
木①

学年 組・講座 科目 担当者 授業場所 内容

１組 古典 栗原 １－１ 徒然草

２組 古典 柳澤 １－２ 徒然草

３組 化学基礎 町田 １－３ 物質量

４組 世界史 斎藤 １－４ 絶対主義

美術 原山 美術室 トリックアート

音楽 松本 音楽室 器楽【リコーダー】

書道 小林昌 書道室 自分を見つめる

山口 ２－１ 動名詞・分詞

小山綾 ２－２ 動名詞・分詞

石井 ２３８ 動名詞・分詞

３組 現代文 小山洋 ２－３ 情けは人の・・・

４組 現代文 今井 ２－４ 情けは人の・・・

滝澤 男子 サッカー

玉城 5組女子 テニス

綿貫 6組女子 ソフトボール

Ａ講座 日本史研究 中村 ３－１ 江戸初期の外交

Ｂ講座 情報実践 藤森 情報教室 マクロ

Ｃ講座 日本史研究 水橋 ３－３ 享保の改革

Ｄ講座 古典研究 原田 ３－４ 源氏物語

Ｅ講座 探究化学 矢口 ３－５ 問題演習

Ｆ講座 数学研究 湯本 ３－６ 問題演習

数学Ⅲ 宮坂 ２２８ 定積分

数学研究 池内 ２４８ 問題演習

木② 木③
学年 組・講座 科目 担当者 授業場所 内容 学年 組・講座 科目 担当者 授業場所 内容

１組 生物基礎 町田 １－１ 体内環境 １組 Ｃ英語Ⅰ 飯島 １－１ Lesson5

２組 世界史 斎藤 １－２ 大航海時代 ２組 Ｃ英語Ⅰ 石井 １－２ 英文読解

３組 古典 栗原 １－３ 徒然草 ３組 情報 竹内 情報教室 エクセル

４組 化学基礎 矢嶋 １－４ 物質量 池内 １－５ 場合の数と確率

５組 現代文 小山洋 １－５ 動的平衡としての生物多様性 市川 １－４ 場合の数と確率

岡野 2組女子 ソフトボール 横田 ２４７ 場合の数と確率

滝澤 1組女子 テニス 英語研究 田中 ２－１ Sec9 長文、副詞節

綿貫 男子 サッカー ライフデザイン 赤穂 ２－２ 献立計画

３組 保健 玉城 ２－３ 社会と健康 政治経済 工藤 社会科教室 現代政治の特質と課題

４組 家庭科 赤穂 ２－４ 食生活をつくる 山口 ２－３ Eye Contact

５組 現代文 柳澤 ２－５ 情けは人の… 小山綾 ２－４ Eye Contact

６組 現代文 今井 ２－６ 情けは人の… Ｅ講座 化学研究 藤森 ２－５ 結晶

日本文化史 水橋 ３－１ 化政文化 Ｆ講座 地理Ａ 村田 ２－６ 人々の生活と気候

政治経済 中村 ３－２ 地球環境問題 Ｇ講座 数学ⅡＢ 渡辺 ２３８ 微分法と積分法

倫理 工藤 社会科教室 現代社会と倫理 １組 現代文 澤野 ３－１ 評論「忘れられる権利」

Ｃ講座 古典研究 澤野 ３－３ 源氏物語 ２組 現代文 原田 ３－２ 評論「忘れられる権利」

Ｄ講座 探究生物 市村 生物教室 生物の多様性と生態系 岡野 サッカー場 サッカー

Ｅ講座 数学研究 宮坂 ３－５ 数ⅠA演習 佐治木 格技室 卓球

Ｆ講座 数学研究 湯本 ３－６ 問題演習 綿貫 第一体育館 バスケットボール

Ｇ講座 化学 矢口 ２２８ 有機化合物 小林勝 ３－５ Lesson6

山中 ３－６ Lesson6

横山 ２４８ Lesson6

※体験入学に参加できなかった中学3年生・保護者を対象に学校説明会を同時開催します。
　　　　時間　　９：５０～１０：２０　　　場所　会議室　　　　　　　担当　教務係

１年

平成31年度　学校公開（10／17(木)）授業時間割一覧

第１時限（8：50～9：40）

　
 

  自習のため非公開の授業もあります
が、原則として、全ての授業を  公開
しておりますので、ご自由に
ご覧ください。

　

第２時限（9：50～10：40） 第３時限（10：50～11：40）

５組

２年

１組
２組

英表Ⅱ

５組
６組

体育Ⅱ

数学Ⅰ

Ｇ講座

２年

Ａ講座
Ｂ講座

Ｃ講座
Ｄ講座

１年
１年

４組
５組

Ｃ英語Ⅱ

３年

Ａ講座
Ｂ講座

２年

１組
２組

体育Ⅱ

３年

３組
４組

体育Ⅲ

５組
６組

Ｃ英語Ⅲ


