
金④
学年 組・講座 科目 担当者 授業場所 内容

１組 現代文 柳澤 １－１ 水の東西

２組 現代社会 有吉 １－２ 自習

３組 C英語Ⅰ 飯島 １－３ Lesson2

４組 現代文 栗原 １－４ 「水の東西」

５組 化学基礎 矢嶋 地学教室 電子配置

１組 保健 綿貫 ２－１ 妊娠・出産と健康

２組 現代文 今井 ２－２ 小説読解

３組 情報 伊藤 パソコン室 表計算

４組 家庭科 赤穂 ２－４ 労働と生活時間

石井 ２－５ Listening　助動詞・受け身

小山綾 ２－６ Listening　助動詞・受け身

山口 ２３８ Listening　助動詞・受け身

英研δ 山中 ３－１ Chapter6

政経δ 工藤 社会科教室 戦後国際政治の展開

数研δ 藤沢 ３－２ ２次関数のグラフ

横山 ３－３ Lesson3　Part1

小林 ３－４ Lesson3　Part1

E 数研E 宮坂 ３－５ 数学Aの問題演習

F 数研F 湯本 ３－６ 問題演習

G 化学G 矢口 ２２８ 自習

金⑤ 金⑥
学年 組・講座 科目 担当者 授業場所 内容 学年 組・講座 科目 担当者 授業場所 内容

市川 １－１ 命題と条件 １組 英表Ⅰ 石井 １－１ Lesson2

湯本 １－２ 命題と条件 ２組 現代文 栗原 １－４ 「水の東西」

池内 １－３ 命題と条件

横田 ２４７ 命題と条件

４組 生物基礎 町田 １－４ 生命活動とエネルギー

５組 現代社会 有吉 １－５ 自習 ５組 C英語Ⅰ 飯島 １－５ Lesson2

A 数学Ⅱ 藤沢 ２－１ 高次方程式 A 古典 今井 ２－１ 「夏ゆゑに命を失ふこと」

B 日本史B 中村 ２－２ 大宝律令と官僚制 B 数学Ⅱ 藤沢 ２－２ 高次方程式

C 地理A 村田 ２－３ グローバル化が進む世界 C 地学基礎 矢嶋 地学教室 プレートの運動

D 日本史B 齋藤 ２－４ 大宝律令と官僚制 D 古典 小山洋 ２－４ 「敢へて飾詐する無し」

E 数学ⅡB 渡辺 ２－５ 円の方程式 E 生研 町田 ２－５ タンパク質の構造と酵素

F 古典 小山洋 ２－６ 「敢へて飾詐する無し」 F 数学ⅡB 市川 ２－６ 図形と方程式

G 化研 藤森 ２３８ 酸化・還元反応 G 物研 伊藤 物理教室 いろいろな力

１組 現代文 澤野 ３－１ 評論「身体の疎外」 フードβ 赤穂 ３－１ 炭水化物

２組 現代文 原田 ３－２ 評論「身体の疎外」 政経β 中村 ３－２ 戦後の国際政治～冷戦～

横山 ３－３ Reading Focus7 倫理β 工藤 社会科教室 ギリシャ哲学

小林 ３－４ Reading Focus7 探生β 市村 生物教室 顕微鏡観察とミクロメーター

山中 ２４８ Reading Focus7 古研β 原田 ３－５ 古文「蜻蛉日記」

地研β 村田 ３－６ 世界のエネルギー・鉱山資源

C 数研 宮坂 ３－３ 数学Ⅰの問題演習

D 数研 矢口 ３－４ 自習

平成３１年度　学校公開（５／２５）授業時間割一覧

体育Ⅲ
佐治木
竹内
綿貫

５，６組男女選択種目
男　　　ソフトボール  　　　野球グラウンド西
男女　 テニス　　　　　　　 テニスコート
女　　　バレーボール      第一体育館

自習のため非公開の授業もありますが、原則として、全て
の授業を公開しておりますので、ご自由にご覧ください。
当日受付にて校舎内の案内図を配布いたしますのでご参考
にしていただければと思います。

なお、当日お帰りの際にはアンケート用紙に感想等をご記
入を頂ければありがたいと思います。
今後の教育活動の参考にさせていただきます。

佐治木
竹内
綿貫

３組　　男　 テニス　　　　　  テニスコート
４組　　男　 ソフトボール　  野球グラウンド西
３，４組女　 バレーボール   第一体育館

２年 ２年

３年 ３年

A
B
E
F
G

３組
４組

C英語Ⅲ

５組
６組

C
D

英表Ⅱ

第２時限（１０：１０～１１：００） 第３時限（１１：１０～１２：００）

１年

１組
２組
３組

数学ⅠA

１年 ３組
４組

体育Ⅰ

３年

A
B

第１時限（９：１０～１０：００）

１年

２年

５組
６組

英表Ⅱ


