解
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
r005.html
https://www.nhk.or.jp/kokokoza
/tv/chigakukiso/archive/chapte
r002.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】
・太陽の進化について理解し、恒
星の進化について考察できる。
（思考・判断・表現）

体育 体育 球技又は水泳

【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。

【水泳】
自己に適した泳法を身に付け、そ
の効率を高めて泳ぐことができる
ようにする。

Ⅰ期、Ⅱ期の種目選択について、
全体の人数や男女のバランスを見
て再度調整してください。
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。

※種目選択のスプレッドシートは
一度共有を停止します。17日
（水）14時に再配信します。

○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」の観点で評価する。
【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）
・仲間に対して、技術的な課題や
有効な練習方法の選択について指
摘することができる。（思考・判
断）

芸術 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。

〇提出された模写作品、レポート
について「関心・意欲・態度」、
「創造的な技能」、「鑑賞の能
力」の観点で評価する。
【評価規準】
・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（関心・意
欲・態度）、（創造的な技能）、
（鑑賞の能力）

理科
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ELEMENT
Lesson 3

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。
・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に関連する動画を見て
英作文を書く。

○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】
・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）
・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）

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 II

Part 2 Lesson 2 パラグラフ①ー
構成/列挙・順序　を学習する。
（先週と同じ）

教科書pp72-73を読み、問題に解
答する。（先週と同じ）

○取組状況について、「外国語表
現の能力」で評価します。
【評価規準】
・段落の構成を意識しながら課題
に取り組んでいる。（外国語表現
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
学入試問題の演習を行う。

グラマーコレクションの88〜100
ページ（重要イディオムⅢ、関係
詞）の演習を行う。

○ウェブテストの取組状況につい
て、「コミュニケーションへの関
心・意欲・態度」で評価します。
【評価規準】
・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。
（コミュニケーションへの関心・
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。

６限目まで解答し採点を終わらせ
る。
【６月26日までの課題です】

○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。

○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）

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。

前回からの継続
「探究活動の発表に向けての準
備」
〇7月に探究活動が再開する予定
です。
〇昨年度の研究の継続と英語によ
る発表にそなえる。
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）
〇昨年度の研究の継続が基本で
す。なお、希望する人がいれば研
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。

コミュニ
ケーション

英語Ⅲ

英語表現Ⅱ

英文読解

英語


