
1／４

学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

1組 現代文 三澤 315 漢字ドリル／論説文『ものとことば』（鈴木孝夫）

2組 生物基礎 降籏 316 生物の体内環境

コミュ英語α 水野 317 Lesson5 Baobabs in Madagascar

コミュ英語β 前島 318 Lesson5 Baobabs in Madagascar

コミュ英語γ 下平新 319 Lesson5 Baobabs in Madagascar

コミュ英語ア 守屋 418 Lesson 3 Mount Fuji - The Eternal Mountain  

コミュ英語イ 北嶋 407 Lesson 3 Mount Fuji - The Eternal Mountain  

物理基礎 中村祐 311 仕事と力学的エネルギー

農業簿記 高野 706 決算の手続き

森林経営 竹内 705 樹幹解析

インテ計画 古畑良 417 ｲﾝﾃﾘｱの歴史ネオクラシチズム

体育・男 小林 バレーボール

体育・女 安川 ソフトボール

体育・男 小林 バレーボール

体育・女 伊藤 ソフトボール

３組 現代文 田中 406 「山月記」中島敦

4組 政治経済 野口 405 経済成長

９月7日（金）公開授業の時間割及び内容

３年

1年

1限　　８：２０～９：１０

３・４組

２組

３・４組

２年

2組

１組

１組



2／４

学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

1組 家庭基礎 古畑美 315 被服分野

２組 情報 永島 316 RESAS調査まとめ・発表

3組 現代社会 丸山 317 宗教について

４組 地理A 小澤 318 気候について

１組 現代文 矢嶋 414 『日本人の「自然」』（木村敏）

コミュ英語α 守屋 418 (Provision)  Lesson 1 The Freedom to be Yourself

コミュ英語β 北嶋 407 Lesson 5  Eye Contact

３組 世界史A 高橋 416 西アフリカ・北アフリカの文明

4組 化学基礎 降籏 417 化学結合

英語表現α 宮澤 505 接続詞の用法

英語表現β 下平新 408 関係詞の用法・接続詞の用法

政治経済 野口 501 金融

文・数学Ⅱ 橋爪 504 数学演習

理・数学Ⅱ 進藤 503 受験問題演習（指数･対数関数）

理・数学Ⅲ 矢田 506 定積分

森林 課題研究
中村・高野・岩
崎・大西・竹
内・植原・唐澤

丘の上、新開キャンパス　教室、実習施設にてテーマ毎に調査・研究

インテ 課題研究

三井・高木・古
畑良・鳥羽・太
目・久保田・早
川

各班ごと実習

１年

３年

２限　　９：２０～１０：１０

２年

２組

１組

２組



3／４

３限　　１０：３５～１１：２５

学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

1組 数学 永島 315 数学A「集合の要素の個数」

コミュ英語α 水野 316 Lesson3 Soccor Uniforms Say a lot about Countries

コミュ英語β 前島 314 Lesson3 Soccor Uniforms Say a lot about Countries

体育・男 安川 バレーボール

体育・女 伊藤 ソフトボール

数学ア 下平哲 414 対数関数

数学イ 押澤 408 対数関数

２組 保健 小林 415 加齢と健康

　 国語α 矢嶋 416 『安心について』（廣淵升彦）

３・４組 国語β 三澤 417 『安心について』（廣淵升彦）

国語γ 杉村 413 『安心について』（廣淵升彦）

政治経済 野口 505 財政

理・理数生物 降籏 319 生殖と発生

理数物理 中村祐 311 直流回路

文・古典B 田中 504 大鏡「道長の剛胆」

理・英表 宮澤 503 関係詞の用法・接続詞の用法

森林 課題研究
中村・高野・岩
崎・大西・竹
内・植原・唐澤

丘の上、新開キャンパス　教室、実習施設にてテーマ毎に調査・研究

インテ 課題研究

三井・高木・古
畑良・鳥羽・太
目・久保田・早

川

各班ごと実習

１年

3・4組

2年

　 　２組

３年

  2組　

１組

１組



4／４

４限　　１１：３５～１２：２５

学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

２組 古典 杉村 316 『伊勢物語』より「東下り」（第九段）

数学α 永島 317 2次関数の最大値・最小値

数学β 橋爪 318 2次方程式・2次不等式

数学γ 鈴木朝 319 ２次関数の最大値・最小値

体育・男 伊藤 バレーボール

体育・女 小林 ソフトボール

文・古典 矢嶋 408 『徒然草』（兼好法師）

理・古典 三澤 415 『徒然草』（兼好法師）

３組 家庭総合 古畑美 416 食物分野

４組 世界史A 高橋 417 西アジア・北アフリカの文明

文・古典B 田中 506 大鏡「道長の剛胆」

理数化学 巣山 203 有機化学

文・コミュ英 宮澤 504 Lesson 1 Secrets of Lucky People

生物 降籏 503 生殖と発生

物理 中村祐 311 直流回路

森林 課題研究
中村・高野・岩
崎・大西・竹
内・植原・唐澤

丘の上、新開キャンパス　教室、実習施設にてテーマ毎に調査・研究

インテ 課題研究

三井・高木・古
畑良・鳥羽・太
目・久保田・早
川

各班ごと実習

２組

２組

１年

3・4組

３年

１組

２年

１組



5／４

５限 　１３：２５～１４：１５

学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

１組 コミュ英語 前島 315 Lesson4 Beavers, Engineers of the Forest

２組 家庭基礎 古畑美 316 被服分野

国語α 杉村 317 『鍋洗いの日々』（村上信夫）

国語β 三澤 318 『鍋洗いの日々』（村上信夫）

国語γ 矢嶋 319 『鍋洗いの日々』（村上信夫）

理数地学 花井 501 地層の形成

理数物理 中村祐 311 熱と温度

数学x 下平哲 415 三角関数

数学y 押澤 408 三角関数

３組 化学基礎 降籏 416 化学結合

4組 保健 伊藤 417 加齢と健康

コミュ英α 下平新 505 Lesson 2  The Art of Choosing

コミュ英β 宮澤 407 Lesson 2  The Art of Choosing

文・数学Ⅰ 鈴木朝 314 数学ⅠA演習

文・数学Ⅱ 橋爪 504 数学演習

理・数特Ⅱ 進藤 503 受験問題演習（指数･対数関数）

理・数特Ⅲ 矢田 506 定積分

森林 総合実習
大西・竹内・
植原・唐澤

新開キャンパスにて実習

実習P 三井・高木・古畑良 604 卒業制作

実習D 太目・久保田 807 卒業制作

２組

インテ

１年

２年 ２組

３年

１組

3・4組

１組



6／４

６限 　１４：２５～１５：１５

学年 クラス 講座 担当者 教室 内　容

１組 現代社会 高橋 315 基本的人権の尊重

数学い 橋爪 316 集合と命題

数学ろ 鈴木朝 314 集合と命題

３組 家庭総合 古畑美 317 被服分野

４組 現代社会 丸山 318 宗教について

１組 課題研究
奥原・川越・巣
山・中村・降旗・

依田
202,203,311 各グループでの活動

体育・男 安川 バレーボール

体育・女 柳瀬 ソフトボール

コミュ英語α 水野 416 Lesson 4  Nobel Prize Episodes

コミュ英語β 北嶋 417 Lesson 4  Nobel Prize Episodes

コミュ英語γ 守屋 418 Lesson 4  Nobel Prize Episodes

理数数学ア 矢田 506 数学ⅡB問題演習

理数数学イ 進藤 505 定積分

理・コミュ英 下平新 503 Lesson 1 Secrets of Lucky People

森林 総合実習
大西・竹内・
植原・唐澤

新開キャンパスにて実習

実習P 三井・高木・古畑良 604 卒業制作

実習D 太目・久保田 807 卒業制作

インテ

１年

２年

３年

１組

２組

２組

２組

3・4組


