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名列

1組 □ 芸術・体育・家庭・情報 保健が教科書にのっていないところが多い

プリントについては、わかるところをうめて完
成は後日で。
答えは、次の課題の裏に。

1組 □ 芸術・体育・家庭・情報 保健のプリントがわからない

プリントについては、わかるところをうめて完
成は後日で。

1組 □ 芸術・体育・家庭・情報

保健のプリントで、教科書を調べてみても分からな
いところがあり、課題が終わらないこと

プリントについては、わかるところをうめて完
成は後日で。
答えは、次の課題の裏に。

1組 □ 地歴・公民

世界史Bは動画の内容をノートに録っておいた方が
いいですよね？学校が再開してからその部分の説明
はありますか？

動画の内容をノートにとってください。学校再
開後、教科書の始めから内容を説明していく
予定です。

1組 □ 芸術・体育・家庭・情報

保健のプリントの穴埋めはいつになったら分かりま
すか？ 答えは、次の課題の裏に。

1組 □ 数学 動画が多くて追いつかない

自分の見るべきものをピックアップしてくださ
い。

1組 □ 英語

質問するものにチェックをしていっているけど多す
ぎて進まなかったり次学校に行った時にこれを全部
質問できて答えてもらえるかが不安。

自学自習用なので、授業ではやらない範囲
ですが、質問は大歓迎です。

1組 □ 国語 とくにありません

1組 □ 国語 なし

1組 □ 数学 集中力が続かなくなってきた
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

2組 □ 国語 今のところ特にないです。

2組 □ 数学

数IIの授業ノートってなんですか？
国語の評論は丸付しますか？
どこに貼ったらいいですか？

数学Ⅱの授業ノートとは、自分でノートをとっ
てくださいということです。授業プリントという
のは、理系の人向けのものになっています。

2組 □ 国語 特になし

2組 □ 国語

確か、前田講座と上田講座は現代文読解基礎ドリル
のプリントを現代文ノートの裏表紙から貼ってい
くって聞いた気がするのですが、他の現代文のプリ
ントも裏から貼りますか？あと、古典の予習プリン
トとかもですか？

他の現代文プリントは表側から貼ってください。古典も同様。

2組 □ 国語 特にありません

2組 □ 国語 特になし

2組 □ 理科 原子記号を覚えるのに追加でプリントが欲しい 後日、HPにPDFでアップします。

2組 □ 英語 文法がなかなか覚えられません 例文と解説をよく読んで頑張ってください！

2組 □ 数学 なかなかやる気が起こらない
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

2組 □ 数学 頭にしっかり入っているのかわからない
動画を見て、授業を受けるように視聴して、
理解度を確認してください。

2組 □ 国語
演習ノートは現代文、古典、漢文にわけてなくて1
冊でもいいですか？

前田・上田講座は現代文ノートの裏表紙側から貼ってくださ
い。宇野講座は現代文は別冊を作ってください。古典は演
習ノートは特に作らずとも構いません。

3組 □ 数学

(複数回答すみません)
今ホームページから飛べる授業の動画は学校始まっ
てからも残してくれますか? 一定期間後に削除予定です。

3組 □ 英語 難しい 例文と解説をよく読んで頑張ってください！

3組 □ 地歴・公民 動画が見れない
地理ですか？見られるようになっていると思
います。

3組 □ 国語 漢文が全然わからない。

まず音読。そして、「漢文必携」で当てはまる句法整理から
始めましょう。あるいは、解答解説を確認をした後、問題に
取り組むのでも構いません。

3組 □ 国語 なし

3組 □ 国語
123678とあるプリントは貼らなくていいものです
か？

貼らなくていいです。みんなに買ってもらう問題集の中から
のものです。次回のメール便で、本物を送ります。勉強して
ね。

3組 □ 理科 もっと詳しい説明が欲しい 化学は今週中に解説動画をアップします。

3組 □ 英語
英語の構文150の課題で、3、4の全文英訳と書かれ
ていますが、P13.15の3、4のみですか？

前回の分も全て(最初から)、ノートに和訳を
やってください。

3組 □ 数学 特になし
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3組 □ 数学 分からないとこを解くのにすごく時間がかかる
授業開始後、質問を受け付けますので、あ
る程度は飛ばしてください。

3組 □ 英語 構文のワーク難しい

ワークとは右ページのEXERCISESのことで
すか？例文と解説をよく読んで頑張ってくだ
さい！

3組 □ 地歴・公民 世界史Aの予習の進め方 まずは地理Bを進めてください。

3組 □ 数学 サクシードとかでいくつか分からない問題がある 学校再開後、質問を受け付けます。

3組 □ 英語 構文 例文と解説をよく読んで頑張ってください！

3組 □ 国語 特にないです

3組 □ 理科
化学プリントの答えがないので答え合わせができな
い。 今週中に解説動画をアップします。

3組 □ 理科 分子式で分からないものがある。 今週中に解説動画をアップします。

4組 □ 地歴・公民 どう勉強したらいいかわからない。

日本史Bです。渡している課題をやってくださ
い。動画も見て、書かれていることをノートに
取って予習しておいてください。

4組 □ 国語 漢文を読めるようにするにはどうすればいいのか。

構文理解です。必ず主語・動詞・目的語か補語の順で並び
ます。慣れるために音読しましょう。句法は、マークして目立
たせてみましょう。

4組 □ 数学 数学Bがわからない
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

4組 □ 芸術・体育・家庭・情報 ムジカとかアルテって成績入りますか？
総合的な探究の時間も、評価はあります。是
非見て下さい。

4組 □ 国語 特になし

4組 □ 英語 応用系がわからない

4組 □ 国語
現代文 前田先生講座は演習用ノートと授業用ノー
トと分けないといけないのか。

前田講座は分ける必要はありません。

4組 □ 国語 なし

4組 □ 国語 課題テストのやり直しの仕方が分からない
どうして間違えたか、どうしてそれが正解に
なるのかを考えてください。

4組 □ 数学 特にベクトルで苦戦してます
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

4組 □ 国語 漢文のプリントが難しくて分からない

4組 □ 英語
分からない問題が多く、答えを見ても解説が載って
いないので問題の答えを暗記するしか方法がない。

構文のEXERCISESは左ページの解説を元
にしています。

4組 □ 国語
新成古典2のプリントは定期テストなどのテスト範
囲に入りますか？

課題テストの範囲になります。

4組 □ 芸術・体育・家庭・情報 地学基礎の授業動画でノートはとりますか。

再開したらもう一度同じ範囲の授業をして板
書しますので、無理に取る必要はありませ
ん。

4組 □ 数学 先の見えない道のりが続きます
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

4組 □ 芸術・体育・家庭・情報

ムジカの宿題はトゥーランドットはもう放送が終
わっててみれないのですか？

新国立劇場の巣ごもりシアターの件ですが、
掲載されたアドレスで配信ラインアップを確
認して下さい。
「トゥーランドット」　配信終了
「エウゲニ・オネーギン」　本日１４：００まで配
信
バレエ「マノン」　本日１５：００～８日１４：００
まで配信
バレエ「ドン・キホーテ」　８日１５：００～１５日
１４：００まで配信となっています。もちろん、
バレエでも構いません。

4組 □ 数学 サクシードの円の発展部分が、動画を見ても難しい

具体的なサクシードの問題を提示してくださ
い。問題を見て、解説動画を挙げることも考
えます。

4組 □ 国語 古典と漢文ってどうやって勉強したらいいですか？
音読。文法または句法理解。単語・語彙の暗記。英語の勉
強の方法と同じです。

5組 □ 数学

普通に難しい。
あと、英語と国語も課題が多すぎて追いつきませ
ん。

動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

5組 □ 理科 物理 今週中に解説動画をアップします。

5組 □ 数学 なかなか進まない
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

5組 □ 数学 今のところ特にないです。ありがとうございます。

5組 □ 芸術・体育・家庭・情報 特にないです

5組 □ 数学
教養文系は数学Bのノート作ったほうがいいです
か？

後日指示がありますが、数学Bは教科書・
ノートで進んでいきます。
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5組 □ 数学 理解できない
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

5組 □ 理科 物理の予習か難しい 今週中に解説動画をアップします。

5組 □ 英語
困ってることはないですが、構文を理解するのに時
間かかるので例文と戦ってます。 例文と解説をよく読んで頑張ってください！

5組 □ 数学 教科書を見てもよくわからない
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

5組 □ 数学 一からは進む気になかなかなれない。
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

5組 □ 国語 印刷ミスが多すぎてまともにできない
特に問題集の方ですね？次回のメール便で、本物の問題
集を送ります。それで勘弁してください。

5組 □ 国語 特になし

5組 □ 数学

生徒専用ページの動画が増えてきて自分が取るべき
授業が探しにくいのでカテゴライズしてほしいで
す。

２年、教養科学科と書かれているものをピッ
クアップしてください。

5組 □ 国語

ほとんどやっていないので厳しい
数学や物理など教えてもらっていない教科と模試系
やらなやばいてかほとんどやってない

5組 □ 国語 現代文の演習ノートとはなんですか
現代文読解ドリルなどの問題集を解くための
ノートです。

5組 □ 国語 量が多い

6組 □ 芸術・体育・家庭・情報

保健の、9月に学校で発表する分の課題がどれを提
出すればいいのかわからないです。提出するのは発
表内容報告書だけですか？

発表については例年について伝えたので、
あわてなくてもいいです。

6組 □ 理科

物理難しくて わからないです
あと保健のスピーチの発表内容報告書って書いた方
がいいですか??

今週中に解説動画をアップします。
発表については例年について伝えたので、
あわてなくてもいいです。

6組 □ 芸術・体育・家庭・情報

保険答えわからないところがたくさんあってこまっ
てます。

プリントについては、わかるところをうめて完
成は後日で。

6組 □ 芸術・体育・家庭・情報

保健の800字や110字の作文はしないとだめですか？
国語のノートの分け方がわかりません。

作文は授業の最後にまとめるためにつくって
います。
考えをまとめる練習と思ってくれたらいいで
す。

6組 □ 芸術・体育・家庭・情報 保険のプリント埋めがわからないところがある。

プリントについては、わかるところをうめて完
成は後日で。

6組 □ 国語 勉強の仕方が分からない
プリントでできないところ、できるところをまず見分けましょ
う。後は、できないところを、やる！

6組 □ 数学 ひとりで全部理解するのは難しい。
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

6組 □ 数学 領域の応用問題

具体的なサクシードの問題を提示してくださ
い。問題を見て、解説動画を挙げることも考
えます。

6組 □ 芸術・体育・家庭・情報 次の登校日を知りたい
分かりません。HPやメールをしっかり確認し
てください。

6組 □ 理科 地学基礎の動画は板書するのですか？

再開したらもう一度同じ範囲の授業をして板
書しますので、無理に取る必要はありませ
ん。

6組 □ 数学 予習が難しい
動画を見て、授業を受けるように視聴してく
ださい。

6組 □ 地歴・公民 地理が覚えられない！！

6組 □ 国語 解説動画欲しい
動画よりも本を読んで。

6組 □ 数学 勉強動画みても分からないところがある 学校再開後、質問を受け付けます。

6組 □ 国語 物理

6組 □ 芸術・体育・家庭・情報 教科書を読んでもわからないところがあります 何の教科でしょう？


