
双葉塾 

4 月 21 日（火） 

新型コロナウイルスの長期化に備えた 

オンライン授業への移行のお知らせ 
 

お世話になります。双葉塾です。コロナウイルスは全国的に蔓延しつつあり、収束の長期

化が懸念されており、徳島県もその脅威に直接的にさらされる可能性があります。そうなれ

ば、今のように直接塾に来て授業を受けるということも困難になると予想されます。そこで、

今回各学年での「zoom でのオンライン授業の練習」を行ってみた結果、ほぼ全員が授業に

参加できたことを確認いたしました。（まだ未実施の学年もあります。） 

次の段階として塾の授業を全て一週間オンライン授業で実施してみることといたします。

期間は４月 24 日（金）から４月 30 日（木）までで、対象は全学年の一週間の全ての授業

（集団・個別）になります。それに伴い、集団授業の曜日は変わりませんが、時間は大きく

変更します。（※SH ｸﾗｽは最大３名を定員とし、曜日時間ともに大幅に変更させていただき

ます。）また、各授業における zoom のルーム ID とパスワードは指定させていただきます。

時間割と ID・パスワードにつきましては次のページをご参照下さい。また、個別授業の曜

日時間は担当講師とご相談いただき、各自で決定していく形となります。 

この期間はあくまで５月以降に自粛要請が出た際の備えになります。５月以降の対応に

ついては、「学校が再開すれば塾も通常通りに通塾」していただき、「学校の休校が延長され

れば塾はオンライン授業での対応」といたします。 

 なお、5 月 1 日から 6 日は塾は GW 休校となります。 

まとめ 

・4 月 24 日（金）～4 月 30 日（木）はオンライン授業を実施。 

・オンライン期間は集団授業の曜日は変わらないが時間が変更になる。（SH は特殊） 

・部屋の ID・パスワードは次ページをご参照。 

・５月７日以降は 学校が再開 ⇒ 塾も通常通りに実施。 

学校が休講 ⇒ 塾はオンライン授業で実施。 

・5 月 1 日から 5 月 6 日は塾はゴールデンウィーク休みになります。 

 

ご不明な点はお電話(088-623-4077)または公式ラインアカウントでご質問をお願いします。 

↓塾の公式ラインアカウントです。今後のために是非ご登録をお願いいたします。 

QR コードを読み取り、友達に追加をしていただくと、自動返信

でトーク部屋が作成されます。そこで、お名前を教えてください。

よろしくお願いいたします。 

 

その他ご不明な点はお電話でも受け付けております。 

TEL：088-623-4077 

 



一斉授業一覧

No クラス名 曜日 部屋

1 小３算国 火木 双葉５番 14:00 ～ 15:30

2 小４算国 月水 双葉５番 14:00 ～ 16:00

3 小５国算 火木 双葉５番 15:50 ～ 17:50

4 小６算国 水 双葉５番 16:20 ～ 18:20 金 14:00 ～ 16:00

5 中１数学 月水金 双葉２番 15:00 ～ 15:55

6 中１英語 月水金 双葉２番 16:05 ～ 17:00

7 中２英語 月水金 双葉２番 17:20 ～ 18:15

8 中２数学 月水金 双葉２番 18:25 ～ 19:20

9 中２国語 月 双葉２番 19:30 ～ 20:30

10 中２理科 火 双葉２番 19:00 ～ 20:00

11 中２社会 金 双葉２番 19:30 ～ 20:30

12 中３－１数学 月水金 双葉１番 17:20 ～ 18:15

13 中３－１英語 月水金 双葉１番 18:25 ～ 19:20

14 中３－２英語 火木土 双葉１番 17:20 ～ 18:15

15 中３－２数学 火木土 双葉１番 18:25 ～ 19:20

16 中３理科 火 双葉１番 19:30 ～ 20:30

17 中３社会 水 双葉１番 19:30 ～ 20:30

18 中３国語 金 双葉１番 19:30 ～ 20:30

19 高１数学 月水金 双葉１番 15:00 ～ 15:55

20 高１英語 月水金 双葉１番 16:05 ～ 17:00

21 高１科技クラス 水土 双葉５番 19:50 ～ 20:50

22 高２英語 火木土 双葉２番 15:00 ～ 15:55

23 高２数学 火木土 双葉２番 16:05 ～ 17:00

24 高２科技クラス 水土 双葉５番 18:40 ～ 19:40

25 高３数学（理系応用） 火木 双葉５番 18:00 ～ 19:20 土 17:00 ～ 18:20

26 高３数学（共通対策） 火木土 双葉１番 15:00 ～ 15:55

27 高３英語（共通対策） 火木土 双葉１番 16:05 ～ 17:00

28 高３国語（共通対策） 月金 双葉５番 18:00 ～ 19:20

集団授業用ルームID

双葉１番 570 853 4368

双葉２番 680 261 4826

双葉５番 627 356 2623

個別授業用ルームID

双葉３番 921 539 7767

双葉４番 955 082 8398

パスワードは一律で、『123456』になります。

個別授業の曜日時間等は別個にご相談の上決定していきます。

時間① 時間割②


