
科目 担当者 教室 内容 科目 担当者 教室 内容 科目 担当者 教室 内容

現社カ 堀内 社１ 基本的人権の保障 物理Ａ３ 清水久 物理波動 古典Ｓ 新井 国６ 源氏物語

朝倉 生物Ｓ 矢澤 数１ 動物の発生のしくみ 世界史Ｂ１ 駒瀬 社７ 五・四運動

澤柳 音楽Ｂ１ 藤森秀 音楽 リコーダー４重唱・鑑賞 化学Ａ３ 岩波 国３ 高分子化合物

数学ウ 濱勝 数４ 数学Ａ確率 書道Ｂ１ 上島 書道調和体 物理Ａ１ 井口 物理電磁誘導の法則

数学オ 濱恒 数２ 数学Ａ確率 美術Ｂ１ 平林 美術立体・石・ﾒﾀﾓﾙﾌｫｰｼｽ 生物Ｂ３ 小池良 国４ 問題演習

理科ア 山岡 数５ 酸化還元 英語Ｂ２ 伊藤哲 英５ 読解 体育ｅ 小池忠

英語Ｂ３ 大島 英４ 読解 体育ｄ 小笠原

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ水野 図書調べ学習

現代文オ 小高 社２ 夢十夜 古典Ｂ３ 細尾 社４ 大和物語 現代文Ａ３ 矢口 国７ 癒しとしての死の哲学

朝倉 古典Ａ１ 伊藤清 国２ 大鏡 政経③Ｂ２３Ｃ小澤 社６ 国際経済

澤柳 生物Ａ３ 矢澤 理講動物の発生のしくみ 日本史Ｂ２３Ｃ堀内 社１ 戦時下の日本

数学ア 濱勝 数４ 数学Ａ確率 体育ｇ 清水一 化学Ａ２ 岩波 国３ 高分子化合物

数学エ 濱恒 数２ 数学Ａ確率 体育ｆ 小笠原 英語５ 轟 英４ 読解

理科カ 原 地学酸化還元 英語Ｂ１ 大島 国１ 読解 英語６ 畠山 英７ 読解

英語４ 笠原 英６ 読解

現代文ア 小高 社２ 夢十夜 古典Ｓ 細尾 社４ 大和物語 現代文Ｂ２ 矢口 国７ 癒しとしての死の哲学

理科エ 山岡 理講酸化還元 古典Ａ２ 伊藤清 国２ 大鏡 現代文Ｂ３ 新井 国６ 癒しとしての死の哲学

体育ｆ 田中 数学α１ 藤澤 数３ 数Ⅱ三角関数 数学Ⅲα１橋本 数５ 数Ⅲ積分法応用

体育ｇ 小池忠 数学α２ 澤柳 数４ 数Ⅱ三角関数 数学Ⅲα２久保田 国１ 数Ⅲ積分法応用

英語ウ 高嶋 英４ 英語Ⅰ 生物Ｂ２３ 井口 国３ メンデルの遺伝の法則 数学Ⅲα３篠島 数１ 数Ⅲ積分法応用

家庭科イ 水野 社５ 調理実習の計画 地学Ｂ２３ 原 地学地質図の作図 数学Ⅲα４松崎 数２ 数Ⅲ積分法応用

英語Ａ３ 伊藤哲 英５ 読解

朝倉 古典Ｂ１ 細尾 社４ 大和物語 現文Ｂ１ 新井 国６ 癒しとしての死の哲学

澤柳 科学英語入門 物理 ＡＬＴによる連携講座 政経②Ｂ２３Ｃ小澤 社６ 国際経済

数学イ 濱勝 数４ 数学Ａ確率 音楽Ｂ２３ 藤森秀 音楽 リコーダー４重唱・鑑賞 世界史Ｂ２３Ｃ駒瀬 社１ 五・四運動

数学カ 濱恒 数２ 数学Ａ確率 書道Ｂ２３ 上島 書道調和体 化学Ｓ 岩波 国３ 高分子化合物

理科オ 山岡 数５ 酸化還元 美術Ｂ２３ 平林 美術立体・石・ﾒﾀﾓﾙﾌｫｰｼｽ 物理Ａ２３ 井口 理講ホール効果・ｻｲｸﾛﾄﾛﾝ

体育ｅ 清水一 英語Ａ２ 伊藤哲 英５ 読解 生物Ａ２３ 小池良 国４ 問題演習

体育ｄ 小笠原 英語Ａ１ 大島 英４ 読解

古典エ 小高 社２ 伊勢物語 日本史Ｂ１ 小澤 社６ 鎌倉時代 現代文Ａ２ 矢口 国７ 癒しとしての死の哲学

現社イ 堀内 社１ 基本的人権の保障 科学英語入門 物理 ＡＬＴによる連携講座 現代文Ａ１ 新井 国６ 癒しとしての死の哲学

理科ウ 原 地学酸化還元 数Ⅱα３ 藤澤 数３ 数Ⅱ三角関数 数Ⅱω１ 橋本 数５ 数Ⅱ問題演習

英語Ｒア 藤森政 英６ 英語Ⅰ 数Ⅱα４ 朝倉 数１ 数Ⅱ三角関数 数Ⅱω２ 久保田 国１ 数Ⅱ問題演習

家庭科オ 水野 社５ 調理実習の計画 物理Ａ３ 清水久 理講波動 数Ⅱω３ 篠島 数４ 数Ⅱ問題演習

体育ｅ 田中 数Ⅱω４ 松崎 数２ 数Ⅱ問題演習

体育ｄ 小笠原 化学Ａ３ 岩波 国３ 高分子化合物

物理Ｓ 井口 国２ 電磁誘導の法則

生物Ｓ 小池良 国４ 問題演習

音楽ＢＣ 藤森秀 音楽合唱・鑑賞

書道ＢＣ 上島 書道古典臨書

美術ＢＣ 平林 美術自由テーマ（個人）

情報エ 情報 ｸﾞﾙｰﾌﾟ別調べ学習

マラソン６㎞コース

マラソン４㎞コース

情報イ 情報 ｸﾞﾙｰﾌﾟ別調べ学習

第２回　授業公開日授業内容
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※授業の進行などにより、当日の授業内容が変わることもございます。
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マラソン４㎞コース

マラソン６㎞コース

マラソン11㎞コース

情報ア 情報 ｸﾞﾙｰﾌﾟ別調べ学習
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