
学年 　１学年 科・コース 　秀英特進科　秀英特進コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【国語総合】
積み上がる精選　古文１
①「上人の勘違い」②「宮仕えはつらい」に取り組
み、現代文の時と同様に復習する。

【国語総合】
Classroomに配信するプリントに取り組む。

【国語総合】
Classroomに配信するプリントに取り組む。

【国語総合】
教科書P230「児のそら寝」について、Classroom
に配信するプリントに取り組む。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
今までの復習です。Classroomに配信するURLの動画を
視聴し、４プロセスの問題に取り組む
P 6・7 を取り組む。
問題数が多いので、＊印の問題は必ず解くようにしてく
ださい。

【数学】
４プロセスの問題に取り組む
P 8・9 を取り組む。
問題数が多いので、＊印の問題は必ず解くようにして
ください。

【数学】
４プロセスの問題に取り組む
P 11・12 を取り組む。
問題数が多いので、＊印の問題は必ず解くようにして
ください。

【数学】
４プロセスの問題に取り組む
P 13 を取り組む。（できれば P14 も）
問題数が多いので、＊印の問題は必ず解くようにして
ください。

3時間目
11:00

〜11:50

リンク消しましたよ　石井先生 【英語】
LESSON1～3の、私の見終わっていない動画を視聴す
る。

【英語】
LESSON 1を復習し、その後Google Classroomで配信
する確認テストを実施する(10分くらいでできる基本的
な内容です)。Chromebookでの実施を推奨。

【英語】
LESSON 2を復習し、その後Google Classroomで配信
する確認テストを実施する(10分くらいでできる基本的
な内容です)。Chromebookでの実施を推奨。

【英語】
LESSON 3を復習し、その後Google Classroomで配信
する確認テストを実施する(10分くらいでできる基本的
な内容です)。Chromebookでの実施を推奨。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【生物基礎】
①前回の課題のプリント2枚+ミクロメーターの
　復習をする。YouTubeの第4回動画「原核細胞
　と真核細胞の比較」も見てください。
②classroomに配信する小テスト①～③に取り組む
　（多いので、14日までに提出）

【物理基礎】
NHK高校講座第4回「変化する速度について
考える」を視聴し、内容をまとめる

【現代社会】
・ClassiかClassroomを通じて配信します。

【生物基礎】
①教科書ｐ33を読み、YouTubeの第5回動画 「膜に見
られる共通構造」を見る ②classroomに配信する小テ
スト④に取り組む （15日中に提出） ③classroomに配
信する課題「ウイルスについて」 に取り組む（18日中
に提出）

宇都宮文星女子高等学校



学年 　１学年 科・コース 　秀英特進科　英語留学コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:00〜

10:00から10、15分程度リモート面談を実施します。

1時間目
9:00

〜9:50

【国語総合】
積み上がる精選　古文１
①「上人の勘違い」②「宮仕えはつらい」に取り組
み、現代文の時と同様に復習する。

【国語総合】
Classroomに配信するプリントに取り組む。

【国語総合】
Classroomに配信するプリントに取り組む。

【国語総合】

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
先日classiで添付した動画（整式の加法と減法）を見る。
動画を参考に教科書P13まで取り組む。

【数学】
先日classiで添付した動画（３つの項の平方の展開）を見る。
動画を参考に教科書P1４まで取り組む。

【数学
先日classiで添付した動画（複雑な式の展開）
を見る。
動画を参考に教科書P1４まで取り組む。

【数学】
先日classiで添付した動画（因数分解の公式）
を見る。
動画を参考に教科書P1６まで取り組む。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
GoogleMeetでオンライン授業

【英語】
[Global Communication] Finish Listening Lab 1-6 + 
Dictation Note

【英語】
GoogleMeetでオンライン授業予定

【英語】
[Global] 

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【生物基礎】
youtubeチャンネル「文星女子高デジタルスクール」
1年英留の生物基礎　第1回第1章p22～29・32と第2回1章1節
ｐ30,31,33を視聴し第1章1節を復習してください。

【英語】
GoogleMeetでオンライン授業予定

【現代社会】
・ClassiかClassroomを通じて配信します。

【生物基礎】
Classroomにて1回目の課題を配信します。
5月20日までに解いて下さい。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　１学年 科・コース 　秀英特進科　美術デザインコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【国語総合】
教科書p224～225の学習。第1日目は歴史的仮名遣い
の読み方。classroomにポイントがまとめてあるので、
あわせて勉強すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【国語総合】
classroomに確認テストを配信。
（教科書ｐ224を見ながらでよい。）

【国語総合】
教科書ｐ228～229の学習。第２日目は口語訳の
留意点と品詞の種類。classroomにポイントが
まとめてあるので、あわせて勉強すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【国語総合】
classroomに確認テストを配信。
（教科書ｐ228を見ながらでよい。）

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
数学Ⅰ教科書P１７の練習問題に取り組む
NHK高校講座の数学Ⅰ「乗法の公式」を
参考にしてみてください。

【数学】
数学Ⅰ教科書P１７の練習問題に取り組む
NHK高校講座の数学Ⅰ「乗法の公式」を
参考にしてみてください。

【数学】
数学Ⅰ教科書P18～19の練習問題に取り組む
NHK高校講座の数学Ⅰ「乗法の公式をもっと知る」
を参考にしてみてください。

【数学】
数学Ⅰ教科書P18～19の練習問題に取り組む
NHK高校講座「数学Ⅰ」
「乗法の公式をもっと知る」
を参考にしてみてください。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
Classiで学習動画3本配信します

【英語】
Classiで学習動画4本配信します

【英語】
Classiで学習動画4本配信します

【英語】
新たな動画配信はありません。
これまでの動画を見て復習してください。
動画を中心とした確認テストを行います。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【美術1・VD】
手のデッサン基礎及び色の塗り方の習得
既に配信されているyoutubeの３つ動画を参照。

【マナトレ】 【美術】 【美術１・VD】
手のデッサン基礎及びグラデーションの作り方
配信するyoutubeを参照のこと。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　１学年 科・コース 　普通科　進学コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【国語総合 】
教科書p224～225の学習。第1日目は歴史的仮名遣い
の読み方。classroomにポイントがまとめてあるので、
あわせて勉強すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【国語総合】
classroomに確認テストを配信。
（教科書ｐ224を見ながらでよい。）

【国語総合】
教科書ｐ228～229の学習。第２日目は口語訳の
留意点と品詞の種類。classroomにポイントが
まとめてあるので、あわせて勉強すること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【国語総合】
classroomに確認テストを配信。
（教科書ｐ228を見ながらでよい。）

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
問題集(3TRIAL)の問題番号25～30を
解いて答え合わせをする。

【数学】
問題集(3TRIAL)の問題番号31～35を
解いて答え合わせをする。

【数学】
実数　の学習動画を配信しますので
それを視聴後に課題に取り組む。

【数学】
教科書P24～27の例題+練習に取り組む

3時間目
11:00

〜11:50

【コミュニケーション英語】
進行形の動画ふたつ分見てください。
L1,英語表現でも参考になります。

【英語表現】
時制の基本です。コミュ英でも参考になります。
見てください。
今までの課題の提出準備。

【コミュニケーション英語】
配布済の学習プリントNo1~No4の解答をClassiにアッ
プロードするので赤で丸付けをして、名前記入して3者
面談の日に提出すること。また、Lesson2 Part1,2の学
習プリントを3者面談の日に配布予定です。

【英語表現】
ワーク英文法教室
pp.２－７ルーズリーフなどに解いて答え合わせをし提
出。
面談日にこれまでの課題を提出してください。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【生物基礎】
①前回の課題のプリント2枚+ミクロメーターの
　復習をする。YouTubeの第4回動画「原核細胞
　と真核細胞の比較」も見てください。
②classroomに配信する小テスト①～③に取り組む
　（多いので、14日までに提出）

【現代社会】
classiの指示に従って、課題に取り組む。

【生物基礎】
①教科書ｐ33を読む。
②YouTubeの第5回動画「膜に見られる共通構造」
　を見る
③classroomに配信する小テスト④に取り組む
（15日中に提出）

【現代社会】
classiの指示に従って、課題に取り組む。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　１学年 科・コース 　普通科

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【国語総合】
①教科書P26～37「とんかつ」の本文を読む。
②学習課題ノートP13の「全体の構成」に取り組み
　ながら、教科書に段落番号を書く。
③読みや意味の分からない言葉を調べる。

【国語総合】
①教科書「とんかつ」第一段落を読む。
②学習課題ノートP14の上の段「一」の１～３に
　取り組み採点もする。
時間が早く終わった人は、マナトレ国語10級４
に取り組む。

国語総合
①教科書「とんかつ」第二段落を読む。
②学習課題ノートP14・15の「二」の１～６に
　取り組み採点もする。

国語総合
①教科書「とんかつ」第三段落を読む。
②学習課題ノートP15の「三」の１～３に
　取り組み採点もする。
時間が早く終わった人は、マナトレ国語10級５
に取り組む。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
今までの復習をしていきます。
Classroomに配信されるURLの動画を見て、問題に取り組
む。
教科書 P 9 の練習 7 と 練習 8（予定）
ワーク P5 の 5 と 6（予定）

【数学】
今までの復習をしていきます。
Classroomに配信されるURLの動画を見て、問題に取
り組む。
教科書 P 12～P13 の練習 12 と 練習 13（予定）
ワーク P 8～P 9 の 11～16（予定）

【数学】
今までの復習をしていきます。
Classroomに配信されるURLの動画を見て、問題に取
り組む。
教科書 P 13～P 14 の練習 14・15・17（予定）
ワーク P 11 の 19・20（予定）

【数学】
今までの復習をしていきます。
Classroomに配信されるURLの動画を見て、問題に取り組
む。
教科書 P 14 の練習 16（予定）
ワーク P10 の 17 と 18（予定）

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
Classiで配信されているyoutubeの英文法の動画を
英語表現の予習として見て、理解する。

【英語】
英語表現ⅠVivid Lesson 7の予習
英文法教室P20,21

【英語】
Classiで配信されているyoutubeの英文法の動画を
英語表現の予習として見て、理解する。

【英語】
英語表現ⅠVivid Lesson 7の予習
英文法教室P20,21

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【生物基礎】
①教科書p22、24～25（前回の復習です。自分で
　まとめたノートなどを使って復習しましょう。）
②教科書p32学習のまとめ　
1⃣の空欄１～５、2 ⃣の空欄８～２０に取り組む

【現代社会】
休校中の課題の確認と完成
➀民主政治の成立
②基本的人権の確立
文女デジタルスクールで配信中の動画を参考にして
課題のプリントを完成させてください。

【生物基礎】
①ネオパルノートｐ13の13番、14番、16番の問題に
　取り組む
②classroomに配信する小テスト「代謝」に取り組む
（1５日中に答える。）

宇都宮文星女子高等学校



学年 　１学年 科・コース 　総合ビジネス科　ＩＴマスターコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【国語総合】
①教科書P26～37「とんかつ」の本文を読む。
②学習課題ノートP13の「全体の構成」に取り組み
　ながら、教科書に段落番号を書く。
③読みや意味の分からない言葉を調べる。

【国語総合】
①教科書「とんかつ」第一段落を読む。
②学習課題ノートP14の上の段「一」の１～３に
　取り組み採点もする。
時間が早く終わった人は、マナトレ国語10級４
に取り組む。

【ビジネス基礎】
Googlecrassroom「電卓」クラスから課題配信
全商電卓検定（ビジネス計算部門）
利息の計算①について
Googleformから小テスト配信

【国語総合】
①教科書「とんかつ」第二段落を読む。
②学習課題ノートP14・15の「二」の１～６に
　取り組み採点もする。

2時間目
10:00

〜10:50

【現代社会】
classiの指示に従って課題に取りくむ。

数学
数学Ⅰ教科書P１７の練習問題に取り組む
NHK高校講座の数学Ⅰ「乗法の公式」を
参考にしてみてください。

【現代社会】
classiの指示に従って課題に取りくむ。

【数学】
数学Ⅰ教科書P18～19の練習問題に取り組む
NHK高校講座の数学Ⅰ「乗法の公式をもっと知る」
を参考にしてみてください。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
Classiで配信されているyoutubeの英文法の動画を
コミュニケーション英語の予習として見て、
理解する。

【科学と人間生活】
アクセスノートP4～７をノートに取り組む

【英語】
Classiで配信されているyoutubeの英文法の動画を
コミュニケーション英語の予習として見て、
理解する。

【科学と人間生活】
アクセスノートP3０～３１をノートに取り組む。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【ビジネス基礎】
Googlecrassroom「電卓」クラスから課題配信
全商電卓検定（ビジネス計算部門）
度量衡の換算・外貨の換算について
Googleformから小テスト配信

【マナトレ】 【簿記】
Googlecrassroom「簿記」クラスから課題配信
簿記の基礎について
Googleformから小テスト配信

【ビジネス基礎】
Googlecrassroom「電卓」クラスから課題配信
全商電卓検定（ビジネス計算部門）
利息の計算②について
Googleformから小テスト配信

宇都宮文星女子高等学校



学年 　１学年 科・コース 　総合ビジネス科　フィナンシャルマスターコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【国語総合】
①教科書P26～37「とんかつ」の本文を読む。
②学習課題ノートP13の「全体の構成」に取り組み
　ながら、教科書に段落番号を書く。
③読みや意味の分からない言葉を調べる。

【国語総合】
①教科書「とんかつ」第一段落を読む。
②学習課題ノートP14の上の段「一」の１～３に
　取り組み採点もする。
時間が早く終わった人は、マナトレ国語10級４
に取り組む。

【簿記】
・教科書P１４～１７を読む
・教科書の小テスト配信（Classroom）

国語総合
①教科書「とんかつ」第二段落を読む。
②学習課題ノートP14・15の「二」の１～６に
　取り組み採点もする。

2時間目
10:00

〜10:50

【現代社会】
classiの指示に従って課題に取りくむ。

【数学】
教科書P.14を見たり，次の参考動画を見たりしながら
学習ノートP.16に取り組む。
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_整式の加法と減法

【現代社会】
classiの指示に従って課題に取りくむ。

【数学】
教科書P.15を見たり，次の参考動画を見たりしながら
学習ノートP.17に取り組む。
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_整式の加法と減法

3時間目
11:00

〜11:50

英語
Classiで配信されているyoutubeの英文法の動画をコミュニ
ケーション英語の予習として見て、理解する。
 「⽂型とは」「〈S＋V〉」  いままでの課題は加藤が配信した
動画を見て赤で訂正し、三者面談の時提出                                                        
 

【科学と人間生活】
アクセスノートP4～７をノートに取り組む

【英語】
Classiで配信されているyoutubeの英文法の動画を
コミュニケーション英語の予習として見て、
理解する。「SVC」、「SVO」

【科学と人間生活】
アクセスノートP2８～31をノートに取り組む。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【ビジネス基礎】
・電卓（普通計算）の動画を元に電卓に慣れる
・問題はClassroomに配信

【マナトレ】 【簿記】
・教科書P２３～２５を読む
・教科書の小テスト配信（クラッスルーム）

【ビジネス基礎】
・電卓（普通計算）の動画を元に電卓に慣れる
・問題はクラッスルームに配信

宇都宮文星女子高等学校



学年 　２学年 科・コース 　秀英特進科　秀英特進コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:30〜

やるときには事前に連絡します。 やるときには事前に連絡します。 やるときには事前に連絡します。 やるときには事前に連絡します。

1時間目
9:00

〜9:50

【古典】
【文系】「積みあがる精選　古文２」P４～P５の
問題を解き、答え合わせを行う。学習したページ
の写真データをGoogle Classroomにアップする。
【理系】Classroomで配信される課題に取り組んでくだ
さい。

【現代文】
教科書「自他の間合い」を読み、学習課題帳に取り組
む①

【古典】
【文系】Classroomにて配信する「積み上がる精選　古
文2」P4～P5の解説動画を視聴してください。
【理系】Classroomで配信される課題に取り組んでくだ
さい。

【現代文】
教科書「自他の間合い」を読み、学習課題帳に取り組
む②

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
教科書P７４～７７の理解度テスト
classroomにて配信します。
テスト前に以前配信した解説動画をみて
取り組んでください。

【数学】
教科書P80～81の理解度テスト
classroomにて配信します。
テスト前に以前配信した解説動画をみて
取り組んでください。

【数学】
教科書P82～83の理解度テスト
classroomにて配信します。
テスト前に以前配信した解説動画をみて
取り組んでください。

【数学】
教科書P84～85の理解度テスト
classroomにて配信します。
テスト前に以前配信した解説動画をみて
取り組んでください。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語表現】
速読英単語の5⃣6⃣を学習する。

【英語表現】
スプリームＬ１の解説＆学習方法を
google classroomにアップする。

【英語表現】
スプリームＬ１の解説＆学習方法を
google classroomにアップする。

【英語表現】
スプリームＬ１の解説＆学習方法を
google classroomにアップする。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【文系】
【世界史Ｂ】
web授業閲覧後,classroomの課題に取り組む
【日本史Ｂ】
Classroomにて、動画・課題配信

【文系】
【世界史Ｂ】
web授業閲覧後,classroomの課題に取り組む
【日本史Ｂ】
Classroomにて、動画・課題配信

【文系】
【化学基礎】
Classroomの課題に取り組んでください

【文系】
【世界史Ｂ】
web授業閲覧後、classroomの課題に取り組む
【日本史Ｂ】
Classroomにて、動画・課題配信

【理系】
化学：プリントを進めてください。

【理系】
地理Ｂ:教科書P.9-10 「地球上の位置」「時差の求め
方」 終了後, 『地理資料』P.21演習１と２に取り組む。
Classroomでの指示あり。

【理系】
物理：NHK物理基礎11回・12回を視聴後、グローバル
基本例題19・20・21,基本問題60・65・66・69・70に取り
組む。
生物：Classroomの課題を進めてください。

【理系】
化学：プリントを進めてください。
物理：NHK物理基礎13・14回を視聴後，グローバル基
本例題23～25，基本問題71～76に取り組む。
生物：Classroomの課題を進めてください。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　２学年 科・コース 　秀英特進科　美術デザインコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:30〜

1時間目
9:00

〜9:50

【古典B】
①Classi「２年３組グループ」に配信済みの学習動画
「NHK for school 平中が事」を視聴する。
②教科書p10～ｐ11の本文を音読し、昨年度来の「古
文ノートの作り方」に即して本文をノートに書き写した
画像データを、Classiのコンテンツボックスあて送信す
る。

【現代文B】
①Classi「２年３組グループ」に配信済みの学習動画
「NHK for school わたしはあなただったかもしれない」
を視聴する。
②教科書p８～ｐ14の本文を精読し、『学習課題集』ｐ３
を参照しながら段落番号と重要語句チェックを本文上
に書き入れる。

【古典B】
①Classi「２年３組グループ」に配信済みの学習動画
「NHK for school 文字一つの返し」を視聴する。
②教科書p12～ｐ13の本文を音読し、昨年度来の「古
文ノートの作り方」に即して本文をノートに書き写した
画像データを、Classiのコンテンツボックスあて送信す
る。

【現代文B】
①Classi「２年３組グループ」に配信済みの学習動画
「NHK for school 「私」という「自分」」を視聴する。
②教科書p15～ｐ21の本文を精読し、『学習課題集』
ｐ６を参照しながら段落番号と重要語句チェックを本文
上に書き入れる。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
数学Ⅰ教科書P131～132をよくよみ
NKH高校講座数学Ⅰの「余弦定理」を見る

【世界史Ｂ】
web授業閲覧後,classroomの課題に
取り組む

【数学】
数学Ⅰ教科書P132の練習問題に取り組む
NKH高校講座数学Ⅰの「余弦定理」を参考に。

【世界史Ｂ】
web授業閲覧後、classroomの課題に取り組む

3時間目
11:00

〜11:50

【英語表現】
Vivid　Lesson ７の予習
英文法ワークショップ　P20,21

【英語表現】
Vivid　Lesson ７の予習
英文法ワークショップ　P20,21

【英語表現】
Vivid　Lesson 8の予習
英文法ワークショップ　P22,23

【英語表現】
英語表現Ⅰ　Vivid　Lesson ７の予習
英文法ワークショップ　P20,21

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【美術・VD】
手のデッサン基礎及び色の塗り方の習得
既に配信されているyoutubeの３つ動画を参照。

【生物基礎】
youtubeチャンネル「文星女子高デジタルスクール」
２年美術の生物基礎　生物の共通性の由来　を視聴
し復習してください。
https://youtu.be/UP-CpW4gmm4
問題集～ｐ１１まで解いていない人は解く。

【マナトレ】 【美術・VD】
手のデッサン基礎及びグラデーションの作り方
配信するyoutubeを参照のこと。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　２学年 科・コース 　普通科　進学コース・総合進学コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:30〜

1時間目
9:00

〜9:50

【古典】 【現代文B】
①Classi「２年４・５組グループ」に配信済みの学習動
画「NHK for school わたしはあなただったかもしれな
い」を視聴する。
②教科書p８～ｐ14の本文を精読し、『学習課題集』ｐ３
を参照しながら段落番号と重要語句チェックを本文上
に書き入れる。

【古典】 【現代文B】
①Classi「２年４・５組グループ」に配信済みの学習動
画「NHK for school「私」という「自分」」を視聴する。
②教科書p15～ｐ21の本文を精読し、『学習課題集』
ｐ６を参照しながら段落番号と重要語句チェックを本文
上に書き入れる。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
【4組】
3TRIAL数学Ⅱ p6-8
【5組】
「文星デジタルスクール」等を参考に教科書P133
をよく読む。
(課題)StudyUpノートのP92を解いておく。

【数学】
【4組】
3TRIAL数学Ⅱ p9-11
【5組】
文星デジタルスクール等を参考に教科書P134
をよく読む。
(課題)教科書P134練習12を解く。

【数学】
【4組】
3TRIAL数学Ⅱ p12-15
【5組】
「文星デジタルスクール」等を参考に教科書P135
をよく読む。
(課題)教科書P135練習13,StudyUpノートP93を解
く。

【数学】
【4組】
3TRIAL数学Ⅱ p6-15の 確認テスト
【5組】
確認テスト

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
●Classiで配布されたＰＤＦのリンクから授業動画
を上から順に１つ見ること
●Googleクラスルームで配信された課題を行い
期日までに提出すること

【英語】
●Classiで配布されたＰＤＦのリンクから授業動画
を上から順に１つ見ること
●Googleクラスルームで配信された課題を行い
期日までに提出すること

【英語】
●Classiで配布されたＰＤＦのリンクから授業動画
を上から順に１つ見ること
●Googleクラスルームで配信された課題を行い
期日までに提出すること

【化学基礎】
問題集P4，P6（1～5），P7，P8（3～6）
をノートに取り組む。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【世界史Ｂ】
これまでにClassiで配信したプリント
【日本史Ｂ】
NHK高校講座 第11回「鎌倉幕府の誕生」
を見て、Classiアンケート5月11日課題に回答する。

【理系のみ】 
生物 ①NHK高校講座第35回「生態系でのエネ
　　　ルギーと 物質の流れ」を視聴、内容を
　　　まとめる。
　　 ②classroomに配信する小テストに
　　　取り組む。13日中に提出。

【地学基礎】
教科書Ｐ6～Ｐ17を復習
classiアンケートで小テストを配信（2回分）
5月14日中に解答を終了させて下さい。

【世界史Ｂ】
これまでにClassiで配信したプリント
【日本史Ｂ】
NHK高校講座 第12回「執権による政治」
を見て、Classiアンケート5月13日課題に回答

宇都宮文星女子高等学校



学年 　２学年 科・コース 　普通科　こども福祉・フードデザインコース・総合コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:30〜

1時間目
9:00

〜9:50

【地学基礎】
 教科書Ｐ6～Ｐ13を復習
classiアンケートで第1回小テストを配信
5月12日中に回答を終了させて下さい。

【国語】
教科書P８～P１１の「葉桜の頃」を読んで、学習
課題ノートP４～P７をやって答え合わせする。　
学習課題ノートの写真データをClassiのコンテン
ツボックス「2年6～9組普通科現代文」の中の
「〇組」（＝自分のクラス）のフォルダに入れる。
提出済みの人は他教科の勉強をする。

【国語】
教科書P１３の問題をノートまたはルーズリーフに
やり、答え合わせをする。答えはクラッシーの
「2-6.7.8.9　現代文」のグループに配信済みです。
やった後は写真データをClassiのコンテンツボッ
クス「2年6～9組普通科現代文」の中の「〇組」
（＝自分のクラス）のフォルダに入れる。
提出済みの人は他教科の勉強をする。

【国語】
教科書P１４～P１７の「蜜柑の受難」を読んで、
学習課題ノートP８～P１１をやって答え合わせす
る。学習課題ノートの写真データをClassiのコン
テンツボックス「2年6～9組普通科現代文」の中
の「〇組」（＝自分のクラス）のフォルダに入れ
る。提出済みの人は他教科の勉強をする。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
「文星デジタルスクール」等を参考に
教科書P133をよく読む。
(課題)StudyUpノートのP92を解いておく。

【数学】
「文星デジタルスクール」等を参考に教科書P134
をよく読む。
(課題)教科書P134練習12を解く。

【地学基礎】
 教科書Ｐ14～Ｐ17を復習
classiアンケートで第2回小テストを配信
5月14日中に回答を終了させて下さい。

【数学】
確認テスト

3時間目
11:00

〜11:50

【コミュニケーション英語】
L6 part3
関連動画を見てください。
主格の関係代名詞⽂法
これまでの課題は面談時に提出すること。（加藤が配
信した動画を見て赤で訂正）

【コミュニケーション英語】
L6 part3
レポート用紙に新出単語を調べ、本文を写す

【コミュニケーション英語】

写した英文の日本語の意味を書く。
後日加藤が動画を配信するので、意味を確認し、
赤で正しい意味を書いて提出。提出日は後日連絡

【英語表現】
Classi / Classroomに送られる課題やアンケートに答
える。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【世界史Ａ】
「文星デジタルスクール」 「大航海時代①」
をみた後で，Classroomの課題に取り組む。

【こども】
音楽教育
【フード
フードデザイン教科書P6～7を読み、
学習ノートP2を解答・採点する。
ノートに「食生活指針」を写す。

【世界史Ａ】
「文星デジタルスクール」「大航海時代②」
をみた後で，Classroomの課題に取り組む。

【こども】
classroomにて、検定４級<言語>の課題配信
→時間内に提出。
【フード】
検定4級実技練習　
きゅうりの半月切りを(30秒で30枚以上)
提出はClassi のポートフォリオ

宇都宮文星女子高等学校



学年 　２学年 科・コース 　総合ビジネス科　ＩＴマスターコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:30〜

1時間目
9:00

〜9:50

【現代文】
教科書Ｐ１４～Ｐ１７「蜜柑の受難」を読み、読めない漢
字を調べたり、書けるようにしておく。教科書にフリガ
ナを振ったり、書けない漢字の練習をノートに行ってお
くこと。

【現代文】
教科書Ｐ１４～Ｐ１７「蜜柑の受難」を読み、教科書下
段の語句・漢字に取り組む。①
意･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。
短･･･短文を作る。漢字は１０回練習する。
全てノートに行うこと。

【簿記】
・教科書やワークを利用し、クラッスルームで
　配信される課題・小テストに取り組む。

【現代文】
教科書Ｐ１４～Ｐ１７「蜜柑の受難」を読み、教科書下
段の語句・漢字に取り組む。②
意･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。
短･･･短文を作る。漢字は１０回練習する。
全てノートに行うこと。

2時間目
10:00

〜10:50

【地理Ａ】
今学期は教科書P.146からスタートします。
Classiに課題を配信するので取り組んでみてください。

【数学】
数学Ⅰの教科書P５８をよく読み
練習問題に取り組む。

【地理Ａ】　
今学期は教科書P.146からスタートします。
Classiに課題を配信するので取り組んでみてください。

【数学】
数学Ⅰの教科書P５9をよく読み
練習問題に取り組む。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
Classiで動画3本を配信します
動画の内容に合わせた小テストを実施する
ので、しっかり見ましょう

【生物基礎】
教科書ｐ８～１３を読んだ後に次の映像を見て下さい。
「NHK高校講座　生物基礎　第2回細胞に見られる共
通性と多様性」を視聴。
ＮＨＫ高校講座は、ネットでＮＨＫ高校講座生物基礎を
検索して視聴して下さい。

【英語】
Classiで動画4本を配信します

【生物基礎】
Classiで５月11日に配信したアンケート課題を答えて
下さい。17日期限。
再度視聴し直すのも可。
課題に答えられた人は、問題集の左側のページ学習
のまとめを完成させる。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【マナトレ】 【簿記】
・教科書やワークを利用し、クラッスルームで
　配信される課題・小テストに取り組む。

【英語】
Classiで動画4本配信します

宇都宮文星女子高等学校



学年 　２学年 科・コース 　総合ビジネス科　フィナンシャルマスターコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
10:30〜

1時間目
9:00

〜9:50

【現代文】
教科書Ｐ１４～Ｐ１７「蜜柑の受難」を読み、読めない漢
字を調べたり、書けるようにしておく。教科書にフリガ
ナを振ったり、書けない漢字の練習をノートに行ってお
くこと。

【現代文】
教科書Ｐ１４～Ｐ１７「蜜柑の受難」を読み、教科書下
段の語句・漢字に取り組む。①
意･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。
短･･･短文を作る。漢字は１０回練習する。
全てノートに行うこと。

【簿記授業選択者】
・Classroomの小テスト、課題に取り組む
【その他者】
・今までの教科書やワークを元にClassroom
　で配信する課題に取り組む

【現代文】
教科書Ｐ１４～Ｐ１７「蜜柑の受難」を読み、教科書下
段の語句・漢字に取り組む。②
意･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。
短･･･短文を作る。漢字は１０回練習する。
全てノートに行うこと。

2時間目
10:00

〜10:50

【地理Ａ】　
今学期は教科書P.146からスタートします。Classiに課
題を配信するので取り組んでみてください。

【数学】
教科書p67～P68を読んで
「NHK高校講座　数学Ⅰ（前半）」を視聴し、
教科書P68の練習問題16,17に取り組むこと。
必ずノートに行うこと。
（後日、提出してもらいます）

【地理Ａ】　
今学期は教科書P.146からスタートします。Classiに課
題を配信するので取り組んでみてください。

【数学】
教科書p68～P69を読んで
「NHK高校講座　数学Ⅰ（中盤）」を視聴し、
教科書P69の練習問題18,19に取り組むこと。
必ずノートに行うこと。
（後日、提出してもらいます）

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
●Classiで配信されたＰＤＦ経由で授業動画を見る
●GoogleClassroom経由で出される課題を行い
期日までに提出する

【生物基礎】
教科書ｐ８～１３を読んだ後に次の映像を見て下さい。
「NHK高校講座　生物基礎　第2回細胞に見られる共
通性と多様性」を視聴。
ＮＨＫ高校講座は、ネットでＮＨＫ高校講座生物基礎を
検索して視聴して下さい。

【英語】
●Classiで配信されたＰＤＦ経由で授業動画を見る
●googleクラスルーム経由で出される課題を行い
期日までに提出する

【生物基礎】
Classiで５月11日に配信したアンケート課題を答えて
下さい。５月17日期限。
再度視聴し直すのも可。
課題に答えられた人は、問題集ｐ６、８、１０の学習の
まとめを完成させる。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【マナトレ】 【簿記授業選択者】
・Classroomの小テスト、課題に取り組む
【その他者】
・今までの教科書やワークを利用し、
　課題に取り組む（Classroom）

宇都宮文星女子高等学校



学年 　３学年 科・コース 　秀英特進科　秀英特進コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
11:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【古典】 現代文 古典 現代文または国語表現【文系のみ】

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
課題の続きを行う。
分からない問題は
youtubeの解説動画を見てください。

【数学】
課題の続きを行う。
分からない問題は
youtubeの解説動画を見てください。

【数学】
課題の続きを行う。
分からない問題は
youtubeの解説動画を見てください。

【数学】
課題の続きを行う。
分からない問題は
youtubeの解説動画を見てください。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
配信された音声動画を聞き、
Googleクラスルームで配信された課題を期日までに
行い提出すること

【英語】
配信された音声動画を聞き、
Googleクラスルームで配信された課題を期日までに
行い提出すること

【英語】
配信された音声動画を聞き、
Googleクラスルームで配信された課題を期日までに
行い提出すること

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【文系】
【世界史Ｂ】
【日本史Ｂ】
Classiのwebテストに取り組み、間違えた
所を復習する。

【文系】
【世界史Ｂ】
WINSTEPのUnit1～4を仕上げて、
Googleのクラスルームに写真を撮り、データ添付
【日本史Ｂ】
Classiのwebテストに取り組み、間違えた
所を復習する。

【文系】
【生物基礎】
「NHK高校講座　生物基礎」35回～40回を視聴していない人
は視聴して下さい。見てない人はこの時間だけでは無理な
ので翌週までに時間を見つけて視聴
視聴した人はリードα5章基礎チェック＋例題を解く。

【文系】
【世界史Ｂ】
WINSTEPのUnit5～9を仕上げて、
Googleのクラスルームに写真を撮り、データ添付
【日本史Ｂ】
Classiのwebテストに取り組み、間違えた
所を復習する。

【理系】
【化学】
配布してあるプリントに引き続き取り組む

【理系】
【地理Ｂ】
教科書P.140-143「世界の工業地域」をしっかり読み, 
Classroomで配信された課題に取り組みましょう。

【理系】
【物理】
これまでの課題に繰り返し取り組むこと
【生物】
Classroomの課題に取り組んでください

【理系】
【化学】
配布してあるプリントに引き続き取り組む
【物理】
これまでの課題に繰り返し取り組むこと
【生物】
Classroomの課題に取り組んでください

宇都宮文星女子高等学校



学年 　３学年 科・コース 　秀英特進科　英語留学コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
11:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【古典】
Classroomにて配信する課題に取り組む。

【現代文】
Classroomに配信する教科書P８～P１４『「自明
性の罠」からの解放』の動画を視聴して学習する。

【古典】
Classroomにて配信する課題に取り組む。

【現代文】
Classroomにて配信する課題に取り組む。

2時間目
10:00

〜10:50

【英語】
[Global] Lifelong Learning reading

【コミュニケーション英語】
classroomで配信した英文解釈を実施する。
全ての文にＳＶＯＣＭを
記入し、句や節の中にもＳＶＯＣＭを記入する。

【英語表現】
正誤問題の解説

【英語】
[Global] Question about news, 
Great Writing p. 40-43

3時間目
11:00

〜11:50

【世界史Ｂ】
・YouTubeのインド史の配信を視聴
→学習プリント№11を完成（18日以降解答配布）
【日本史Ｂ】
Classroomにて、動画・課題配信

【世界史Ｂ】
・YouTubeのインド史の配信を視聴
→学習プリント№11を完成（18日以降解答配布）
【日本史Ｂ】
Classroomにて、動画・課題配信

【世界史Ｂ】
・YouTubeの中国史の配信を視聴
→学習プリント№12を完成（18日以降解答配布）
【日本史Ｂ】
Classroomにて、動画・課題配信

【世界史Ｂ】
・YouTubeの中国史の配信を視聴
→学習プリント№12を完成（18日以降解答配布）
【日本史Ｂ】
Classroomにて、動画・課題配信

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【現代文】
Classroomに配信する教科書P８～P１４『「自明
性の罠」からの解放』の動画を視聴して学習する。

【古典】 【現代文】
Classroomに配信する教科書P８～P１４『「自明
性の罠」からの解放』の動画を視聴して学習する。

【古典】

宇都宮文星女子高等学校



学年 　３学年 科・コース 　秀英特進科　美術デザインコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
11:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【古典】
classiグループの指示に従ってください。

【現代文B】
①Classiの「３年４組グループ」に配信済みの
学習動画「とちぎスクール国語」の前半部
（10分程度・『枕草子』を除く）を視聴する。
②4月24日（金）付け郵送された学習プリントの
【発展編】第19回～第21回（p82～p87）を解答
し自己採点した画像データを、Classiコンテンツ
ボックスあて送信する。

【古典】
classiグループの指示に従ってください。

【現代文B】
①Classiの「３年４組グループ」に配
信済みの学習動画「とちぎスクール国語」の後半
部（10分程度・『枕草子』を除く）を視聴する。
②4月24日（金）付け郵送された学習プリントの
【表現編】第１回～第２回（p88～p91）を解答
し自己採点した画像データを、Classiコンテンツ
ボックスあて送信する。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_整式の加法と減法
を見て，リンク数学演習I・AのP.2に取り組む。

【数学】
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_３つの項の平⽅の展開
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_複雑な式の展開
を見て，リンク数学演習I・AのP.3に取り組む。

【世界史Ｂ】
web授業閲覧後,classroomの課題に取り組む

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
●Classiで配信されたＰＤＦ経由で授業動画を見る
●googleクラスルーム経由で出される課題を行う

【英語】
●Classiで配信されたＰＤＦ経由で授業動画を見る
●googleクラスルーム経由で出される課題を行う

【日本史Ａ】
5/13、5/14休校中課題の確認と完成
➀身近なところから見る歴史
②日本の歩みをふりかえろう
文女デジタルスクールで配信中の動画を参考にして
課題のプリントを完成させてください。

【英語】
●Classiで配信されたＰＤＦ経由で授業動画を見る
●googleクラスルーム経由で出される課題を行う

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【美術・VD】
手のデッサン基礎及びグラデーションの作り方
配信するyoutubeを参照のこと。

【日本史Ａ】
5/13、5/14休校中課題の確認と完成
①身近なところから見る歴史
②日本の歩みをふりかえろう
文女デジタルスクールで配信中の動画を参考にして
課題のプリントを完成させてください。

【マナトレ】 【美術・VD】
手のデッサン基礎及びグラデーションの作り方
配信するyoutubeを参照のこと。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　３学年 科・コース 　普通科　進学コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
11:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【古典】
【5組】
郵送した「三舟の才」「古今著聞集との読み比べ」
の解答を見て、加筆修正・丸付けをする。
学習課題集「三舟の才」を解き、丸付けをする。
【6組】
Google classroomに入ります。
「ゆく川の流れ」の復習。課題に取り組む。

【現代文】
昨年割愛しましたP29「デューク」第1，2段落。
NHK高校講座「現代文」「デューク（１）」を聞
いて学習課題に取り組む。

【古典】
【5組】
郵送した「鼓腹撃壌」のプリントを元にノートを
作成する。
【6組】
Classiのグループに「ゆく川の流れ」予習プ
リントの答え「安元の大火」前半の品詞分解・口
語訳をPDFで配信。自分のノートに加筆訂正する。

【現代文】
「デューク」第3，4，5段落。
NHK高校講座「現代文」「デューク（２）」を聞
いて学習課題に取り組む。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】5・6組全員
classiの学習動画1
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_整式の加法と減法　
を見て問題集リンクⅠAのp2に取り組む。

【数学】5・6組全員
classiの学習動画2・３
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_３つの項の平⽅の展開
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_複雑な式の展開
を見て問題集リンクⅠAのp3に取り組む。

【数学】5・6組全員
classiの学習動画４・５
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_因数分解の公式
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_たすきがけによる
因数分解数と式　
を見て問題集ⅠAのp4に取り組む。
 

【数学】5・6組全員
classiの学習動画６
⾼校ベーシック_数学Ⅰ_置き換えを利⽤した
因数分解
を見て問題集ⅠAのp5に取り組む。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語表現】
Classi / Classroomに送られる課題やアンケートに答
える。

【コミュニケーション英語】
Compass Lesson 7の予習

【英語表現】
Classi / Classroomに送られる課題やアンケートに答
える。

【コミュニケーション英語】
Compass Lesson 7の予習"英語

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【理系のみ】生物　Youtube「文星女子デジタルスクー
ル」【3年進学生物】第4章発生のｐ１８５・１８７と
ｐ２０５～２０７の動画と5章動物反応行動の動画を視
聴。終わったら問題集の基礎チェックと例題に挑戦す
る。

【世界史Ｂ】
これまでにClassiで配信したプリント
【日本史Ｂ】
動画③（Classiを通じて配信）を見て学習を進める。
動画内で出た課題をポートフォリオを通じて提出。

【化学】※理系のみ
第2章金属元素(Ⅰ)遷移元素(教科書Ｐ236～251)を
見てリードＬｉｇｈｔノート化学P105～108を
解答する。

【世界史Ｂ】
これまでにClassiで配信したプリント
【日本史Ｂ】
動画④（Classiにて配信）を見て学習を進める
動画内で出た課題をポートフォリオを通じて提出

宇都宮文星女子高等学校



学年 　３学年 科・コース 　普通科　こども福祉・フードデザインコース・総合コース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
11:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【化学基礎】
①Youtube「文星女子デジタルスクール」【3年普通化
学基礎】1節物質の成分を視聴し復習。
問題集ｐ２、３やる。
②ＮＨＫ高校講座化学基礎4回単体化合物を視聴

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、読めない漢字を調べたり、書けるようにし
ておく。教科書にフリガナを振ったり、書けない漢字の
練習をノートに行っておくこと。

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、教科書下段の語句・漢字に取り組む①意
･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。短･･･短文
を作る。漢字は１０回練習する。全てノートに行うこと。

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、教科書下段の語句・漢字に取り組む②意
･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。短･･･短
文を作る。漢字は１０回練習する。全てノートに行うこ
と。

2時間目
10:00

〜10:50

【数学】
NHK高校講座数学Ⅰ　２学期第３章三角比
・「三角比」の動画を見て、教科書　P86　例１・練習１
の問題を解くこと。

【数学】
NHK高校講座数学Ⅰ　２学期第３章三角比
・「三角比を使う」の動画を見て、教科書　P87　練習２
の問題を解くこと。

【化学基礎】
①Youtube「文星女子デジタルスクール」【3年普通化
学基礎】２節を物質の構成元素を視聴し復習。
②問題集ｐ６まで解き終える。

【数学】
NHK高校講座数学Ⅰ　２学期第３章三角比
・「三角比の相互関係」の動画を見て、教科書　P87　
例２・練習３の問題を解くこと。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語表現Ⅱ 】
Lesson3で勉強する過去完了形、過去完了進行形の
動画を予習として見る。
〇英語_過去完了，未来完了 ⽂法 動詞 動詞の時制 
〇英語_完了進⾏形 ⽂法 動詞 動詞の時制 

【英語表現Ⅱ】
2 Lesson3の教科書の英文を写しP12、P13の問題を
解く。  後日加藤が動画を配信,赤で訂正して提出。
(Lesson3の課題提出日のみ後日連絡 )今までの課題
は保護者面談の日に提出（加藤が配信した動画を見
て赤で訂正して）

【コミュ英Ⅱ】
Lesson 1 Part1で学習する現在完了形の動画を見る。
 ⾼校ベーシック_英語_現在完了（完了・結果，経験，継
続）です。その後教科書P7のFocus on it!の英文の意
味とCheck it!を解いてみる

【コミュ英Ⅱ】
Lesson1 Part2で学習する主格の関係代名詞の文法
動画をみた後で、P9のFocus on it!の日本語訳と
Check it!を解いてみる。

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【日本史Ａ】
休校中の課題の確認と完成
➀身近なところから見る歴史
②日本の歩みをふりかえろう
文女デジタルスクールで配信中の動画を参考にして
課題のプリントを完成させてください。

【こども】
造形「やまのおんがくか」
【フード】
フードデザイン教科書Ｐ２８～３１を読んで、
学習ノートＰ７「ビタミン」を取り組む。

【日本史Ａ】
休校中の課題の確認と完成
➀身近なところから見る歴史
②日本の歩みをふりかえろう
文女デジタルスクールで配信中の動画を参考にして
課題のプリントを完成させてください。

【こども】
保育検定筆記試験練習問題（プリント参照）
ピアノの練習
【フード】
フードデザイン教科書ｐ３２～３５を読んで、
学習ノートｐ８～９「ミネラル」を取り組む。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　３学年 科・コース 　総合ビジネス科　ＩＴマスターコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
11:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、読めない漢字を調べたり、書けるようにし
ておく。教科書にフリガナを振ったり、書けない漢字の
練習をノートに行っておくこと。

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、教科書下段の語句・漢字に取り組む①意
･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。短･･･短文
を作る。漢字は１０回練習する。全てノートに行うこと。

【ビジネス実務】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行う

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、教科書下段の語句・漢字に取り組む②意
･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。短･･･短
文を作る。漢字は１０回練習する。全てノートに行うこ
と。

2時間目
10:00

〜10:50

【世界史Ａ】
今学期は教科書P.14からスタートします。P.15まで読
んで, Classiで配信された課題に取り組みましょう。

【数学】
パラレルノートⅠ＋A
P１３４～P１３９
ノートの問題をやり、学校再開後提出

【世界史Ａ】
今日は教科書P.16からスタートします。P.19まで読ん
で, Classiで配信された課題に取り組みましょう。

【数学】
パラレルノートⅠ＋A
P１４０～P１４３
ノートの問題をやり、学校再開後提出

3時間目
11:00

〜11:50

【英語】
●Classiで配信されたＰＤＦ経由で授業動画を見る
●GoogleClassroom経由で出される課題を行い
期日までに提出する

【マナトレ】 【英語】
●Classiで配信されたＰＤＦ経由で授業動画を見る
●GoogleClasroom経由で出される課題を行い
期日までに提出する

【ビジネスコミュニケーション】
●GoogleClasroom経由で出される課題（Form)を行う

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【ビジネス実務】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行う

【ビジネスコミュニケーション】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行う

【広告と販売促進】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行う

【家庭基礎】
教科書P９８～９９を読んで、
授業ノートP76～77を解答・採点すること。

宇都宮文星女子高等学校



学年 　３学年 科・コース 　総合ビジネス科　フィナンシャルマスターコース

遠隔授業・課題　時間割①
※学校再開に向けて、規則正しい生活習慣・学習習慣・基礎的な学力を確立することを目的としています。

※授業時間は参考に記載しました。都合の悪い場合は、都合の良い時間に当日の学習課題に取り組みましょう。

※学習課題は、GoogleClassroomやClassi、郵送等で示されますので、各自学習に取り組みましょう。

※時間割以外の時間は、自主学習や身体を動かす、家の手伝いに取り組むなど、各自計画的に過ごしましょう。

※学習内容は、学校再開後にテストをおこなったり、評価に加味されますので、キチンと取り組みましょう。

5月11日 5月12日 5月13日 5月14日 5月15日

月 火 水 木 金

HR
（Google Meet）

SHR
11:00〜

1時間目
9:00

〜9:50

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、読めない漢字を調べたり、書けるようにし
ておく。教科書にフリガナを振ったり、書けない漢字の
練習をノートに行っておくこと。

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、教科書下段の語句・漢字に取り組む①意
･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。短･･･短文
を作る。漢字は１０回練習する。全てノートに行うこと。

【ビジネス実務】
●googleクラスルーム経由で出される課題（Form)を行
う

【現代文】
教科書Ｐ１８２～Ｐ１８７「千年の時が与えてくれる安
堵」を読み、教科書下段の語句・漢字に取り組む②意
･･･意味調べを行う。類･･･類義語を調べる。短･･･短
文を作る。漢字は１０回練習する。全てノートに行うこ
と。

2時間目
10:00

〜10:50

【世界史Ａ】
今学期は教科書P.14からスタートします。P.15まで読
んで, Classiで配信された課題に取り組みましょう。

【数学】
Classi の学習動画「順列」を配信しますので、動画を
見て、問題に取り組んでください。

【世界史Ａ】
今日は教科書P.16からスタートします。P.19まで読ん
で, Classiで配信された課題に取り組みましょう。

【数学】
教科書Ｐ１７～Ｐ１９
例１１・１２を見て練習１２
例１３を見て練習１３・１４に取り組むこと。

3時間目
11:00

〜11:50

【英語表現】
●Classiの英語表現のグループへのメッセージを確認
し、配信された動画を見ましょう。
●今までの課題を面談時に提出できるように整えてお
きましょう。

【マナトレ】 【英語表現】
●Classiの英語表現のグループへのメッセージを確認
し、配信された動画を見て答え合わせをしましょう。
●今までの課題を面談時に提出できるように整えてお
きましょう。

【ビジネスコミュニケーション】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行
う"

昼食
12:00

〜12:50

4時間目
13:00

〜13:50

【ビジネス実務】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行う

【ビジネスコミュニケーション】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行
う"

【広告と販売促進】
●GoogleClassroom経由で出される課題（Form)を行う

【家庭基礎】
教科書P９８～９９を読んで、
授業ノートP76～77を解答・採点すること。
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