
第１回　授業公開の授業内容についてのお知らせ

5月22日（土）に行われます授業公開の授業内容です。

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

現代文４ 郷原 国４ 小説『羅生門』 古典A３ 丸山 社６ 「竹取物語」 古講 細尾 社２ 史記

世界史３ 佐藤 国７ 民主政治の基本原理 日本史Ｂ１２堀内 社７ 世界とつながる日本 古典S 伊藤清 国２ 孟子

数学Ａ 林 数５ 順列組合せ 世界史B２ 小嶋 社５ 東アジア世界と日本 地理A2 矢花 社１ 人口問題

家庭科２ 高木 国６ 衣生活を営む 数学Ｂβ４ 橋本 数２ 数列 体育ｆ 田中 グラウンド
ソフトボール（雨天時バド
ミントン小体)

音楽５６ 藤森秀 音楽 音検について,鑑賞交響曲 数学Ｂβ５ 朝倉 数３ 数列 体育ｇ 鷹野 大体 バレーボール

美術５６ 上原 美術 デザイン基礎練習 数学Ｂβ６ 松﨑 数１ 数列 化学A１ 岩波 理講 気体の性質

書道５６ 小宮山 書道 楷書の字形について 情報地理A１横山 社４ 小地形の課題調査と発表 生物B1 矢澤 国３ ホメオスタシス

物理SA 井口 物理 気柱の振動 地学B1 高山 地学 恒星の明るさと距離

現代文３ 小高 国７ 小説『羅生門』 古典A2 丸山 社６ 「竹取物語」 日本史イ 堀内 社４ 立憲国家の成立

英語５ 大久保 国２ 読解(ｱﾌﾞ･ｼﾝﾍﾞﾙ神殿) 体育a 清水 大体 スポーツテスト　シャトルラン 世界史B 佐藤 社５ 環大西洋革命

英語６ 関 英６ 読解(ｱﾌﾞ･ｼﾝﾍﾞﾙ神殿) 体育b 小原 大体 スポーツテスト　シャトルラン 政経イ 二木 社７ 市場経済

音楽１２ 藤森秀 音楽 音検について,交響曲について 体育c 鷹野 大体 スポーツテスト　シャトルラン 数学α１ 濱恒 数５ 数Ⅲ

美術１２ 上原 美術 デザイン基礎練習 物理A３ 伊藤哲 物理 音波 数学α２ 松崎 数２ 数Ⅲ

書道１２ 小宮山 書道 唐の四大家 生物Ｂ２３ 日達 国３ 体細胞分裂 数学α３ 細萱 数１ 数Ⅲ

家庭科４ 高木 国６ 衣生活を営む 地学B２３ 高山 地学 地球の内部構造 数学α４ 濱勝 数３ 数Ⅲ

現代文１ 小高 社２ 小説『羅生門』 現代文B1 丸山 社６ 「マンモスの歩いた道」 現代文A2 細尾 国１ 檸檬

古典５ 郷原 国２ 徒然草 古典SA 伊藤清 国４ 「竹取物語」 現代文BC 新井 国７ 檸檬

世界史６ 小嶋 英６ 民主政治の基本原理 保健d 田中 国６ 結婚生活と健康 地理A3 矢花 社１ 人口問題

数学Ⅰ 今井 数４ 因数分解 保健e 清水 数３ 結婚生活と健康 政経B2 二木 社７ 市場経済

数学Ａ 林 数５ 順列組合せ 英語A1 岡田 英５ リーディング 英語R1 笠原 英７ リーディング

英語２ 関 社５ 読解(ｱﾌﾞ･ｼﾝﾍﾞﾙ神殿) 英語B３ 畠山 英４ リーディング 英語R2 奥村 社４ リーディング

情報A3 橋本 情報処理室 情報モラル 英語R3 塩野 国３ リーディング

古典３ 郷原 国７ 徒然草 古典B1 武居 国１ 「竹取物語」 政経ロ 二木 社７ 市場経済

現社４ 小嶋 国４ 民主政治の基本原理 数学Ｂβ１ 橋本 数２ 数列 政経ハ 横山 社４ 財政のしくみ

世界史１ 佐藤 社２ 民主政治の基本原理 数学Ｂβ２ 朝倉 数３ 数列 日本史ロ 堀内 社５ 立憲国家の成立

化学２ 吉田 国２ 物質量と化学反応式 数学Bβ３ 矢田 数１ 数列 地理ロ 矢花 社１ 人口問題

化学６ 高山 地学 物質量と化学反応式 物理A2 井口 物理 うなり 英語R7 塩野 英４ リーディング

家庭５ 高木 国６ 衣生活を営む 生物SA 矢澤 国３ 生体を構成する物質 英語R8 笠原 英７ リーディング

英語R9 奥村 英６ リーディング

物理A2 伊藤哲 理講 円運動
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