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※初日 4/13の 1コマ目は、動作確認、 ※クラス、教室、通常日程の枠を外したレッスンです。
音声ﾁｪｯｸ 等に時間がかかる場合があります。 それぞれのみなさんのレッスン日時をチェックしましょう。

月曜日・木曜日 基本は４５～５０分ﾚｯｽﾝ、 ＊は無料等別講座 ※初めての試みのため、うまくいかない部分は
幼児英語は毎回 20～ 30分です。 ４/１３～４/１８の後、調整します。

熊谷 苫野 道姓 東木 篤史 +T ２，３ ｵｰﾅｰ(月のみ) Robert+T2,3
（Ｒｏｂｅｒｔ） 土曜日 熊谷/Rob Rob 道姓 篤史

+T2 ､ T3
13:00 中３英 A 中１国語 中３英 B 昭島中１英 小学数Ｂ P ﾌﾞﾛｯｸ幼児 ＊ ET小 3.4

10:00 幼児～小２英 数中 1FP
14:00 中 1 英 A 中２国語 中 1英 B 昭島中１英 中３数学 P ﾌﾞﾛｯｸ 3,4年 ＊ ET小 5･6

１１：００ 児童英語５，６年 中 2Total 数中 2FP
15:00 中２英 A 中３国語 A 中２英 B 昭島中 1英 小学数Ａ P ﾌﾞﾛｯｸ 5.6年 ＊ＥＴ小１・２ Read

16:00 高１英 中３国語 A ＊ 英検５ 昭島中３数 中２数学 P ﾌﾞﾛｯｸ 1,2年 中１ OW 12:00 ＊ BB文庫 Total中 3 数中３ＦＰ
幼児~1,2年

17:00 高３英 中３国語Ｂ ＊ 英検３ 昭島中３数 中１数学 中２ OW
１３：００ 天声人語 中 2Total 数中 3FP

18:00 高２英 中３国語Ｂ ＊ 英検４ Total ＥＳＰ 中３理
昭島児童英 １４：００ ＊ＢＢ文庫 5,6年 ﾎﾗｲｽﾞﾝ

火曜日・金曜日 通常受講しているコマ数より、少なくならないように受講してください。
表示説明

熊谷/Rob 苫野(火のみ) 道姓 深澤 篤史 + T2,3 ｵｰﾅｰ(金のみ) Robert
★ ET ；小学生英語 book Reading

10:00 英検準２級 中 1 Total ロバート先生と英語で読書

11:00 ＊ BB文庫 3.4年 中 3 ＯＷ ★ OW ；教育出版ＯｎｅWorld教科書の Reading
武蔵村山生対象

13:00 小 5･6児童英語 ＊小 3･4年国 デジそろ 高１数 中２数学
★ Total ；Ｔｏｔａｌ教科書のＲｅａｄｉｎｇ

14:00 小４児童英語 中 2国語 高２数 中３数学 ことば 3,4年 立川、昭島、瑞穂生対象

15:00 小 3児童英語 ＊小 1.2年国 中２社会 高３数 中１数学 ことば 5,6年 ★ ＥＳＰ； One World 本文暗証タイム

16:00 小 1･2児童英語 ＊小 5･6年国 中３社会 中２ ESP OW ★東木先生 ESPは昭島生本文暗証

17:00 幼児英 ＹＯＭ－ＴＯＸ 中 2 ｡ 3ESP Ｔ 中３ ESP OW ことば 1,2年 ★道姓先生 ESPTは立川、瑞穂生対象

18:00 英検 2級 ソロタッチ 中 1 ESPT 中 1ESP OW 成人英語 ★篤史先生+2,3 ＥＳＰは武蔵村山生対象

＊自分がどの時間に受講したらよいかわからない人は、ご遠慮なく、ＬＩＮＥでお問い合わせください。
今回（４/１３～１８）不具合を修正し、より良い形で行いたいので、皆様のご意見をお聞かせください。たくさんのご意見をお待ちしています。
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※非常事態宣言と東京都知事の要請を受け、オンラインレッスン
に切り替えます。切り替え時期 ； ２０２０，４/１３ ～ ４/２８

４/１３～４/１８の状況を見て、スケジュールを変更する場合もありますので、ご了承ください。 取り急ぎ、作成しましたので、多くのミス、ブッキング等
あると思います。ご遠慮なく、ＬＩＮＥでお問い合わせください。

その際は、現在のレッスン時間が変更になったり、担当が変わる場合もありますのでご了承ください。

ことばの学校 Zoomは、パソコンやスマートフォンを
幼児、小学生この期間のみ オンラインで 好きなだけ、好きな本を読み放題。 使って、レッスンをオンラインで開催するために開発されたアプリです。
時々、オーナーが読書状況を確認して、アドバイスします。ワークは、自由です。
ＩＤ,パスワードを 発行します。 詳細は受講生にお知らせします。 ブルーベアースクールから招待 URLまたは、ミーティング IDを受け取ります。
（ことばの学校）の【読書指数診断テスト】 小中学生の全メンバー対象です。
今回のみ、ご自宅でテストを受けることができるようになりました。 指定の時間に、その招待 URLをクリックするか、ミーティング IDを入力するだけで、
ご自宅でのテストをご希望される方は、教室にテストを取りに来てください。 レッスンに参加できます。
中学生の【ことばの学校】はこの期間のみ、国語を通常よりコマ数を増やし、
ことばの学校をご自宅で希望する方は、オーナーから ID,パスワードを ＩＰＨＯＮＥ アンドロイド
受け取ってください。 ■アップストアーから zoom ■プレイストアーから zoom

アプリのインストール アプリのインストール
ロボットプログラミング、自考力キッズ= Ｐﾌﾞﾛｯｸ ■クラウドミーティング
両コースとも、この期間のみ、ﾊﾟｽﾞﾙﾌﾞﾛｯｸに切り替えて行います。 入手 インストール 開く ■クラウドミーティング 入手
アーテックのホームページにアクセスが必要です。 ■ ミーティングに参加 インストール 開く
オーナーからアクセス方法を確認してください。 ミーティング IDを入力

パスワード入力 ■ミーティングに参加 ミーティング ID入力
デジそろ オンラインレッスンを行います。 パスワード入力

■ 名前の変更 参加 or 許可
ＹＯＭ－ＴＯＸ ■名前の変更 参加 了解
通常ＹＯＭ－ＴＯＸ+英会話を行っているメンバーは、 この期間のみ ■カメラへのアクセス OK
ご自宅でＹＯＭーＴＯＸ を行い、週１回先生と確認、 英検 5級を受講してください。 ■カメラへのアクセス 許可

■ビデオプレビュー ビデオ付きで参加
セルフィーアッツホーム ■ ビデオプレビュー ビデオ付きで参加
理社はセルフィーアッツホームで 基礎を確認し、 ■マイクへのアクセス OK
プリント教材⇒先生との確認タイム ■マイクへのアクセス 許可

■インターネットを介した通話
中学生数学； ＴＩＬＡＧＡをいつでも見られます。学年ごとの時間、又は前もって ■ ディバイスオーディオを介して通話

見ておいて、先生に質問しましょう。
http://bluebear.co.jp/tila/ にアクセスし、どんどん学習してください。 これでズームミーティング参加 これでズームミーティング参加

できるようになります。 できるようになります。
高校生ﾍﾞﾘﾀｽアカデミーこの期間ご自宅で受講教科を毎日しっかり進めましょう
ﾍﾞﾘﾀｽ適用教科；高３英語、日本史、/ＩＤパスワードが発行されます。

◆ＺＯＯＭの脆弱性に関して ； ＺＯＯＭアカデミージャパンに確認結果、ＺＯＯＭのセキュリティー問題は、（問題発生日翌日に、すでに解決済み）がわかりました。
また、セキュリティー強化のため、今までのＩＤに加えて、パスワードが必要となりました。


