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古典２ 小高 社５ 土佐日記 現代文SA 武居 国１ 評論 古典あ 新井 国７ 源氏物語

現社３ 佐藤 社１ 日本国憲法 現代文B３ 丸山 社６ 評論 古典い 細尾 国４ 源氏物語

数学A５ 林 国２ 確率・論証 情報A２ 橋本 数２ プレゼンテーション 古典う 伊藤清 社７ 源氏物語

化学４ 高山 地学 酸化還元と電池電気分解物理A１ 井口 物理 運動の法則 数学δ１ 濵恒 数５ 演習

英語１ 大久保 社２ Reading 生物B１ 日達 国３ 遺伝 数学δ３ 細萱 数４ 演習

家庭科６ 高木祐 調理 食べることと健康 英語A３ 岡田 英４ Reading 数学δ４ 濱勝 数３ 演習

英語B２ 高嶋 英５ Reading 数学δ２ 松崎 数１ 演習

化学S 岩波 理講 高分子

音楽BC 藤森秀 音楽 ギターアンサンブル

古典１ 郷原 社２ 土佐日記 古典B３ 伊藤清 国７ 源氏物語 政経B２ 二木 社７ 日本経済の課題

現社６ 小嶋 英６ 日本国憲法 現代文B２ 丸山 社６ 評論 物理A３ 伊藤哲 理講 熱と物質の状態

数学２ 今井 数４ 三角比 情報B１ 橋本 数２ プレゼンテーション 生物A３ 矢澤 国３ 発生の問題

化学５ 吉田 国２ 酸化還元と電池電気分解数ⅡS 矢田 数１ 問題演習 体育a 鷹野 マラソン６ｋｍ

英語３ 大久保 社１ Reading 物理A２ 井口 物理 運動の法則 体育c 田中 (雨天時大体育館）

英語４ 関 国４ Reading 生物A３ 日達 数３ 発生 体育b 清水 　(20分間走)

音楽AA１ 藤森秀 音楽 ギターアンサンブル 英語R５ 塩野 英４ 長文読解演習

書道AA１ 荻原 書道 金文を用いたインテリア作品創作 英語R４ 奥村 英５ 長文読解演習

英語R６ 笠原 英７ 長文読解演習

現代文６ 郷原 英６ 小説 古典B２ 武居 国１ 源氏物語 化学A３ 岩波 理講 高分子

古典４ 小高 国４ 土佐日記 地理A２ 横山 社１ 世界の気候 生物B２ 矢澤 国３ 発生の問題

現社５ 小嶋 国２ 日本国憲法 数学Bβ８ 松﨑 数３ ベクトル 体育e 清水 マラソン４ｋｍ

現社１ 佐藤 社２ 日本国憲法 数学Bβ７ 橋本 数２ ベクトル 体育d 小原 (雨天時大体育館20分間走)

化学２ 吉田 数５ 酸化還元と電池電気分解数学Bβ９ 矢田 数１ ベクトル 英語Wβ4 塩野 英７ 英作文演習

家庭科３ 高木祐 調理 食べることと健康 生物A１ 日達 数４ 発生 英語Wα１ 奥村 英４ 英作文演習

英語SA 畠山 社４ Reading 英語Wβ１ 松下 英５ 英作文演習

現代文４ 郷原 国４ 小説 古典A３ 丸山 社６ 源氏物語 古典講読 細尾 社２ 史記

現社３ 佐藤 国７ 日本国憲法 地理Ａ１ 横山 社４ 世界の気候 古典S 伊藤清 国２ 源氏物語

数学A１ 林 数５ 確率・論証 世界史B２ 小嶋 社５ ヨーロッパ世界 地理A２ 矢花 社１ ヨーロッパ地誌

音楽５６ 藤森秀 音楽 ギターアンサンブル 数学Bβ６ 松﨑 数１ ベクトル 化学A１ 岩波 理講 高分子

音楽５６ 藤森秀 音楽 ギターアンサンブル 数学Bβ４ 橋本 数２ ベクトル 地学BB１ 高山 地学 問題演習

家庭科２ 高木祐 調理 食べることと健康 数学Bβ５ 朝倉 数３ ベクトル 生物BB１ 矢澤 国３ 発生の問題

物理SA 井口 物理 運動の法則 体育g 鷹野 マラソン４ｋｍ

体育f 田中 (雨天時大体育館20分間走)

４
時
限
(Ｓ1)

10月16日(土)に行われます授業公開当日の授業内容です。 長野県諏訪清陵高等学校
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第2回授業公開日の授業内容について


