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生徒・保護者様 

常葉大学附属橘中学・高等学校 

校 長  関本 和彦 

同時双方向型のオンライン授業開講に向けて 

国の非常事態宣言の延期に伴い、常葉大学法人本部の附属３中高は、休校を 5 月 31 日

(日)まで再延長することを 5 月 2 日に皆様に連絡いたしました。その後、特定警戒都道府県

以外の３４県（静岡県を含む）で、今週 14 日に一括して非常事態宣言を解除することを検

討しているとの報道があり、本校についても休校解除を前倒しにする可能性が出て参りま

した。しかしながら、きずなネットでお伝えしましたように、「同時双方向型オンライン授

業」は本校の ICT 教育の拡充や危機管理対策（今後の突発的な休校など）として不可欠な

ツールです。したがいまして、休校解除前倒しの有無にかかわらず、オンライン授業の準備

を進めて参りますので、ご理解とご協力をお願いいたします。 

本日（5/12）の登校時に、「CISCO Webex Meetings」のアプリを生徒のデバイス（末端

機器）にダウンロードし、ログインの指導を行いました。 

今後は、5 月 12 日～15 日にシステム運用テストとして、下の表－１の日程にしたがっ

て、ホームルーム（全員）や模擬授業（一部クラス）を行います。サーバーの回線速度･容

量等に大きな問題がなければ 5 月 18 日(月)の登校日（本日と同じ日程）で各クラスの時間

割と各科目のミーティング番号等を配布し、5 月 19 日(火)からの本格運用を目指します。 

 

表－１ 

日 内 容 詳 細 

5/12 

(火) 

登校日  

LHR 

 

アプリのダウンロー

ドとサインイン（ログ

イン）の指導 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 9:00  B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10:30  

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 13:30  D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15:00 

 

AppStore / Google Play から cisco webex meetings を

ダウンロード→ログインの確認 

翌日(5/13)に一斉ログインを行い検証する。そのための

ミーティング番号を全生徒に配布。 

5/14 と 5/15 の模擬授業開催クラスにミーティング番号

を配布 

5/13 

(水) 

【午前】 

一斉ログインをテス

ト（検証） 

 

中学 9:00~9:10    高１ 9:30~9:40 

高２ 10:00~10:10   高３ 10:30~10:40 

全校 11:30~11:40 

① 生徒は上記の時間内にログインをする  

② 生徒は全校一斉検証時間 11:30に再度ログインする 

5/14 

(木) 

【午前】 

MHR（全体）  

模擬授業（該当ｸﾗｽ） 

MHR 9:00~9:30 担任が配信 

模擬授業 10:00~10:40 

各学年で１クラス（下の表－２参照）の模擬授業を行う 

https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%AD%A6%E6%88%92%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws
https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%AD%A6%E6%88%92%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C&ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&fr=link_direct_nws


5/15 

(金) 

【午前】 

SHR（全体） 

模擬授業（該当ｸﾗｽ） 

SHR 8:30~8:45  担任が配信 

模擬授業 ①9:30~10:10  ②10:40~11:20 

各学年で２クラス（下の表－3 参照）の模擬授業を行う。 

5/16 

(土) 

SHR と授業配信なし 各自で課題学習 

5/18 

(月) 

登校日 A ｸﾞﾙｰﾌﾟ 9:00  B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 10:30  

C ｸﾞﾙｰﾌﾟ 13:30  D ｸﾞﾙｰﾌﾟ 15:00 

課題回収／課題配付・臨時時間割・ミーティング番号等配付 

5/19 

(火) 

オンライン授業開始 自宅で受信ができない生徒は、登校し、教室で撮影してい

る授業に参加。 

 

表－２ 5/14 の模擬授業担当と該当クラス  10:00~10:40（１０２人） 

校種 該当クラス 人数 担当者 教科 授業内容 

中学 ２－２ ２７ 大庭 理科 大地の変化 

高１ １－１１ ２８ 菅原 英語 Self-introduction 課題提出 

高２ ２－２,６ 

【理系】 

２２ 久富 理科 化学基礎の基礎 

高３ ３－８ ２５ 新井 情報 情報のモラル 

   

表－３ 5/15 の模擬授業担当と該当クラス 

 ①9:30~10:10（１４２人） ②10:40~11:20（１５３人） 

校種 該当クラス 人数 担当者 教科 授業内容 

①中学 １－１ ２８ 沖本 英語 Phonics 

①中学 ３－１ ２７ 田辺 国語 古文の主語 

②中学 ２－１ ２７ 武田 国語 文章の読み方 

②中学 １－２ ２８ 大石 数学 負の数 

①高１ １－８ ３４ 有賀 地歴 （世界史Ａ）アヘン戦争 

②高１ １－７ ３４ 杉山大 国語 羅生門 

①高２ ２－６,７ 

【文系】 

２４ 川添 数学 ３次式の展開・因数分解 

②高２ ２－３ ３３ 水越 地歴 （日本史Ｂ）先史時代 

①高３ ３－７ ２９ 望月庚 数学 数学演習 

②高３ ３－５ ３１ 石ヶ谷 英語 中学の復習 

 

【お願い】 

 オンライン授業では最初と最後に出席をとります。授業開始の 3 分前までにはログイ

ンを済ませて待機してください。 

 回線がパンクしてつながらない場合、学校へ問い合わせの電話が集中することが予想

されますので、なにもせずそのままにしておいてください。きずなネットや Classi で

対応を連絡します。 

裏面に続く 

 



 オンライン授業では、中学生は制服を着用してください。高校生は私服で構いませんが、

授業にふさわしい服装・髪型・化粧禁止でお願いします。マスクの着用は自由です。 

 できるだけ静かな環境で受講できるよう、ご家庭の協力をお願いします。 

 私語はマイクを通じて全員に伝わります。ディスプレイ上のボタンを勝手に押すと授

業を妨害することになります。指示に従わない場合は、「退室ボタン」で強制的にアク

セスを切断する場合がありますのでご注意ください。 

 5/19 からのオンライン授業は、1 コマ 40 分×４コマで、午前のみの予定です。実施教

科は 5 教科（国数英理社）を計画しています。 

 自宅で受信ができない生徒は事前に担任まで連絡してください。模擬授業へは参加し

なくて構いませんが、5/19 からのオンライン授業は、登校して教室で撮影している授

業に参加してください。登校もできない場合は学級担任または学年主任にご相談くだ

さい。 

 画面録画、スクリーンショット、録音機能などの悪用（個人情報、プライバシー、肖像

権を侵害する行為）をした場合は、生徒指導の対象となりますので、十分注意してくだ

さい。 

 今後、変更がある場合は、きずなネット等でお知らせいたします。 

 

以上よろしくお願いいたします。 


