
小学部１年 クラス

12/21 12/22 12/23 12/24
小学部２年 クラス

12/21 12/22 12/23 12/24
小学部３年 クラス

12/21 12/22 12/23 12/24
（月） （火） （水） （木） （月） （火） （水） （木） （月） （火） （水） （木）

1校時 １ こくご こくご こくご 1校時 １ 国語 国語 国語 国語 1校時 １ 国語 音楽 体育 算数

２ おんがく せいかつ せいかつ としょ ２ 国語 算数 算数 算数 ２ 国語 国語 国語 国語

８：３０～ ３ さんすう さんすう おんがく ８：３０～ ３ 体育 国語 国語 算数 ３ 国語 算数 国語 算数

２校時 １ さんすう さんすう おんがく ２校時 １ 算数 算数 体育 学活 ８：３０～ ４ 国語 算数 国語 算数

２ こくご こくご こくご さんすう ２ 算数 国語 体育 国語 ２校時 １ 理科 国語 算数 国語

９：３０～ ３ おんがく せいかつ せいかつ ９：３０～ ３ 国語 算数 体育 学活 ２ 算数 算数 算数 算数

３校時 １ おんがく せいかつ せいかつ 学かつ ３校時 １ 体育 生活 算数 算数 ３ 社会 音楽 算数 国語

２ さんすう さんすう おんがく 学かつ ２ 書写 学活 国語 学活 ９：３０～ ４ 算数 国語 国語 国語

１０：３０～ ３ こくご こくご こくご 学かつ １０：３０～ ３ 書写 算数 算数 国語 ３校時 １ 国語 算数 国語 国語
4校時 １ どうとく 4校時 １ 書写 算数 道徳

終業式

２ 理科 音楽 体育 社会

２ たいいく どうとく たいいく ぎょうじ ２ 体育 算数 生活 ３ 算数 国語 理科 こくご

１１：３０～ ３ どうとく １１：３０～ ３ 　　算数 生活 道徳 １０：３０～ ４ 社会 理科 社会 国語

自習タイム Zoom
しつもんタイム

自習タイム
学活

４校時 １ 社会 理科 社会 行事

１３：３０～ １３：３０～ ２ 国語 理科 社会 行事

※赤字部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        ※赤字部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        ３ 理科 国語 国語 行事

※週一回、自習タイムに、教員と１対１で質問できる「Ｚｏｏｍ質問タイム」を行います。 ※21日に学校再開となった場合、変更があります。その場合は、Google Classroomにてお知らせします。 １１：３０～ ４ 理科 音楽 国語 行事

※21日に学校再開となった場合、変更があります。その場合は、Google Classroomにてお知らせします。 ５校時 １ 算数 国語 国語 特活

２ 算数 算数 国語 特活

３ 国語 体育 社会 特活

１３：３０～ ４ 体育 算数 算数 特活
自習タイム １

２

３

１４：３０～ ４

※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        
※21日より学校再開となる場合は、変更があります。その場合はGoogle classroomにてお知らせします。

小学部４年 クラス

12/21 12/22 12/23 12/24
小学部５年 クラス

12/21 12/22 12/23 12/24
小学部６年 クラス

12/21 12/22 12/23 12/24
（月） （火） （水） （木） （月） （火） （水） （木） （月） （火） （水） （木）

1校時 １ 書写 社会 社会 算数 1校時 １ 体育 算数 算数 特活 1校時 １ 学活 算数 体育 KL

２ 書写 外国語 国語 理科 ２ 家庭科 外国語 理科 算数 ８：３０～ ２ 学活 学活 算数 KL

８：３０～ ３ 書写 理科 国語 外国語 ８：３０～ ３ 特活 国語 図工 音楽 ２校時 １ 音楽 KL 学活 学活

２校時 １ 書写 算数 算数 国語 ２校時 １ 国語 国語 図工 音楽 ９：３０～ ２ 学活 KL 外国語 学活

２ 書写 社会 算数 算数 ２ 体育 算数 算数 算数 ３校時 １ 体育 図工 外国語 学活

９：３０～ ３ 書写 理科 社会 算数 ９：３０～ ３ 算数 社会 理科 算数 １０：３０～ ２ 音楽 体育 国語 学活

３校時 １ 算数 理科 国語 道徳 ３校時 １ EC 社会 理科 算数 ４校時 １ 学活 理科 KL 行事

２ 算数 算数 社会 道徳 ２ EC 国語 家庭科 音楽 １１：３０～ ２ 体育 学活 KL 行事

１０：３０～ ３ 算数 社会 道徳 国語 １０：３０～ ３ EC 算数 算数 体育 ５校時 １ 家庭科 学活 国語 学活

４校時 １ EC 理科 外国語 行事 ４校時 １ 算数 体育 家庭科 行事 １３：３０～ ２ 理科 図工 家庭科 学活

２ EC 国語 理科 行事 ２ 国語 社会 図工 行事 自習タイム １
Zoom質問タイム

１１：３０～ ３ EC 算数 算数 行事 １１：３０～ ３ 家庭科 外国語 算数 行事 １４：３０～ ２

５校時 １ 体育 特活 体育 特活 ５校時 １ 家庭科 外国語 算数 特活 ※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        

２ 体育 特活 体育 特活 ２ 算数 特活 体育 特活 ※週一回、自習タイムに、教員と１対１で質問できる「Ｚｏｏｍ質問タイム」を行います。

１３：３０～ ３ 体育 特活 体育 特活 １３：３０～ ３ 国語 体育 家庭科 特活 ※21日より学校再開となる場合は、変更があります。その場合はGoogle classroomにてお知らせします。

自習タイム １

Zoom質問タイム

自習タイム １

Zoom質問タイム２ ２

１４：３０～ ３ １４：３０～ ３

※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        ※黄色塗りつぶし部分は、zoomによるリアルタイム授業を予定しています。（変更になることもあります）                                        

※週一回、自習タイムに、教員と１対１で質問できる「Ｚｏｏｍ質問タイム」を行います。 ※週一回、自習タイムに、教員と１対１で質問できる「Ｚｏｏｍ質問タイム」を行います。

※21日より学校再開となる場合は、変更があります。その場合はGoogle classroomにてお知らせします。 ※21日より学校再開となる場合は、変更があります。その場合はGoogle classroomにてお知らせします。


