
学年 クラス・講座 文系・理系 授業教科・科目 担当者 教室 授業内容

数学Ⅰ 市村 308 恒等式、等式の証明

生物基礎 小川 309 生物の体内環境

コミュニケーション英語Ⅰ 島倉 208 Lesson 5 Chocolate: A story of Dark and Light Part4

現代社会 小池直 209 国際政治の動向

大体育館 男子バレーボール

グラウンド 女子ソフトボール

英語キャリアプロジェクトⅠ 徳田・マシュー LL教室 Debate introduction

J 数学Ⅱ 瀬木 304 積分

R 数学Ⅲ 谷口 306 式と曲線

S 数学Ⅲ 永井 307 式と曲線

２組 Ｋ 古典 山﨑 301 四面楚歌（『史記』）

３組 L 古典 河原田 305 小柴垣のもと（『源氏物語』）

４組 ＰＱａ 物理基礎 神津 物理教室 波の性質

５組 ＰＱｂ 物理基礎 水津 理科講義室 仕事とエネルギー

L1 生物 伊藤 生物教室 共通テスト対策（単元別問題の演習と解説。DNA、転写、翻訳）

世界史B 武田正 社会科教室 第一次世界大戦後の世界

地理B 竹村 102 世界の都市・生活文化

日本史B 島田厚 310 二つの世界大戦とアジア

倫理 松本 101 近現代の日本思想

タ コミュニケーション英語Ⅲ 小林正 204 Chapter1０「オンカロ」

チ コミュニケーション英語Ⅲ 真篠 205 Chapter13「行動の背景」

ツ コミュニケーション英語Ⅲ 東 311 リーディングChapter12 『AIと仕事』

S3 ナ 数学 平塚 206 数学的帰納法，数列の応用　問題演習

S4 地理B 武田圭 207 世界の都市・生活文化

学年 クラス・講座 文系・理系 授業教科・科目 担当者 教室 授業内容

英語キャリアプロジェクトⅠ 島倉・マシュー LL教室 Debate introduction
古典 佐藤理 309 伊勢物語　芥川
古典 穂谷 208 伊勢物語　芥川

コミュニケーション英語Ⅰ 夏目 209 Lesson 5 Chocolate: A story of Dark and Light
数学Ⅰ 上原 105 恒等式、等式の証明

美術 恩澤 美術室 デザイン基礎
音楽 水野 音楽室 第9の練習
書道 丹野 書道室 漢字の書 行書「王羲之から学ぶ行書古典」

数学A 矢澤慎 107 空間図形
１組 J 日本史B 北澤 304 鎌倉時代の社会と文化

２組 K 数学Ⅱ 瀬木 301 積分

３組 L 世界史B 松本 305 中世ヨーロッパ

４組 P 数学B 永井 303 ベクトル

５組 Q 英語表現Ⅱ 藤田 302 15. 会話表現

古典 河原田 310 小柴垣のもと（『源氏物語』）

古典 塚田 306 小柴垣のもと（『源氏物語』）

古典 山﨑 307 小柴垣のもと（『源氏物語』）

ア 英語表現Ⅱ 西澤 103 英作文16章「重要表現(1)」

イ 英語表現Ⅱ 小林正 203 英作文17章「重要表現(２)」

カ 英語表現Ⅱ 徳田 102 英作文12章「重要表現(２)」

キ 英語表現Ⅱ 東 311 ライティング第12章『仮定・条件の応用』

タ 物理 井手 地学教室 原子と原子核

生物 小川 生物教室 問題演習『代謝』

S2 チ 数学 徳竹 205 数学的帰納法，数列の応用　問題演習

S3 ナ 物理 神津 物理教室 電子と光

S4 現代文 佐藤博 207 問題演習

学年 クラス・講座 文系・理系 授業教科・科目 担当者 教室 授業内容

大体育館 男子バレーボール

グラウンド 女子ソフトボール

家庭総合 小澤 208 たんぱく質・無機質

数学Ⅰ 矢澤慎 209 恒等式、等式の証明

現代文 佐藤理 105 小説　とんかつ

数学Ⅰ 上原 106 恒等式、等式の証明

生物基礎 小川 107 生物の体内環境

１組 A 現代文 山﨑 301 科学・技術の歴史の中での社会

２組 B 現代文 塚田 302 科学・技術の歴史の中での社会

３組 コミュニケーション英語Ⅱ 熊井 303 Lesson 7 The Power of Choosing

４組 DE 総合的な探究 海沼・松本 304 課題研究発表会に向けての準備

５組 ED 総合的な探究 相馬・北澤 305 課題研究発表会に向けての準備

６組 保健 笠井 306 社会生活と健康（環境関連）

７組 英語キャリアプロジェクトⅡ 矢澤德 LL教室 ビデオ・プレゼンテーション

世界史B 武田正 社会科教室 第一次世界大戦後の世界

地理B 竹村 203 世界の都市・生活文化

日本史B 島田 102 二つの世界大戦とアジア

政治経済 小池直 101 現代経済のしくみと特質

タ 英語表現Ⅱ 西澤 204 英作文17章「重要表現(2)」

チ 英語表現Ⅱ 小林正 205 英作文15章「譲歩の表現」

ツ 英語表現Ⅱ 清水 311 英作文17章「重要表現(2)」

S3 地理B 武田圭 206 世界の都市・生活文化

S4 数学 平塚 207 数学的帰納法，数列の応用　問題演習

１組
２組
３組

６組

５組

７組

R３年度　１０月１３日（水）　公開授業　時間割
１時限目　B週水曜①授業　（ 8:55-9:50 ）

1

１組

２組

３組

４組

５組

６組
体育 相澤・井出

７組

１組
６組
７組

体育 相澤・井出

3

2

L2
L3

S1s
S1p
S2

３時限目　B週水曜③授業　（ 11:05-12:00 ）

2

3

L1
L2
L3

６組
７組

RＳ

S1s
S1p

２時限目　B週水曜②授業　（ 10:00-10:55 ）

1
４組

1

１組

２組

３組

４組

５組

６組

７組

2

3 S1s
S1p
S2

L1
L2
L3



学年 クラス・講座 文系・理系 授業教科・科目 担当者 教室 授業内容

保健 相澤 308 薬物乱用と健康

英語表現Ⅰ 藤田 309 比較(2)

化学基礎 小池裕 208 溶液の濃度

現代文 穂谷 209 小説　とんかつ

家庭総合 小澤 調理教室(予定) 調理実習(予定)

生物基礎 伊藤 生物教室 体内環境（心臓・血液の循環）

コミュニケーション英語Ⅰ 徳田 107 Lesson5   Part3

美術 恩澤 美術室 グラフィックデザイン（金鵄祭プロジェクト）

音楽 水野 音楽室 第9の練習

書道 丹野 書道室 篆刻

２組 コミュニケーション英語Ⅱ 松澤 302 Lesson7 The Power of Choosing  Part2

３組 英語キャリアプロジェクトⅡ 熊井・ジョナサン LL教室 ビデオ・プレゼンテーション

４組 総合的な探究 海沼・松本 304 課題研究発表会に向けての準備

５組 総合的な探究 相馬・北澤・塚田 305 課題研究発表会に向けての準備

７組 コミュニケーション英語Ⅱ 矢澤德 307 Lesson7 The Power of Choosing

S1 現代文 赤羽 204 問題演習

S2 古典 佐藤博 205 問題演習

ナ 英語表現Ⅱ 小林正 206 英作文17章「重要表現（２）」

ニ 英語表現Ⅱ 清水 207 英作文16章「重要表現(1)」

ヌ 英語表現Ⅱ 西澤 311 英作文16章「重要表現(1)」

学年 クラス・講座 文系・理系 授業教科・科目 担当者 教室 授業内容

英語表現Ⅰ 夏目 308 比較の表現
現代社会 武田正 309 現代の歴史

英語表現Ⅰ 真篠 208 Lesson24関係詞(1)
家庭総合 小澤 被服教室(予定) 調理実習の計画（予定）
生物基礎 小川 105 生物の体内環境

古典 佐藤理 106 伊勢物語　芥川
世界史A 松本 107 第２次世界大戦

１組 コミュニケーション英語Ⅱ 矢澤德 301 Lesson7 The Power of Choosing

２組 総合的な探究 海沼・小池直 302 課題研究発表会に向けての準備

３組 現代文 山﨑 303 科学・技術の歴史の中での社会

４組 体育 笠井・小林 大体育館・グラウンド 男子バレーボール・女子ソフトボール

美術 恩澤 美術室 グラフィックデザイン（金鵄祭プロジェクト）

音楽 水野 音楽室 第9の練習

書道 丹野 書道室 篆刻

６組 英語キャリアプロジェクトⅡ 熊井・ジョナサン LL教室 ビデオ・プレゼンテーション

ア 数学 藤倉 103 問題演習

イ 数学 大池 203 等式・不等式の証明

L3 カ 現代文 河原田 102 評論　エコロジーのミューズを求めて・問題演習

S1 化学 相馬 204 合成高分子化合物

チ 日本史B 北澤 205 大正時代の文化と経済

S３ 現代文 佐藤博 206 問題演習

S4 ニ 化学 小池裕 化学教室 合成高分子化合物

学年 クラス・講座 文系・理系 授業教科・科目 担当者 教室 授業内容

古典 穂谷 308 伊勢物語　芥川

数学Ⅰ 市村 309 恒等式、等式の証明

数学Ⅰ 矢澤慎 208 恒等式、等式の証明

化学基礎 小池裕 209 溶液の濃度

英語表現Ⅰ 夏目 105 比較の表現

英語表現Ⅰ 徳田 106 分詞・比較の表現

現代文 佐藤理 107 小説　とんかつ

大体育館 男子バレーボール
グラウンドまたはテニスコート 女子ソフトボールまたはソフトテニス

２組 総合的な探究 海沼・小池直 302 課題研究発表会に向けての準備

美術 恩澤 美術室 グラフィックデザイン（金鵄祭プロジェクト）

音楽 水野 音楽室 第9の練習

書道 丹野 書道室 篆刻

４組 コミュニケーション英語Ⅱ 熊井 304 Lesson7 The Power of Choosing

５組 コミュニケーション英語Ⅱ 矢澤德 305 Lesson7 The Power of Choosing

６組 Ｆ(2-6) 現代文 河原田 306 評論　科学・技術の歴史の中での社会

L1 古典 赤羽 103 問題演習

L2 国語 佐藤博 203 問題演習

カ 数学 大池 102 等式・不等式の証明

キ 数学 藤倉 310 問題演習

タ 数学 徳竹 204 数学的帰納法，数列の応用　問題演習

S2 チ 物理 神津 物理教室 電子と光

ナ コミュニケーション英語Ⅱ 西澤 206 長文読解演習問題Chapter 10

ニ コミュニケーション英語Ⅱ 真篠 207 Chapter13「行動の背景」

ヌ コミュニケーション英語Ⅱ 東 311 リーディングChapter12 『AIと仕事』

３組

５時限目　B週水曜⑤授業　（ 13:50-14:45 ）

1 ４組
５組
６組
７組

2

3

７組

１組
２組
３組

2

グラウンド、テニス
コート、大体育館、小
体育館、武道場　ほ

か

１組

１組
６組

４時限目　B週水曜④授業　（ 12:10-13:05 ）

５組

笠井・小林至・井出

６組

７組

2

3

L1
L2
L3

４組

体育

２組

３組

S3
S4

体育

1

以下選択授業
サッカー、テニス、バドミントン、バレーボール、ダンス

3

１組
７組

L1
L2

５組
７組

６時限目　B週水曜⑥授業　（ 14:55-15:50 ）

1

１組

２組

３組

４組

５組

６組

笠井・井出

L3
S１

S3
S4


