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4/13~5/9 までの授業の実施方法について   4 月 9 日版 

 

重要なお知らせ（4月 9日（木）14 時掲載） 

● 接続テストと来週からの授業に参加するには、事前にネット授業用アドレスの登録が必要です。 

まだ登録されていない方は、3 ページ目をご覧になって至急こちらまでメールして下さい。 

● 接続テストに参加していただくリンクのメールでの送付ですが、8 日（水）以降は接続テスト当日の 17時～

18 時の間にメールでお送りします。接続テスト当日の 18時までにリンクが届かない方はご連絡下さい。 

● 緊急事態宣言を受け、多読は 5/2(土)まで休講とし５/9（土）より再開することとします。（詳細は 5 ページ） 

● 次回は 11 日(土曜)の午後 21 時に新しい情報を掲載します。必ずご確認ください。 

 

＊1～2 ページは 4月 3日に掲載したもので、書き変えた部分のみ緑字にしてあります。 

＊3～4 ページは 4月 5日に掲載した情報で、4月 7 日に書き変えた部分のみ緑字にしてあります。 

＊５～６ページは４月９日に掲載した新しい情報です。 

 

会員の皆様 

 

 都内で新型コロナウィルスの感染者が著しく増えており、これ以上のペースで感染者が増え続ければ、 

東京でもニューヨークのように感染爆発（オーバーシュート）が起こり、多くの方の仕事や生命が失われ、 

医療体制が崩壊してしまう可能性があります。こうした状況を受け、①生徒とそのご家族の皆様の健康を守るこ

と、②私たちの街、東京での爆発的感染拡大の防止に全力を尽くすこと、③無症状で健康な生徒さんたちへの教

育を止めないこと の 3つを最優先に考え、4月 6 日より予定していました新年度クラスの開始時期と実施方法

を以下のように変更することにいたします。 

 

１．新年度の全クラス（多読以外）の開始を 1 週間遅らせて、4 月 13 日からとします。（多読は 5/2 まで休講） 

２．13 日から５月９日（土）までの４週間は、全クラス（多読以外）インターネットを使ってリアルタイムで授

業を実施します。原則、教室に出席せずに、授業の時間にご自宅のパソコンから授業を受けて下さい。(＊) 

通常通り授業の時間になったら自宅のパソコンの前に座り、接続して授業を受けていただくイメージです。 

この４週間の時間割に変更はなく、いつも通りメールでご連絡の上、振替もしていただけます。 

３．４月６日の週の授業をお休みにするため、今年はGW 中（5/4~5/9）も通常通り授業を行います。 

４．インターネット授業は当スクールにとっても、多くの会員様にとっても初めての試みになると思います。 

ですので、4月 6 日～12日をインターネット授業の準備期間とし、4 月 6日~12 日に全クラスで接続テスト

を実施します。音声の聞こえ具合や映像の見え具合などを調べ、13 日からご家庭のパソコンから問題なく授

業に参加できることを確認するためです。（＊＊） 

５．多読クラスは少人数で発話も少ないですので、予定通り 4月 11日（土曜）から教室で授業を行います。 

 

＊  パソコンが故障中など、何らかの理由でインターネット授業が受けられない方は至急ご相談下さい。 

＊＊ パソコンのマイクやスピーカーの性能が良くない方は、1500 円程度のマイク付きヘッドフォンの 

ご購入をお願いします。（テレビ電話などで使えるやつでいいです）必要ならご相談ください。 
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インターネットでのリアルタイムの授業について 

 

インターネット授業では、わからない時に手を上げて先生に質問したり、先生に発音をチェックして直しても

らったり、自分の発表を先生やクラスメート全員に聞いてもらうなど、単に先生の講義を聞くだけではなく、発

言や発表を通して授業に参加することが可能です。ですので、通常の教室での授業でおこなっていることをほと

んどそのまま実施してみようと思っています。（不慣れなうちは多少手際が悪いかと思います。ご容赦ください。） 

3 月におこなっていた授業の録画映像を配信するという方法を継続することも考えましたが、双方向参加型の

授業が可能という点においてインターネットのリアルタイム授業の方が優れていますので、いろいろと未知数の

面もございますが、この４週間はこの方法で授業を実施してゆこうと思います。何卒ご理解ください。 

また、これにより 3 月中に行っていた授業の録画配信は終了いたします。 

                   －次ページへつづくー 

今後のスケジュールについて 

 

4 月 5日（日）  20:00    ホームページ再更新（接続テストの参加方法やその他の新情報を掲載します） 

6 日（月）～12日（日）  接続テスト 

＊クラス別のお時間が一部変更になりました。詳細は4ページ目をご覧ください。 

9 日（木） 14：00    ホームページ再更新 (最新の情報を掲載します) 

  

11 日（土） 21:00    ホームページ再更新 (最終確認の意味で、変更や最新情報を掲載します) 

13 日(月)         新年度授業開始 

 

 

  ＊4月 6日~11 日をお休みにした関係で、GW 期間中（5 月 4 日～9 日）の週も通常日程で授業を行います。 

 

 

以上です。このプランですと、仮に今後政府から緊急事態宣言が出ても、そのまま進めてゆけると思います。 

ですが、何が起きるかわからない状況で、今後も何か変更があればすぐホームページに掲載してゆきますので、 

引き続きひんぱんにホームページで最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。 

 

 

 

NIEMAN INTERNATIONAL SCHOOL   猪瀬達也 

 

 

3、４ページ目に続きます 
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インターネット授業の受講方法について     4 月 9 日版 
 

 

インターネット授業を受けるために必要なご家庭の設備とインターネット環境について 

 

１．5 年以内に買われたパソコンで普通に動画が見られるネット環境があれば問題なく視聴できると思います。 

２．生徒さん側には、モニター以外にカメラ、マイク、スピーカーがある必要があります。 

これらはたいていパソコンに内蔵されていますので、それらを使用していただいてもいいのですが、 

パソコン内蔵のカメラ、スピーカー、マイクの性能が良くない場合は、外付けのものをご使用ください。 

 

＊一番大切なのは生徒さん側のスピーカーです。これがよくないとこちらからの音声が聴きとれません。 

＊次に大切なのは生徒さん側のマイクです。これがよくないと生徒さんの質問や発表の音声をこちらが 

聴くことができません。 

＊その次に大切なのが生徒さん側のカメラです。これが良くないと先生が生徒さんのお顔が見えず、先生や 

クラスメートが生徒さんを認識しづらくなります。（その場合でも音声のみで参加することは可能です。） 

 

パソコン内蔵のマイクとスピーカーの性能が良くない方は、PC 用ヘッドフォンセットと呼ばれるマイク 

付きのヘッドホン（1500 円程度）のご購入をお願いいたします。（インターネットショップで買えます。） 

３．iPad などのタブレット、スマホからでも受講できます。が、スマホは画面が小さいのでお勧めしません。 

 

お持ちのパソコンやご家庭内のネット環境の問題、その他何らかの理由でインターネット授業への参加が難しい

方は、大至急 nieman2000@gmail.com までご相談下さい。 

 

接続テストとインターネット授業への参加方法について 

 

事前にやっていただくこと 

 

１．インターネット授業は ZOOMというWEB 会議システムを使用して実施します。 

ですので、接続テストの前に授業を受ける端末に ZOOMのアプリをダウンロードしておいて下さい。 

アプリのダウンロード方法と ZOOMの簡単な使い方は、以下の動画をご覧になって下さい。 

https://www.youtube.com/watch?v=zpkrJJ7P6Q4 （アプリのダウンロードは一度だけで大丈夫です） 

 

２． 実際に授業を視聴する端末で開けるメールアドレスから、出来るだけ早く nieman2000＠gmail.com ま

でメールを送って下さい。そのメールアドレスに接続テストや授業に参加するためのリンクを送ります。 

メールのタイトルは、ネット授業用アドレスと生徒氏名（例：ネット授業用アドレス 山田太郎） 

 本文には、クラスと曜日、生徒の氏名だけお書きください。（例：ユース１クラス（月曜） 山田太郎） 

 

接続テストや授業に参加する時にやっていただくこと 

 

mailto:至急nieman2000@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=zpkrJJ7P6Q4
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１．こちらからメールにて事前に URL のリンクをお送りしますので、開始 3 分前になったらそのリンクをクリ

ックして接続テストや授業に参加して下さい。（事前にアプリをダウンロードしてあればすぐ入れます） 

接続テストの開始時間   4 月 3 日に掲載した時間から変更になっているクラスがあります。ご注意ください。 

 実施日 対象 開始時間（＝お送りしたリンクをクリックし

て接続テスト授業に入っていただく時間） 

接続テスト① 6日（月） ジュニア１ 火曜日クラスは 19 時 

土曜日クラスは 19 時 30分 

接続テスト② 6日（月） ユース１ 月曜日クラスは 20 時 

水曜クラスは 20時 30分 

木曜クラスは 21時 

接続テスト③ 7日（火） ジュニア２ 水曜日クラスは 19 時 

土曜日クラスは 19 時 30分 

接続テスト④ 7日（火） ユース２ 月曜日クラスは 20 時 

木曜クラスは 20時 30分 

金曜クラスは 21時 

接続テスト⑤ 8日（水） ジュニア 3、4 ジュニア３クラスは 2クラスとも 19時 

ジュニア４クラスは 19時 30 分 

接続テスト⑥ 8日（水） ユース 3、4、5 ユース３クラスは 2 クラスとも 20 時 

ユース４クラスは 20時 40 分 

ユース５クラスは 21時 10 分 

接続再テスト① 10（金） 接続テスト①～⑥で問題が 

あったか不参加の生徒 

ジュニアクラスは 21時 

ユースクラスは 21 時 30分 

接続再テスト② 12（日） 接続テストに不参加か 

接続再テストが必要な方のみ 

全クラス 18時 

＊8日（水）以降は、接続テストに参加していただくリンクは、接続テスト当日の 17時～18 時の間にメール 

てお送りします。接続テスト当日の 18 時までにリンクが届かない方はご連絡下さい。 

 

初回の授業で使用する教材について 

ユース１、ユース２、ユース３、ユース４クラスでは、初回のクラスで使う教材を事前にコピーしてメールでお

送りします。それらをプリントアウトして最初の授業に参加して下さい。それ以外のクラスでは、最初のクラス

で使用する教材を事前にお渡しする必要がありませんので、筆記用具だけ準備して初回の授業に参加して下さい。 

 

 

 

5、6 ページ目に続きます。 
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新年度クラスの実施方法について        4 月 9 日版 

                   ＊ここから（５～６ページ）は４月９日に掲載した新しい情報です。 

多読クラスについて 

 

緊急事態宣言が出ましたので、大変残念ですが多読クラスは 5/2 まで休講とし 5/9 より教室にて再開します。

（多読はインターネットで実施することはできません。）すでに4月のお月謝をお支払いいただいている場合は、

それを 5月のお月謝分とさせていただきます。（5月も授業ができない場合は、4月のお月謝を返却いたします。） 

5 月 9日以降の授業の実施に尽きましては、5月６日ごろに判断してこのページでお知らせいたします。 

 

ジュニアクラス、ユースクラスの授業時間の変更について 

初めてのインターネット授業ですので、慣れるまでの最初の 2 週間は全クラス時間を 10 分延長し、かつクラス

の間隔を約20分空けることにします。これによりほとんどのクラスの開始時間が変わりますのでご注意下さい。 

最初の 2週間（4/13~4/25）の時間割     

月 火 水 木 金 土 

     J1 

1300～1410 

     J3 

1430～1540 

 J4  

16:20~17:30 

J2 

15:40~16:50 

J3 

15:50~17:00 

 J2 

16:00~17:10 

Y1  

1700~1910 

J1  

17:50~19:00 

Y1 

17:10~19:20 

Y2 

17:15~19:35 

Y2  

17:00~19:20 

多読 

お休み 

Y2   

1930~2150 

Y3  

19:20~21:40 

Y4 

19:40~22:00 

Y1 

19:50~22:00 

Y5 

19:40~22:00 

Y3 

18:30~20:50 

 

インターネット授業への参加方法について 

毎週日曜の夜に、その週の授業に参加するためのリンクを今回新たにご登録いただいたネット授業用アドレスに

お送りしますので、授業の開始時間 3分前になったらそのリンクをクリックして授業に参加して下さい。 

クリックするとまず待合室に入り、先生が入室を許可すると授業に参加できます。 

 

＊接続テストに参加いただくために送ったリンクはもう使えません。今後は、毎週日曜にその週の授業に参加す

るためのリンクを送ります。（授業ごとに別のリンクが送られてきます。） 

＊月曜の朝になってもその週の授業のリンクが届かない場合は、nieman2000@gmail.com まで連絡下さい。 

＊授業参加のためのリンク（URL）を SNS等に掲載したり、他の人と共有することは絶対にしないで下さい。 

＊授業は物音のない静かな部屋から受けるようにして下さい。（パソコンのマイクはかなりノイズを拾います） 

＊リンクを押しても授業に入れない場合は、ジュニアクラスは 090-6546-3597、 ユースクラスは 

090-8453-3597 までお電話ください。 

＊振替されたい場合は、いつも通り必ず nieman2000@gmail.com まで事前にメールでご連絡下さい。 

mailto:nieman2000@gmail.com
mailto:いつも通り必ずnieman2000@gmail.com
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初回の授業で使用する教材について 

ユース１、ユース２、ユース３、ユース４クラスでは、初回のクラスで使う教材を事前にコピーしてメールでお

送りします。それらをプリントアウトして最初の授業に参加して下さい。それ以外のクラスでは、最初のクラス

で使用する教材を事前にお渡しする必要がありませんので、筆記用具だけ準備して初回の授業に参加して下さい。 

 

2 週目以降の授業で使う教科書や CD、プリントの受け渡し方法 

 

ユースクラス 

第 2～4週までに使用するすべての教材（本、CD、プリントなど）を教室にご用意してありますので、 

以下のお時間に教室まで取りにいらして下さい。（予約不要） 

  4/14(火)~4/18(土)  11：00～12：00 か 18：00～20：00 

  ＊夜の時間は授業中ですので、できるだけ午前中にお越しください。 

＊どうしても教室までいらっしゃれない方は郵送いたしますので、 

メールで送付先のご住所をお知らせください。（郵送の場合、到着は 4 月 18日(土)ごろになります。） 

 

ジュニアクラス 初回のクラスでの先生の指示に従ってください。 

 

インターネット授業期間中（4/13~5/9）の宿題の提出方法について 

 

ユースクラス 

宿題をやることは生徒の義務ですが、教室に提出に来るのは自由とします。①か②をお選びください。 

① 授業の翌日から２日以内に教室に宿題を提出に来る。（通常通り先生が宿題を確認し、翌週返却します） 

4/14(火)~5/9(土)（日曜除く）の 11：00～12：00 か 18：00～20：00ならいつでも提出が可能です。 

＊夜は授業中となりますので、できるだけ午前中にいらして下さい。 

② 宿題は提出しない。（自己責任でしっかり宿題をやって自分で確認するようにして下さい。） 

 

ジュニアクラス  初回のクラスでの先生の指示に従ってください。 

 

インターネット授業期間中（4/13~5/9）のお月謝のお支払方法について 

 

宿題を出しに来られる方、または教室にいらっしゃれる方は、教室にてお出しください。（予約不要）。 

4/14(火)~5/9(土)（日曜除く）の 11：00～12：00 か 18：00～20：00ならいつでもお出しいただけます。 

 

＊お出しいただいたお月謝袋のお受け取りも、お出しいただいた日の１週間後から上記の時間で可能です。 

＊夜は授業中となりますので、できるだけ午前中の時間にいらして下さい。 

＊入会手続きがまだお済でない方は、午前中の時間帯にいらして下さい。（予約不要） 

＊教室にいらっしゃれない方は、nieman2000@gmail.com までメールでご連絡下さい。 

 

● 次回は 11 日(土曜)の午後 21 時に最終確認のために新しい情報を掲載します。必ずご確認ください。 

以上です。どうぞよろしくお願いいたします。      NIEMAN INTERNATIONAL SCHOOL 

mailto:nieman2000@gmail.com

