
【様式１】 

遠隔授業指導計画書 

 

学校名  沖縄県立開邦高等学校    

 

学 年  １ 学年    

 

学 科  学術探究 科  

 

時間割  

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

ＳＨＲ 

8:55～9:05 
 

１ 

9:10～10:00 

国語総合 現代社会 英語Ⅰ 世界史 B 化学基礎 

同時双方向型 チームズ確認 オンデマンド オンデマンド 同時双方向型 

２ 

10:10～11:00 

数学Ⅰ EP 化学基礎 家庭 体育 

オンデマンド オンデマンド 同時双方向型 ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ オンデマンド 

３ 

11:10～12:00 

英語Ⅰ 英語Ⅰ 数学 A 家庭 数学 A 

オンデマンド オンデマンド オンデマンド 同時双方向型 同時双方向型 

４ 

12:45～13:35 

情報 数学Ⅰ 保健 現代社会 世界史 B 

オンデマンド オンデマンド オンデマンド チームズ確認 オンデマンド 

５ 

13:45～14:35 

情報 音楽/美術 体育 数学Ⅰ EP 

同時双方向型 音→オンデマンド オンデマンド オンデマンド オンデマンド 同時双方向型 

６ 

14:45～15:35 

世界史 B 音楽/美術 LHR 国語総合 国語総合 

オンデマンド 音→オンデマンド オンデマンド  同時双方向型 同時双方向型 

 

 

 

 



【様式１】 

遠隔授業指導計画書 

 

学校名  沖縄県立開邦高等学校    

 

学 年   ２  学年    

 

学 科  学術探究 科  

 

時間割  

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

ＳＨＲ 

8:55～9:05 
文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 文科 理科 

１ 

9:10～10:00 

AE 
物地 

基礎 
数学 日地 

物生 

研究 

物地 

基礎 
数学 生物 日地 

同時双方向型 双方向 オンデマンド オンデマンド 双方向 or 

オンデマンド 双方向 オンデマンド 
双方向 or 

オンデマンド オンデマンド 

２ 

10:10～11:00 

数学 
物生 

基礎 
AE 生物 AE AE 化学 EP 数学 

オンデマンド 
双方向 or 

オンデマンド オンデマンド 
双方向 or 

オンデマンド OD OD 双方向 オンデマンド オンデマンド 

３ 

11:10～12:00 

日地 
現代

文 
数学 

物生 

研究 
現代文 数学 

物生 

研究 
古典 

オンデマンド  オンデマンド 双方向 or 

オンデマンド オンデマンド オンデマンド 双方向 or 

オンデマンド オンデマンド 

４ 

12:45～13:35 

現代

文 
数学 古典 化学 AE 数学 体育 数学 

物生 

基礎 

オンデマンド オンデマンド オンデマンド 双方向 OD オンデマンド オンデマンド オンデマンド 双方向 or 

オンデマンド 

５ 

13:45～14:35 

体育 探究 数学 日地 古典 日地 
物生 

研究 

オンデマンド オンデマンド オンデマンド オンデマンド オンデマンド オンデマンド 双方向 or 

オンデマンド 

６ 

14:45～15:35 

保健 探究 LHR AE EP 数学 

オンデマンド オンデマンド  オンデマンド 同時双方向型 オンデマンド 

 

 

 

 



【様式１】 

遠隔授業指導計画書 

 

学校名  沖縄県立開邦高等学校    

 

学 年   １  学年    

 

学 科   芸術  科  

 

時間割  

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

ＳＨＲ 

8:55～9:05 
音楽 美術 音楽 美術 音楽 美術 音楽 美術 音楽 美術 

１ 

9:10～10:00 

音楽 美術 音楽 美術 国語総合 英語Ⅰ 情報 

オンデマンド 同時双方向 オンデマンド 同時双方向 オンデマンド 同時双方向 オンデマンド 

２ 

10:10～11:00 

音楽 美術 現代社会 体育 国語総合 情報 

同時双方向 個別制作 同時双方向 オンデマンド 同時双方向型 同時双方向型 

３ 

11:10～12:00 

音楽 美術 数学Ⅰ 保健 体育 地理 A 

同時双方向 個別対応 オンデマンド オンデマンド オンデマンド オンデマンド 

４ 

12:45～13:35 

生物基礎 英語Ⅰ 現代社会 音楽 美術 数学Ⅰ 

同時双方向 オンデマンド 同時双方向 同時双方向 同時双方向 オンデマンド 

５ 

13:45～14:35 

英語Ⅰ 国語総合 数学Ⅰ 音楽 美術 英語Ⅰ 

オンデマンド 同時双方向型 オンデマンド 同時双方向 個別制作 オンデマンド 

６ 

14:45～15:35 

国語総合 地理 A LHR 音楽 美術 生物基礎 

同時双方向型 オンデマンド  オンデマンド 個別対応 オンデマンド 

 

 

 

 



【様式１】 

遠隔授業指導計画書 

 

学校名  沖縄県立開邦高等学校    

 

学 年    ２ 学年    

 

学 科   芸術  科  

 

時間割  

 １日目 ２日目 ３日目 ４日目 ５日目 

ＳＨＲ 

8:55～9:05 
音楽 美術 音楽 美術 音楽 美術 音楽 美術 音楽 美術 

１ 

9:10～10:00 

地学基礎 世界史 A 音楽 美術 数学 A 音楽 美術 

同時双方向 オンデマンド 同時双方向 同時双方向 オンデマンド 同時双方向 同時双方向 

２ 

10:10～11:00 

体育 家庭 音楽 美術 現代文 音楽 美術 

オンデマンド ｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞ 同時双方向 個別制作 オンデマンド 同時双方向 個別制作 

３ 

11:10～12:00 

保健 家庭 音楽 美術 英語Ⅱ 音楽 美術 

オンデマンド 同時双方向型 同時双方向 個別制作 オンデマンド 同時双方向 個別制作 

４ 

12:45～13:35 

音楽 美術 現代文 音楽 美術 世界史 A 英語Ⅱ 

オンデマンド 同時双方向 オンデマンド オンデマンド 個別対応 オンデマンド オンデマンド 

５ 

13:45～14:35 

音楽 美術 古典 古典 地学基礎 数学 A 

オンデマンド 個別制作 オンデマンド オンデマンド 同時双方向 同時双方向型 

６ 

14:45～15:35 

英語Ⅱ 英語Ⅱ LHR 体育 音楽 美術 

同時双方向型 オンデマンド  オンデマンド オンデマンド 個別対応 

 

 

 


