
高３ＭGS　国立文系
月 火 水 木 金 土

2 英語 国語 英語 国語 英語 公民

3 英語 日／世 数学 日／世 公民

4 国語 日／世 数学 日／世 体育

曜日 時限 教科

1 情報

2 英語

3 英語

4 国語

1 国語

2 国語

日本史

世界史

日本史

世界史

1 英語

2 英語

3 数学

4 数学

1 国語

2 国語

日本史

世界史

日本史

世界史

1 英語

2 英語

3 公民

4 体育

1 理科基礎

2 公民

3

4

YouTube・ZOOM Google Classroom で課題提出

Google Classroomに

解説配信

（youtube）

Google Classroomで提出

模試演習

ZOOM・GC

ZOOM・GC ZOOM・GC

事前課題あり（GCで配信）

ZOOM 事前課題あり（GCで配信）

Google Classroomに

解説配信

（youtube）

Google Classroomで提出

zoom→Google

Classroom→youtube

Google Classroom で課題提出

木

・評論の板書ノート作り　（２コマ連続）ZOOMで全体に指示を出し

た後、各自板書ノートを作成。完成したものを写真に撮りGCに提

出。提出が終わった者は「就寝前チェック」を行う。２時間目終了１

０分前にGCにて模範解答を示す。

ZOOMおよびＧＣ ＧＣに提出。提出物は、評価の

一基準とする場合がある

3

You　Tubeで配信 GCに提出

YouTube配信・Zoom

演習

指示はGCから

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

4

「貨幣と金融」教科書：江戸時代各所より抽出　№1

三十年戦争

教科書p.220-222

YouTube配信・Zoom

演習

指示はGCから

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

土

You　Tubeで配信 GCに提出

YouTube配信・Zoom

演習

指示はGCから

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

4

「諸産業の発達」「交通の整備と発達」教科書：P204～208

You　Tubeで配信 GCに提出

オランダとイギリス

教科書p.217-219

YouTube配信・Zoom

演習

指示はGCから

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

前もってPDFにて配信する過去の模試問題の解説授業(動画)を行う。

ZOOMによる質問受付も時間内に行う。

ウィニングコンパス　Ｐ3～源流思想②

女子　室内でできるサッカー基本練習　②

男子　ダンス、補強運動、テニス練習

水

ZOOM・GC

ZOOM・GC

「商業」「三都の発展」「商業の展開」教科書：P195、209～212

フランスの宗教内乱と絶対王政

教科書p.219-220

英文精読演習

英作文演習・語法演習含む

金

ZOOM

5

理科基礎
情報

計画立案
国語 英語 国語 英語

6

1

模試演習

自学・ＺＯＯＭ・ガイダンス・質問・模試演習

月

志望校を調べ、入力したものを確認

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

火

「町と町人」「林業・漁業」・「手工業・鉱山業」教科書：P189 ～

191、192～195

イタリア戦争・スペインの全盛期

教科書p.214-217

・漢文の全訳  ZOOMで全体に指示を出した後、各自全訳を作成。完

成したものを写真に撮りGCに提出。提出が終わった者は「就寝前

チェック」を行う。

3

授業形態 課題・受講確認

演習：共通テスト対策問題演習

演習：共通テスト対策問題演習

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

ウィニングコンパス　Ｐ3～源流思想②

GC GC

ZOOM ZOOM・GC

ZOOM ZOOM・GC

ZOOM及びGC
ＧＣに提出。提出物は、評価の

一基準とする場合がある

・古文の全訳（２コマ連続）ZOOMで全体に指示を出した後、各自板

書ノートを作成。完成したものを写真に撮りGCに提出。提出が終

わった者は「就寝前チェック」を行う。２時間目終了１０分前にGCに

て模範解答を示す。

ZOOMおよびＧＣ ＧＣに提出。提出物は、評価の

一基準とする場合がある

授業内容

ZOOM ZOOM・GC

ZOOM



高３ＭGS　私立文系
月 火 水 木 金 土

2 英語 国語 英語 国語 英語

3 英語 日／世 国語 日／世 公民

4 国語 日／世 英語 日／世 体育

曜日 時限 教科

1 情報

2 英語

3 英語

4 国語

1 国語

2 国語

日本史

世界史

日本史

世界史

1 英語

2 英語

3 国語

4 英語

1 国語

2 国語

日本史

世界史

日本史

世界史

1 英語

2 英語

日本史

世界史

4 体育

1

2

3

4

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

英作文演習・語法演習

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

復習・過去問演習 YouTube配信・

Zoom演習

指示はGCから

ZOOM・GC

木

・評論の板書ノート作り　（２コマ連続）ZOOMで全体に指示を出し

た後、各自板書ノートを作成。完成したものを写真に撮りGCに提

出。提出が終わった者は「就寝前チェック」を行う。２時間目終了１

０分前にGCにて模範解答を示す。

ZOOMおよびＧＣ ＧＣに提出。提出物は、評価の

一基準とする場合がある

3

You　Tube配信 GCに提出

YouTube配信・

Zoom演習

指示はGCから

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

4

「貨幣と金融」教科書：江戸時代各所より抽出　№1 You　Tube配信 GCに提出

三十年戦争

教科書p.220-222

YouTube配信・

Zoom演習

指示はGCから

ZOOM・GC

ZOOM ZOOM・GC

ZOOM及びGC
ＧＣに提出。提出物は、評価の

一基準とする場合がある

GCに提出

オランダとイギリス

教科書p.217-219

YouTube配信・

Zoom演習

指示はGCから

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

「町と町人」「林業・漁業」・「手工業・鉱山業」教科書：P189 ～

191、192～195

ＧＣに提出。提出物は、評価の

一基準とする場合がある

ZOOMおよびＧＣ ＧＣに提出。提出物は、評価の

一基準とする場合がある

3

You　Tube配信 GCに提出

YouTube配信・

Zoom演習

指示はGCから

Webテスト(GC『高3MGS世界

史』)・Zoom質疑

GC

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

ZOOM ZOOM・GC

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

ZOOM ZOOM・GC

授業内容 授業形態 課題・受講確認

英語

・古文の解説（２コマ連続）ZOOMで全体に指示を出した後、各自板

書ノートを作成。完成したものを写真に撮りGCに提出。提出が終

わった者は「就寝前チェック」を行う。２時間目終了１０分前にGC

にて模範解答を示す。

1

模試演習

自学・ＺＯＯＭ・ガイダンス・質問・模試演習

月

志望校を調べ、入力したものを確認

5

情報

計画立案
国語 英語 国語

ZOOM

・小説の全訳  ZOOMで全体に指示を出した後、各自全訳を作成。完

成したものを写真に撮りGCに提出。提出が終わった者は「就寝前

チェック」を行う。

火

・漢文の全訳  ZOOMで全体に指示を出した後、各自全訳を作成。完

成したものを写真に撮りGCに提出。提出が終わった者は「就寝前

チェック」を行う。

6

水

GC

ZOOM及びGC

4

「諸産業の発達」「交通の整備と発達」教科書：P204～208 You　Tube配信

ZOOM

フランスの宗教内乱と絶対王政

教科書p.219-220

「商業」「三都の発展」「商業の展開」教科書：P195、209～212

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

イタリア戦争・スペインの全盛期

教科書p.214-217

土 模試演習

金

3

女子　室内でできるサッカー基本練習　②

男子　ダンス、補強運動、テニス練習

zoom→Google

Classroom→

youtube

Google Classroom で課題提出

ZOOM 事前課題あり（GCで配信）

ZOOM 事前課題あり（GCで配信）

You　Tube配信 GCに提出

英文精読演習

「貨幣と金融」教科書：江戸時代各所より抽出　№2

英作文演習・語法演習含む



高３MGS　国立理系
月 火 水 木 金 土

2 英語 国語 英語 数学 化学 公民

3 英語 物／生 数学 物／生 化学

4 数学 物／生 数学 化学 体育

曜日 時限 教科

1 情報

2 英語

3 英語

4 数学

1 国語

2 国語

物理

生物

物理

生物

1 英語

2 英語

3 数学

4 数学

1 数学

2 数学

物理

生物

4 化学

1 英語

2 化学

3 化学

4 体育

1 数学

2 公民

3

4

事前課題あり（GCで配信）

GoogleClassroomで指示

GoogleClassroomで指示

Ⅲ：微分の授業(グラフのまとめ)

演習：共通テスト対策問題演習・個別質問対応

ウィニングコンパス　Ｐ3～源流思想②

Google Classroom で課題提出

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

3

YouTube Classroomで演習課題提出

ZOOM(動画や解説)
Googleclassroomに掲載

ノートの写真の提出など

YouTube映像授業 GoogleClassroomで指示

Ⅲ：微分の授業(グラフⅢ)

演習：シニア教材（ⅡB積分）演習・個別質問対応

Ⅲ：微分の授業(グラフⅣ)

演習：シニア教材（ⅡB積分）演習・個別質問対応

自己誘導

1

模試演習

5

自学・ＺＯＯＭ・ガイダンス・質問・模試演習

6

情報

計画立案
国語 英語 数学 英語 数学

授業内容 授業形態 課題・受講確認

月

志望校を調べ、入力したものを確認 GC GC

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

ZOOM ZOOM・GC

ZOOM ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

Ⅲ：微分の授業(最大最小問題のまとめ)

演習：シニア教材（ⅡB積分）演習・個別質問対応

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

4

誘導起電力とエネルギー YouTube Classroomで演習課題提出

ZOOM(動画や解説)
Googleclassroomに掲載

ノートの写真の提出など

磁場を横切る導線に生じる誘導起電力

Ⅲ：微分の授業(グラフⅡ)

演習：シニア教材（ⅠAデータの分析）演習・個別質問対応

火

・古文の解説（２コマ連続）ZOOMで全体に指示を出した後、

各自板書ノートを作成。完成したものを写真に撮りGCに提出。

提出が終わった者は「就寝前チェック」を行う。２時間目終了

１０分前にGCにて模範解答を示す。

ZOOMおよびＧＣ ＧＣに提出。提出物は、評価

の一基準とする場合がある

3

YouTube Classroomで演習課題提出

刺激の受容～受容器 ZOOM(動画や解説)
Googleclassroomに掲載

ノートの写真の提出など

刺激の受容～受容器

水

ZOOM ZOOM・GC

ZOOM ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

Ⅲ：微分の授業(グラフⅠ)

演習：シニア教材（ⅠA確率）演習・個別質問対応

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

木

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

第8回　化学平衡⑤（ルシャトリエの原理　演習編）

第9回　化学平衡⑥（pH）

刺激の受容～受容器

第7回　化学平衡④（ルシャトリエの原理）

英作文演習・語法演習含む

金

ZOOM

YouTube映像授業

YouTube映像授業

女子　室内でできるサッカー基本練習　②

男子　ダンス、補強運動、テニス練習

zoom→Google

Classroom→youtube

土

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Google Classroomに

解説配信

（youtube）

Google Classroomで提出

模試演習



高３MGS 私立理系
月 火 水 木 金 土

2 英語 数学 英語 数学 化学

3 英語 物／生 数学 物／生 化学

4 数学 物／生 数学 化学 体育

曜日 時限 教科

1 情報

2 英語

3 英語

4 数学

1 数学

2 数学

物理

生物

物理

生物

1 英語

2 英語

3 数学

4 数学

1 数学

2 数学

物理

生物

4 化学

1 英語

2 化学

3 化学

4 体育

1

2

3

4

女子　室内でできるサッカー基本練習　②

男子　ダンス、補強運動、テニス練習

第8回　化学平衡⑤（ルシャトリエの原理　演習編）

第9回　化学平衡⑥（pH）

YouTube映像授業 GoogleClassroomで指示

YouTube映像授業 GoogleClassroomで指示

zoom→Google

Classroom→youtube

Google Classroom で課題提出

ZOOM 事前課題あり（GCで配信）英作文演習・語法演習含む

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

ZOOM(動画や解説)
Googleclassroomに掲載

ノートの写真の提出など

YouTube Classroomで演習課題提出

ZOOM(動画や解説)
Googleclassroomに掲載

ノートの写真の提出など

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

YouTube Classroomで演習課題提出

自学・ＺＯＯＭ・ガイダンス・質問・模試演習

授業内容 授業形態 課題・受講確認

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

ZOOM ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

志望校を調べ、入力したものを確認 GC GC

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

ZOOM ZOOM・GC

Ⅲ：微分の授業(最大最小問題のまとめ)

演習：シニア教材（ⅡB積分）演習・個別質問対応

Ⅲ：微分の授業(グラフⅠ)

演習：シニア教材（ⅠA確率）演習・個別質問対応

Ⅲ：微分の授業(グラフⅡ)

演習：シニア教材（ⅠAデータの分析）演習・個別質問対応

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

講義：長文読解の術　その場で演習解説

日東駒専・成成武国レベル、GMARCH、中堅（難関）国公立

英作文演習・語法演習含む

誘導起電力とエネルギー

刺激の受容～受容器

土

木

模試演習

1

模試演習

英語 数学 英語

火 3

4

水

磁場を横切る導線に生じる誘導起電力

刺激の受容～受容器

Ⅲ：微分の授業(数列の極限Ⅰ)

演習：共通テスト対策問題演習・個別質問対応

Ⅲ：微分の授業(数列の極限Ⅱ)

演習：共通テスト対策問題演習・個別質問対応

金

5

情報

計画立案
数学

6

月

3

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：微分の授業(グラフのまとめ) Ⅲ：ZOOM Ⅲ：ZOOM

YouTube Classroomで演習課題提出

ZOOM(動画や解説)
Googleclassroomに掲載

ノートの写真の提出など

YouTube映像授業 GoogleClassroomで指示第7回　化学平衡④（ルシャトリエの原理）

自己誘導

刺激の受容～受容器

Ⅲ：微分の授業(グラフⅢ)

演習：シニア教材（ⅡB積分）演習・個別質問対応

Ⅲ：微分の授業(グラフⅣ)

演習：シニア教材（ⅡB積分）演習・個別質問対応

ZOOM・GC

ZOOM ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

Ⅲ：ZOOM

演習：ZOOM・GC

ZOOM



高３本科　文系
月 火 水 木 金 土

曜日 時限 教科

1 情報

2 英Ｃ

3 古典

4 古典

1 英Ｅ

日本史

世界史

政経

数演ⅠⅡ

日本史

世界史

政経

数演ⅠⅡ

現代文

理系国語

1 英Ｃ

2 古典

日本史

世界史

政経

数演ⅠⅡ

日本史

世界史

政経

数演ⅠⅡ

日本史

世界史

政経

数演ⅠⅡ

日本史

世界史

政経

数演ⅠⅡ

3 英Ｃ

4 英Ｅ

現代文

理系国語

現代文

理系国語

3 英Ｃ

4 英Ｅ

土 1 体育

金

1

youtube googleclassroomでwebテストの

実施とワークノートの添付

youtube googleclassroomで課題提出

2

youtube googleclassroomでwebテストの

実施とワークノートの添付

youtube googleclassroomで課題提出

Youtube,

Google Classroom

Google Classroomにてwebテス

ト実施

Zoom, Google

classroom

Webテスト実施、ノート写真提

出

『自己の境界』（classi配信課題③）

演習問題の評論「道徳を問い直す」（classi配信課題③）

『自己の境界』（classi配信課題③）

演習問題の評論「道徳を問い直す」（classi配信課題③）

OVER ALL4 Unit２ p.12,13解説

Power Frame850 総復習(時制、態、助動詞、動詞の語法)

3

木

YouTube Google Classroom

youtube Google Classroomにて課題提出

ZOOM Google Classroomにて課題提出

ZOOM ZOOMにて確認

YouTube Google Classroom

youtube Google Classroomにて課題提出

ZOOM Google Classroomにて課題提出

ZOOM ZOOMにて確認

Youtube,

Google Classroom

Google Classroomにてwebテス

ト実施

Zoom, Google

classroom

Webテスト実施、ノート写真提

出

OVER ALL4 Unit２ p.12,13解説

Power Frame850 Step08 動詞の語法　Exercise A問題解説、音読、

Webテスト、演習問題

1

2 総合

大学調べ

推薦資料

作成準備

3

4

古典

水

ZOOM Google Classroom

課題は担当先生へ提出

ZOOM Google ClassroomかClassi

webテスト実施（古語・文法）

YouTube Google Classroom

youtube Google Classroomにて課題提出

ZOOM Google Classroomにて課題提出

ZOOM ZOOMにて確認

4

YouTube Google Classroom

youtube Google Classroomにて課題提出

授業形態 課題・受講確認

月

スプレッドシートを使って学習計画表を更新する。 GoogleClassroom GoogleClassroomで提出

講義: ワークシート・ワークブック答え合わせ　　                           演

習:  ユメタンテスト②(21～40)

ZOOM Google Classroom

課題は担当先生へ提出

休校期間中課題の解説・演習7

「基礎からの総合トレーニング古典2」「基礎問題集中演習」

ZOOM Google ClassroomかClassi

webテスト実施（古語・文法）

休校期間中課題の解説・演習8

「基礎からの総合トレーニング古典2」「基礎問題集中演習」

ZOOM Google ClassroomかClassi

webテスト実施（古語・文法）

英語Ｃ
日／世／政

数演Ⅰ・Ⅱ
古典

日／世／政

数演Ⅰ・Ⅱ

現代文

理系国語

情報

計画立案
英語Ｅ 英語Ｃ

自学・ＺＯＯＭ・ガイダンス・質問・模試演習

日／世／政

数演Ⅰ・Ⅱ

日／世／政

数演Ⅰ・Ⅱ
英語Ｃ 英語Ｃ

古典
現代文

理系国語

日／世／政

数演Ⅰ・Ⅱ
英語Ｅ 英語Ｅ

日／世／政

数演Ⅰ・Ⅱ

現代文

理系国語
体育

5

6

授業内容

火

Power Frame850 Step08 動詞の語法　Frame問題解説、音読、Web

テスト

講義：数列

第4章　日本国憲法と人権保障　２．自由権的基本権
3

講義：数列

第７章　３ 元禄文化

８近世ヨーロッパ世界の展開　重商主義と啓蒙的専制主義 イギリス革

命①

4

講義: ワークシート・ワークブック答え合わせ　　                           演

習:  ユメタン学習(41～60)

休校期間中課題の解説・演習9

「基礎からの総合トレーニング古典2」「基礎問題集中演習」

教科書の小説『ひよこの眼』（classi配信課題②）

演習問題の評論「道徳を問い直す」（classi配信課題③）

Zoom, Google

classroom

Webテスト実施、ノート写真提

出

2

第７章　２ 経済の発展 YouTube Google Classroom

８近世ヨーロッパ世界の形成　ドイツ三十年戦争と東ヨーロッパ史 youtube Google Classroomにて課題提出

ZOOM Google Classroomにて課題提出

ZOOM ZOOMにて確認

第4章　日本国憲法と人権保障　１．人権保障の基本原理

Google Classroomにて課題提出

ZOOM ZOOMにて確認

YouTube Google Classroom

youtube Google Classroomにて課題提出

ZOOM Google Classroomにて課題提出

ZOOM ZOOMにて確認

youtube googleclassroomでwebテストの

実施とワークノートの添付

youtube googleclassroomで課題提出

ZOOM

講義：数列

第８章　１ 幕政の改革　享保の改革

８近世ヨーロッパ世界の展開　イギリス革命②　イギリス議会政治の

確立

講義：数列

第８章　田沼時代

８近世ヨーロッパ世界の展開　プロイセンとオーストリア

第4章　日本国憲法と人権保障

５．参政権と請求権　　６．新しい人権

７．人権をめぐる新たなうごき

講義：数列

第８章　社会の変容

８近世ヨーロッパ世界の展開　フランス絶対王政　ルイ14世

第4章　日本国憲法と人権保障

３．法の下の平等　４社会権的基本権

第4章　まとめ演習

女子　室内でできるサッカー基本練習　②

男子　ダンス、補強運動、テニス練習

zoom→Google

Classroom→youtube

Google Classroom で課題提出

1

2

第８章　2 宝暦・天明期の文化

８近世ヨーロッパ世界の展開　北方戦争とロシア　ポーランド分割

第4章　まとめ演習

講義：数列



高３本科　理系

月 火 水 木 金 土

曜日 時限 教科

1 情報

2 英Ｃ

数Ⅲ

数Ⅰ･Ａ

数Ⅲ

数Ⅰ･Ａ

1 英Ｅ

化学

物理

生物

化学

物理

生物

数Ⅲ

数Ⅱ･Ｂ

1 英Ｃ

数Ⅲ

数Ⅰ･Ａ

化学

物理

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

化学

物理

生物

3 英Ｃ

4 英Ｅ

数Ⅲ

数Ⅱ･Ｂ

数Ⅲ

数Ⅱ･Ｂ

3 英Ｃ

4 英Ｅ

土 1 体育

zoom→Google

Classroom→youtube

Google Classroom で課題提出

金

1

Googleclassroomに

問題配信　YouTube

にリンク　映像授業

Google ClassroomかClassi

課題を写真で担当先生へアップ

し提出

ZOOM：説明・質問

GC：資料・課題配布

zoom で出席確認

Google Classroom で課題提出

2

Googleclassroomに

問題配信　YouTube

にリンク　映像授業

Google ClassroomかClassi

課題を写真で担当先生へアップ

し提出

ZOOM：説明・質問

GC：資料・課題配布

zoom で出席確認

Google Classroom で課題提出

ZOOM Google Classroom

課題は担当先生へ提出

Zoom, Google

classroom

Webテスト実施、ノート写真提

出

講義: ワークシート・ワークブック答え合わせ　　                           演

習:  ユメタン学習(41～60)

教科書「極限」プリント4　約15分～20分の動画

演習：練習問題、類題演習　　解答解説：確認動画　または　ＰＤＦ

１５～２０分程度の動画視聴：Youtube → １５分程度の自学：教科書等へ

の書込み → １５分程度の課題学習：G.Classroom で提出．

学習単元と教科書頁等は、事前に、G.Classroom で伝達する．

木

1

YouTube

映像授業

プリント提出(Classroom)

YouTube プリント提出(Classroom)

動画…YouTube

自学…ﾌﾟﾘﾝﾄ､教科書

課題…G.Classroom

G.Classroom にて

出欠確認→課題提出→赤入れ･採点

後に返却 … 成績に反映．

2

Googleclassroomに

問題配信

YouTube・ZOOM

プリント提出(Classroom)

YouTube プリント提出(Classroom)

動画…YouTube

自学…ﾌﾟﾘﾝﾄ､教科書

課題…G.Classroom

G.Classroom にて

出欠確認→課題提出→赤入れ･採点

後に返却 … 成績に反映．

ZOOM Google Classroom

課題は担当先生へ提出

Zoom, Google

classroom

Webテスト実施、ノート写真提

出

化学平衡に関する問題演習（PDFにて配信予定）

動画配信とZOOMによる質問受付

プリントNo.53　解説

Google ClassroomかClassi

課題を写真で担当先生へアップ

し提出

ZOOM：説明・質問

GC：資料・課題配布

zoom で出席確認

Google Classroom で課題提出

水

ZOOM Google Classroom

課題は担当先生へ提出

2

Googleclassroomに

問題配信　YouTube

にリンク　映像授業

Google ClassroomかClassi

課題を写真で担当先生へアップ

し提出

class roomにて

youtubeのリンク有

課題を写真にて提出(Classroom)

YouTube

映像授業

プリント提出(Classroom)

YouTube プリント提出(Classroom)

動画…YouTube

自学…ﾌﾟﾘﾝﾄ､教科書

課題…G.Classroom

G.Classroom にて

出欠確認→課題提出→赤入れ･採点

後に返却 … 成績に反映．

4

Googleclassroomに

問題配信

YouTube・ZOOM

プリント提出(Classroom)

YouTube プリント提出(Classroom)

動画…YouTube

自学…ﾌﾟﾘﾝﾄ､教科書

課題…G.Classroom

G.Classroom にて

出欠確認→課題提出→赤入れ･採点

後に返却 … 成績に反映．

授業形態 課題・受講確認

月

スプレッドシートを使って学習計画表を更新する。 GoogleClassroom GoogleClassroomで提出

講義: ワークシート・ワークブック答え合わせ　　                           演

習:  ユメタンテスト②(21～40)

ZOOM Google Classroom

課題は担当先生へ提出

3

教科書「極限」プリント4　約15分～20分の動画

演習：練習問題、類題演習　　解答解説：確認動画　または　ＰＤＦ

Googleclassroomに

問題配信　YouTube

にリンク　映像授業

Google ClassroomかClassi

課題を写真で担当先生へアップ

し提出

リンク数学演習ⅠA+ⅡB(例題13～練習14)、約15分ほどの動画

演習:例題、練習問題

class roomにて

youtubeのリンク有

課題を写真にて提出(Classroom)

4

教科書「極限」プリント4　約15分～20分の動画

演習：練習問題、類題演習　　解答解説：確認動画　または　ＰＤＦ

Googleclassroomに

問題配信　YouTube

にリンク　映像授業

Google ClassroomかClassi

課題を写真で担当先生へアップ

し提出

リンク数学演習ⅠA+ⅡB(例題15～練習16)、約15分ほどの動画

演習:例題、練習問題

class roomにて

youtubeのリンク有

課題を写真にて提出(Classroom)

1

2 総合

大学調べ

推薦資料

作成準備

3

4

5

自学・ＺＯＯＭ・ガイダンス・質問・模試演習

6

授業内容

体育
情報

計画立案
英語Ｅ 英語Ｃ 化／物／生

数Ⅲ

数Ⅱ･Ｂ

数Ⅲ

数Ⅰ･Ａ

数Ⅲ

数Ⅱ･Ｂ
化／物／生 英語Ｅ 英語Ｅ

数Ⅲ

数Ⅰ･Ａ
化／物／生 化／物／生 英語Ｃ 英語Ｃ

英語Ｃ 化／物／生
数Ⅲ

数Ⅰ･Ａ
化／物／生

数Ⅲ

数Ⅱ･Ｂ

化学平衡に関する動画④

プリントNo.48　解説

プリントNo.49　解説

3

火

Power Frame850 Step08 動詞の語法　Frame問題解説、音読、Webテ

スト

Zoom, Google

classroom

Webテスト実施、ノート写真提

出

2

YouTube

映像授業

プリント提出(Classroom)

YouTube プリント提出(Classroom)

動画…YouTube

自学…ﾌﾟﾘﾝﾄ､教科書

課題…G.Classroom

G.Classroom にて

出欠確認→課題提出→赤入れ･採点

後に返却 … 成績に反映．

教科書「極限」プリント4　約15分～20分の動画

演習：練習問題、類題演習　　解答解説：確認動画　または　ＰＤＦ

リンク数学演習ⅠA+ⅡB  p56  和と一般項、漸化式（approach）

zoomでポイント説明

問題演習

１５～２０分程度の動画視聴：Youtube → １５分程度の自学：教科書等へ

の書込み → １５分程度の課題学習：G.Classroom で提出．

学習単元と教科書頁等は、事前に、G.Classroom で伝達する．

１５～２０分程度の動画視聴：Youtube → １５分程度の自学：教科書等へ

の書込み → １５分程度の課題学習：G.Classroom で提出．

学習単元と教科書頁等は、事前に、G.Classroom で伝達する．

化学平衡に関する問題演習（PDFにて配信予定）

動画配信とZOOMによる質問受付

Googleclassroomに

問題配信

YouTube・ZOOM

プリント提出(Classroom)

YouTube プリント提出(Classroom)

動画…YouTube

自学…ﾌﾟﾘﾝﾄ､教科書

課題…G.Classroom

G.Classroom にて

出欠確認→課題提出→赤入れ･採点

後に返却 … 成績に反映．

4

Googleclassroomに

問題配信　YouTube

にリンク　映像授業

プリントNo.50　解説

１５～２０分程度の動画視聴：Youtube → １５分程度の自学：教科書等へ

の書込み → １５分程度の課題学習：G.Classroom で提出．

学習単元と教科書頁等は、事前に、G.Classroom で伝達する．

3

リンク数学演習ⅠA+ⅡB(例題17～練習18)、約15分ほどの動画

演習:例題、練習問題

化学平衡に関する動画⑤

１５～２０分程度の動画視聴：Youtube → １５分程度の自学：教科書等へ

の書込み → １５分程度の課題学習：G.Classroom で提出．

学習単元と教科書頁等は、事前に、G.Classroom で伝達する．

OVER ALL4 Unit２ p.12,13解説

プリントNo.52　解説

１５～２０分程度の動画視聴：Youtube → １５分程度の自学：教科書等へ

の書込み → １５分程度の課題学習：G.Classroom で提出．

学習単元と教科書頁等は、事前に、G.Classroom で伝達する．

化学平衡に関する動画⑥

Power Frame850 Step08 動詞の語法　Exercise A問題解説、音読、

Webテスト、演習問題

教科書「極限」プリント4-1　約15分～20分の動画

演習：練習問題、類題演習　　解答解説：確認動画　または　ＰＤＦ

リンク数学演習ⅠA+ⅡB  p57　漸化式（approach）

zoomでポイント説明

問題演習

教科書「極限」プリント4-1　約15分～20分の動画

演習：練習問題、類題演習　　解答解説：確認動画　または　ＰＤＦ

リンク数学演習ⅠA+ⅡB  p57  数学的帰納法（approach）

zoomでポイント説明

問題演習

OVER ALL4 Unit２ p.12,13解説

Power Frame850 総復習(時制、態、助動詞、動詞の語法)

女子　室内でできるサッカー基本練習　②

男子　ダンス、補強運動、テニス練習

化学平衡に関する問題演習（PDFにて配信予定）

動画配信とZOOMによる質問受付

プリントNo.51　解説


