第３週（５月２５日～５月２９日）
評価の観点
科目名

選択・必修

課題
教科書22～33ページ「山月記」を熟読し、内容を理解する。授業開始後

現代文Ｂ

全員

関心・意欲・態度

話す・聞く能力

書く能力

「人間」とは何かについて、考え

読む能力

小説の構成を確認するとともに、 漢文的な表現が醸し出す独特の雰

に語句の意味調べプリントを配布しますので、前もって意味の分からない を深めることができる。

主人公が自分の言葉に促されて自 囲気を感じることができる。

語句を調べておくとよいと思います。

己分析を進めていく過程を把握で

前回の課題に引き続き、文法書126ページとホームページ古典Ｂの動画を
現代文の休業中の課題は最初の授業で確認しますので全てを忘れずに

きる。

参考にしながら、４月の課題範囲であった８ページ「小野篁、広才のこ
古典B

国際教養
文系

昨年度学習した用言・助動詞が理

と」の本文の敬語についても尊敬、謙譲、丁寧の見分けをして誰から誰へ 会話主とその内容を読み取ってい

会話文が誰の言葉であるかを確認 解できている。使われている敬語

の敬意なのかをノートに記入する。

し、登場人物の心情を理解する。 に着目し、身分の違いを十分理解

る。

古典Ｂの課題は最初の授業で確認しますので、全てを忘れずに持参してく

している。

ださい。
科目名

選択・必修

課題

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

資料活用の技能

知識・理解

教科書p.14～p.15の内容をノートにまとめよ。
太文字の用語のうち人物名には青、国・地域の名前には赤で線を引け。特に意味

世界史Ａ

理系

の分からない語句を辞書、ネット等で調べ、簡潔に（それぞれ２～３行）でまと
め、ノートに記せ。

先史時代の人類の歩みに関心を持っ
て意欲的に調べることができる。

自分の考え・理解を深めるように情
報を整理し、記載することができ
る。

辞書、ネットなどの情報源から適切
な情報を得ることができる。

動物の一員としての人類の出現、文
化の形成を通して人類が特殊な動物
となることを理解できる。

（ネットで調べた場合、その元となるサイト名、アドレスなどを記載すること）
教科書P.131~P.133を熟読し、以下の課題をノート（見開き1ページ）にまとめ
る。

世界史Ｂ

国際教養
文系

意味調べを行い、宗教改革に

①教科書P.131~P.133の太字の意味を調べる。人物名ならどのような人物かを調べ
記す。（「世界史の窓」というサイトがわかりやすいです。）
②教科書P.131~P.133を読み、マルティン＝ルターが行ったことについて２００字

ついて意欲的に考察している
か。

教科書P.131「ルターと宗教改
革の始まり」を読み、文章に
対して自分の考えを持ち、表
現できているか。

教科書P.131~P.133を読み、地 教科書P.131~P.133をよく読
図や資料を性格に読み取るこ

み、宗教改革の流れについて

とができているか。

理解できているか。

～４００字程度でまとめる。インターネットを参考にしてもよい。

科目名

選択・必修

課題
教科書P20~31 の内容を見直し，

数学Ⅱ

理系

別紙の問題を解いて，写真に撮ってメールで送ってください。
wkmt19.405@std.chiba-c.ed.jp
ベクトルの内積は、分かりづらい所もあるので、垂直条件だけの問題を課

関心・意欲・態度
等式や不等式の証明に興味を持っ
て取り組むことができる。

数学的な見方や考え方
与えられた条件式の利用方法が考
えられ，等式の証明に利用でき
る。

数学的な技能

知識・理解

特定の文字について整式を整理す 式変形において適切な公式を使う
ることができる。

ことができる。

題にします。教科書P２３例１２と練習２１を参考にして、
問題
（１） a ベクトル＝（２，１）、b ベクトル＝（－２，ｙ）が垂直である ベクトルの垂直条件を知り、その
とき、実数ｙの値を求めよ。
数学Ｂ

理系

計算に興味を示し、自ら考察しよ

（２）a ベクトル＝（１，－２）、 b ベクトル＝（３ｘ，ｘ＋１）が垂直 うとする。
であるとき、実数ｘの値を求めよ。

ベクトルの図形的な理解をしよう

一番上に組番、氏名を書き、答えだけでなく、途中式を丁寧に記入するこ とする。

ベクトルの垂直条件について基本
的な計算ができる。図形的な側面
からもベクトル利用することがで
きる。

ベクトルと垂直を重ねて考え、問 問題文から、成分を用いてきちん
題を解決できる。ベクトルの成分 と式に変形し計算が正しくでき
の基本計算が正しくできる。

る。答案がきちんと作成できる。

と。解答を写真に撮り５月３０日までにメールで
wkmt19.406@std.chiba-c.ed.jp

数学Ⅱ

国際教養
文系

知識・理解

に送ってください。
教科書P16~19 の内容を見直し，

分数式の約分や通分において，最

別紙の問題を解いて，写真に撮ってメールで送ってください。

大公約数や最小公倍数の考え方が

wkmt19.407@std.chiba-c.ed.jp

できる。

分数式の約分や通分を分数のそれ 分数式の加減乗除を適切な約分や
と同様に考えることができる。

通分をして計算できる。

分母，分子の因数分解の必要性を
理解し，適切な公式を使うことが
できる。

科目名

選択・必修

課題
NHKテレビ高校講座生物基礎(毎週火曜日14:40～15:00で放送されま

関心・意欲・態度

思考・判断・表現

観察・実験の技能

知識・理解

す)5/26の第7回「葉緑体とミトコンドリアの起源」を視聴し、内容を300
生物基礎

全員

字程度にまとめる。

ミトコンドリアと葉緑体の性質に ミトコンドリアと葉緑体が持つ特

※見逃した場合は、NHKのホームページ

ついて興味・関心を持つことが出 徴と、両者の起源を関連づけて考

https://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/seibutsukiso/で閲覧することが出来 来たか。

ミトコンドリアと葉緑体の性質に
ついて理解することが出来たか。

察することが出来たか。

ます。
他の回も是非視聴してみて下さい。
「ベストフィット物理基礎」ｐ１６~１７の例題をよく読む。レポート用 等加速度直線運動について、日常
物理基礎

理系

紙に、類題７、８及びｐ１８の練習問題１３、１４、１５、１７、１８に のさまざまな運動と関連づけて考
解答し、答え合わせをする。

えられる等、関心が持てたか。

「ベストフィット物理基礎」ｐ１６~１７の例題をよく読む。レポート用 等加速度直線運動について、日常
物理基礎

文系選択

紙に、類題７、８及びｐ１８の練習問題１７、１８に解答し、答え合わせ のさまざまな運動と関連づけて考

の速度、変位を読み取ったり、ａ

ｔグラフやａ-ｔグラフについて

-ｔグラフを作成する等、考察で

理解できたか。有効数字につい

きたか。
ｖ-ｔグラフから加速度やｔ秒後

て、理解できたか。
等加速度直線運動の考え方、ｖ-

の速度、変位を読み取ったり、ａ

ｔグラフやａ-ｔグラフについて

-ｔグラフを作成する等、考察で

えられる等、関心が持てたか。

章末問題をノートに解く

安易にあきらめることなく、解答 計算の過程を自分なりの言葉や表

理解できたか。

きたか。

正しい計算方法が理解できたか。

【今週の1時間目】教科書Ｐ１５章末問題の１を解く（難易度は高いです）。途中 を求めることに対し積極的に取り 現方法で整理し、ノートに記載で
の計算式はすべて書く。自分なりの図・絵も描く。
組めるか。
きるか。

正しい解答が求められたか。

①教科書Ｐ６「地球の大きさ」や、インターネットで調べた解き方を参考にす

問題を解くために調べたり、相談 問題文などの文章を視覚的にとら

できたか。

することができるか。

高校1年生終了までに学んできた

②誰と相談して解いてもよい（家族以外と直接会うことはしない）。
③問題の内容を自分なりの図・絵にして表す。必ず挑戦する。色鉛筆なども使っ

文系選択

等加速度直線運動の考え方、ｖ-

をする。

る。

地学基礎

ｖ-ｔグラフから加速度やｔ秒後

てみると良い。

文章を正しく図・絵にすることが

え、それを紙面に表現できるか。

文章を図・絵に表し、理解する方

知識を活用できたか。

法を工夫する事に取り組めるか。

④解けなくても必ずできるところまでやる。努力をした跡をノートに残す。丁寧
に残す。
【今週の2時間目】教科書Ｐ１５章末問題の３を解く。問題文を自分なりの図・絵
にして、地球の内部構造をノートに描く。色鉛筆なども使ってみると良い。
【解説】
５月２８日（木）（時間未定）に解説をメールで送付する予定。自分で正しい答
えが求められなかった場合は、解説をノートにうつす。

科目名

体育

選択・必修

課題

運動の技能

知識・理解

・健康や安全を確保して主体的に ・自己の課題に応じた運動を継続 ・運動の実践を通してその運動の ・運動技能の名称や行い方、体力

○ジョギングもしくはウォーキング

取り組んでいるか。

全員

全員

思考・判断

体つくり運動
２０～３０分程度を週３回
※天候や諸事情により困難な場合は

保健

関心・意欲・態度

するために取組を工夫している

・運動の楽しさや喜びを味わうこ か。
とができているか。

違う運動に替えても良い。
①教科書ｐ68～69を熟読する。

健康を保持増進するためには，自ら

②保健ノートｐ60を解答する。

の健康を適切に管理すること及び環

（教科書を見ないで）

境を改善していくことが重要である

③教科書を見ながら、丸付けをする。間違えた箇所は、赤ペンで訂正す

ことに関心をもち，学習活動に意欲

る。

的に取り組もうとしているか。

特性に応じた段階的な技能を身に の高め方について理解している
つけているか。

か。

・実施困難な場合に代替の種目を ・実施距離や時間に課題を設けて ・運動前後の体のケアについて理
工夫をしているか。
健康を保持増進するための課題の解
決を目指して，知識を活用した学習
活動などにより，総合的に考え，判
断し，それらを表しているか。

いるか。

解しているか。
健康を保持増進するための課題の解
決に役立つ自らの健康を適切に管理
すること及び環境を改善していくた
めの基礎的な事項を理解している
か。

科目名
音楽Ⅱ
科目名

選択・必修

課題

音楽への関心・意欲・態度

音楽表現の技能

鑑賞の能力

ホームページに掲載する課題のPDFを参照すること。

選択
選択・必修

音楽表現の創意工夫

課題
１．新聞等をみて自分が気になる社会の問題を探して書き出し（新聞であ

美術への関心・意欲・態度

発想や構想の能力

創造的な技能

鑑賞の能力

れば記事を切り抜いておく）自分はどう考えるか書く
２．新聞をみて、よいと思う一面広告を探してとっておき、どうしてよい
と思うか理由を書く
美術Ⅱ

選択

＊新聞がなくて２の課題ができない人は、教科書美術Ⅱp48,49美術Ⅰ
p40,41等を参考にして次のテーマの防犯のための4コマ漫画を作って下さ

1.2.＊社会の中をみつめて、デザ
インの働きを考えている

＊伝えたい事が明確になるように
構想を練り表現方法を工夫してい
る

＊内容にあわせて効果的な表現を
工夫している

２．新聞広告の役割を理解して受
ける印象や自分なりの感想を言葉
にしている

い（①電話de詐欺②自転車のカゴに置いてあるものを取られるケース）
1.2.＊の課題とも用紙は何でも可
科目名

１は全員やる。２ができない人は＊をやってみる。
選択・必修
課題
先週の課題について、教科書Ｐ59・印稿の失敗例、のようになっていな

書道Ⅱ

選択

書への関心・意欲・態度

書表現の構想と工夫

創造的な書表現の技能

鑑賞の能力

篆刻に興味を持ち、意欲的に取り 篆書の特徴を生かし、バランスを 線の太さや長さに留意し、バラン 印の美しさと表現の効果を意識し

いか確認し、再び図案を仕上げる。鉛筆で記入。線の太さや長さに注意し 組んでいる。

考えながら工夫している。

て丁寧に仕上げる。方眼用紙がある人は、それを利用して、文字が右上が

スを考えながら自分らしく表現し てデザインに取り組んでいる。
ている。

りにならないようにする。2.4㎝角の正方形の枠で仕上げる。
科目名

選択・必修

コミュニケーションへの

課題

関心・意欲・態度

外国語表現の能力

言語や文化についての

外国語理解の能力

知識・理解

①動画授業（全４回）を見て、教科書ｐ３８ Review とｐ３９ Drills の問題を解く
（レポート用紙に全文写すこと）。【※学校再開後提出】

新出単語・熟語について、品詞を
正しく判断し意味を調べることが

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
英語Ⅱ

全員

②『べーシックノート』(教科書ワーク)

ｐ４～ｐ９／ｐ１２～ｐ１７

に取り組む。
・「【Ｂ】単語を調べよう」→４月の課題として調べた内容を記入。
・「【Ｃ】本文を確認しよう」→できる範囲で解答記入。

できる。[②]

また、相手に伝わるように発
音することができる。[②]

海外でアレンジされた和食・外国
不定詞・関係代名詞の継続用法・ 由来の食べ物をアレンジした日本 不定詞・関係代名詞の継続用法・
関係代名詞what・関係副詞を

の食文化／捨て犬だったチロリが 関係代名詞what・関係副詞の

用いて解答することができ

セラピー犬となった過程・セラ

る。[①]

ピー犬としての活躍について理解 る。[①]
することができる。[②]

用法を理解して解答してい

【※後日ワーク点検あり】
英語表現Ⅰ
科目名

国際教養

・Workbook Lesson 4-5をノートに答えを書き、答え合わせをしておく

・英語に興味を持ち、積極的に課 ・適切な文法を用いて、伝えたい

・完了形や助動詞を理解してい

(答えは28日までに学校配布メールにアップされるので確認する)。

題に取り組むことができる。

る。

選択・必修

課題

関心・意欲・態度

ことを表現することができる。
思考・判断・表現

技能

知識・理解

配送したワークシート「家庭基礎５月の課題」（2枚目）に従い、課題４～６に取 ・保育と地域社会の関わりについ ・子育てにおける社会・地域・親 ・集団保育の場には、どのような ・子どもの心身の発達について、

家庭基礎

全員

り組む。（課題７は空欄でよい。）

て関心を持って取り組んでいる。 の果たす役割について考える。

※ワークシートの日付は５/25～29に訂正してください。

・現代の子育て環境や課題につい ・育児不安などの現代の子育て環 集し、各施設の特徴を捉えること 割を認識するために必要な知識を

※5/27（水）の登校による指導の際に、1枚目の課題プリントを集めますので、忘

て関心を持ち、問題解決に向けて 境に関する課題に対して、社会の ができる。

れずに持参してください。
2枚目の課題は初回授業で回収予定。

考えようとしている。

施設があるのかについて情報を収 家族および地域や社会の果たす役

一員としてどのように取り組むべ ・こどもの生活や子どもを取り巻
きか、考えを深めている。

く環境における課題について、自
分の考えを簡潔にまとめることが
できる。

身につけている。

