
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

古典エ 新井 国７ 徒然草 古典A１ 小高 社２ 竹取物語 現文Ｓ 細尾 社４ 論語・孟子

古典ウ 武居 国６ 徒然草 数学β４ 朝倉 数３ ベクトル 現文Ｂ２ 伊藤清 国２ 論語・孟子

現社カ 佐藤 社７ 人権について 数学β５ 竹澤 数４ ベクトル 物理Ａ３ 清水久 物理 円運動

情報イ 細萱 情報 実習 数学β６ 橋本 数２ ベクトル 体育ｄ 田中 グラ ソフトボール

化学ア 山岡 英４ 物質の構成 物理Ａ３ 井口 理講 力のつり合い 体育ｅ 小池忠 小体 バレーボール

家庭科オ 水野 数１ 衣服の役割 音楽Ｂ２３ 藤森秀 音楽 鑑賞（ｵｰｹｽﾄﾚｰｼｮﾝ） 英語ＲＢ１ 大久保 英５ 長文読解

書道Ｂ２３ 小宮山 書道 隷書 英語ＲＡ１ 畠山 英７ ｒｅａｄｉｎｇ

美術Ｂ２３ 平林 美術 スクラッチグラス

英語Ｓ 藤森政 英６ 英語Ⅱ

現代文オ 武居 国６ 羅生門 古典Ｂ１ 矢口 国７ 竹取物語 現代文BC 伊藤清 国２ 論語・孟子

数学ウ 濱恒 数５ ２次関数 世界史ＡＢ２横山 社２ ローマ帝国 政経Ｂ２ 小澤 社６ 経済

数学エ 細萱 数１ ２次関数 世界史Ｓ 矢花 社１ イスラム教 化学Ａ３ 岩波 国４ 芳香族化合物

化学カ 伊藤哲 理講 原子・イオン・分子 日本史ＡＢ２堀内 社５ 律令国家の形成 物理Ａイ 清水久 物理 円運動

英語ア 笠原 英７ 英語Ⅰ 数学β３ 濱勝 数４ ベクトル 生物Ａイ 矢澤 国３ 植物の運動

英語イ 関 英６ 英語Ⅰ 数学β１ 竹澤 数３ ベクトル 生物Ａ３ 高山 地学 細胞の増殖と分化

数学β２ 橋本 数２ ベクトル 体育ｂ 清水一 グラ ソフトボール

生物Ａ３ 高山 地学 細胞の増殖と分化 体育ａ 小池忠 大体 シャトルラン

英語Ａ２ 奥村 英５ 英語Ⅱ 体育ｃ 小笠原 小体 バレーボール

現代文ア 新井 国７ サイボーグとクローン人間現文Ａ２ 小高 社２ 山月記 地理Ａ３ 矢花 社１ 日本の人口問題

古典イ 武居 国６ 徒然草 現文Ｓ 矢口 国２ 山月記 数学δ 藤澤 数３ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

現社ウ 佐藤 社７ 人権について 世界史Ａ３ 横山 社６ ローマ帝国 数学δ 松崎 国１ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

数学カ 橋本 数２ ２次関数 日本史ＢＢ１堀内 社５ 律令国家の形成 数学δ 今井 社４ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

数学オ 濱恒 数５ ２次関数 物理Ａ１ 井口 理講 力のつり合い 数学δ 窪田 数４ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

情報エ 細萱 情報 実習 生物Ｂ２３ 伊藤哲 英４ 細胞の増殖と分化 化学Ａ２ 岩波 国４ 芳香族化合物

地学Ｂ２３ 高山 地学 地震のメカニズム 物理Ａア 清水久 物理 円運動

生物Ａア 矢澤 国３ 植物の運動

音楽 藤森秀 音楽 ソルフェージュと鑑賞

書道 小宮山 書道 任意古典の臨書

美術 平林 美術 課題作成

古典オ 新井 国７ 徒然草 古典Ｂ３ 小高 社２ 竹取物語 現文Ｂ１ 細尾 社４ 論語・孟子

現社イ 佐藤 社７ 人権について 世界史Ａ２ 横山 社１ ローマ帝国 政経Ｂ２ 小澤 社６ 経済

情報ア 細萱 情報 実習 日本史ＢＢ２堀内 社５ 律令国家の形成 数学β 藤澤 数３ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

化学ウ 山岡 英４ 物質の構成 世界史ＢＢ２高木 国４ ローマ帝国 数学β 松崎 国１ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

音楽エカ 藤森秀 音楽 楽典鑑賞 生物Ａ１ 高山 地学 細胞の増殖と分化 数学β 今井 数５ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

書道エカ 小宮山 書道 唐の四大家 保健ｂ 田中 数２ 思春期の性 数学β 窪田 数４ ⅠＡ・ⅡＢ問題演習

美術エカ 平林 美術 平面分割デザイン 保健ｃ 清水一 国６ 思春期の性 英語ＲＢＣ 岡田 英６ 長文読解
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第１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がございます。
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