
学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

1組 現代文 米山 315 水の東西

2組 情報 永島 412 情報モラルの基本

　３・４組
森林環境科

森林科学
大西
植原

新開 　演習林の説明

３･４組
インテリア科

エレメント生産 高木 317 木材加工の基礎

数学Ｘ 鈴木朝 415 式と証明

数学Y 押澤 413 式と証明

３組 家庭総合 大月 416 高齢社会

４組 世界史Ａ 小澤 417 先史／東アジア史

１組 古典Ｂ 甕 506 敬語小テスト　「発心集」鴨長明　

理・理数物理 中村祐 505 反発係数

理・理数生物 降籏 503 細胞膜の働きとタンパク質

３組 現代文 巣山俊 406 最初のペンギン

４組 政治経済 小林史 405 資本主義経済の成立と変容

４月２０日（土）　公開授業の時間割及び内容　　　　　　（自習講座は掲載なし）

３年

２年

1限（月①）　８：２０～９：０５

1年

2組

１・２組



学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

1組 理数数学Ⅰ 進藤 315 数と式

コミュ英α 大塚 316 A Smile Is the Best Greeting!

コミュ英β 長尾 314 A Smile Is the Best Greeting!

３・４組
森林環境科

森林科学
大西
植原

新開 演習林の説明

３･４組
インテリア科

インテリア計画 鳥羽 317 インテリア計画　概要

理数数学Ⅱア 鈴木朝 414 式と証明

理数数学Ⅱイ 押澤 413 図形と方程式

英語表現α 前島 415 動詞を決める①　How did your work experience go ?

英語表現β 中條 418 動詞を決める①　How did your work experience go ?

３組 世界史Ａ 小澤 416 先史

４組 化学基礎 花井 203 物質の分離（実験）

　数学Ⅲ 矢田 503 数学Ⅲ　数列の極限

数学研究Ⅲ 下平 504 数学Ⅱ　積分法

政治経済 野口 408 経済主体

Ｂ選択 専門科３・４組と同受講（ライフスポーツ、工業デザイン、応用芸術音楽）

国語表現α 日下部 406 短歌の鑑賞

国語表現β 米山 405 短歌の鑑賞

ライフスポーツ 小林浩 大体育館 軽スポーツ

情報処理 髙野 811 パソコン実習

工業デザイン 早川 807 色はなぜ見えるのか

応用芸術　音楽 根間 音楽室 器楽演奏

応用芸術　美術 鈴木敏 美術室 デッサン

3年

１年

１組

３・４組
森林環境科
インテリア科

２年

２限（月②）　９：１５～１０：００

２組

２組

２組



学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

1組 情報 永島 412 情報モラルの基本

2組 生物基礎 川越・岡本 202 顕微鏡の使い方

　３組 現代社会 丸山 317 環境問題

音楽 根間 音楽室 校歌、ギター演習

美術 鈴木敏 美術室 人体クロッキー

文　古典Ｂ 巣山俊 414 『竹取物語』より「かぐや姫の昇天」

理　古典Ｂ 杉村 314 『竹取物語』より「かぐや姫の昇天」

体育　男 小林浩 大体育館 スポーツテスト

体育　女 伊藤 大体育館 スポーツテスト

３組
森林環境科

森林科学
中村長
唐澤

704 リーダーシップ、林業関係ＤＶＤ

４組
森林環境科

情報処理 髙野 811 パソコン実習

実習Ｄ
鳥羽

久保田
807 ポスタリゼーション

製図Ｐ 早川 804 レタリング

1組 現代文 日下部 505 評論「写真の持つ力」を読む

　古典A 米山 408 伊勢物語　「渚の院」

理　数特論Ⅱ 下平 504 数学Ⅱ　積分法

理　数特論Ⅲ 矢田 503 数学Ⅲ　数列の極限

生物基礎 降籏 406 細胞とエネルギー

物理基礎 中村祐 313 有効数字の扱い

フードデザイン 大月 405 食生活と健康

ウッディクラフト 大西 新開 木製プレートの作成

測量 木下 705 平板測量

伝統工芸 三井 604 家具設計

ＣＡＤ製図 宮下 803 作図

3年

３限（月③）　１０：２５～１１：１０

1年

２年

４組

1組

２組

３・４組
インテリア科

2組

3・４組



１組 理数生物 川越・岡本 202 顕微鏡の使い方

２組 現代文 甕 316 「水の東西」(比較文化論)

コミュ英Ⅰα 大塚 317 Kerama Blue

コミュ英Ⅰβ 長尾 318 Kerama Blue

コミュ英Ⅰγ 中條 319 Kerama Blue

体育　男 森 大体育館 体つくり運動

体育　女 安川 大体育館 体つくり運動

文　古典Ｂ 杉村 415 『竹取物語』より「かぐや姫の昇天」

理　古典Ｂ 巣山俊 418 『竹取物語』より「かぐや姫の昇天」

３組
森林環境科

情報処理 髙野 811 パソコン実習

４組
森林環境

科
森林科学

中村長
唐澤

704 リーダーシップ、林業関係ＤＶＤ

実習Ｄ
鳥羽

久保田
807 ポスタリゼーション

製図Ｐ 早川 804 レタリング

世界史Ｂ 小澤 505 近世ヨーロッパ

日本史Ｂ 小林史 503 江戸時代の庶民

地理Ｂ 丸山 508 都市の問題

世界史Ｂ 小澤 505 近世ヨーロッパ

日本史Ｂ 小林史 503 江戸時代の庶民

文　地理Ｂ 野口 508 都市の問題

生物基礎 降籏 406 細胞とエネルギー

物理基礎 中村祐 313 次元と単位系

フードデザイン 大月 405 食生活と健康

ウッディクラフト 大西 新開 木製プレートの作成

測量 木下 705 平板測量

伝統工芸 三井 604 家具設計

ＣＡＤ製図 宮下 803 作図

２年

１年

3年

４限（月④）　１１：２０～１２：０５

　３・４組

1組

2組

３・４組
インテリア

科

３・４組

1組

2組


