
 長野県諏訪清陵高等学校・附属中学校

科目 講座 担当者 教室 内  容 科目 講座 担当者 教室 内  容 科目 講座 担当者 教室 内  容 学級 科目 担当者 教室 内  容 学級 科目 担当者 教室 内  容 学級 科目 担当者 教室 内  容

現代文 A 樋口 国２ 本当の自分幻想 古典 A1 下條 国１
枕草子「すさまじき
もの」

数学β A1 平出 国３
演習（確率、図形の
性質）

Ａ 体育 吉田幹 グランド ソフトボール Ａ 国語 籔下 ２A アイスプラネット Ａ 美術 百瀬 美術 構想画の世界

ECⅠ B 城取 英６
Lesson 2 プレゼン
テーション

ECⅡ A2 田中 社４ Lesson4 読解 古典 A2 平澤 国４ 大鏡 Ｂ 体育 沢渡 大体 バレーボール Ｂ 音楽 兒玉 音楽室 合唱・フーガト単調 Ｂ 理科 古屋 科技 電池

問題発見 C
上條
南山

図書館 地球環境問題 化学基礎 A3 久松 理講 化学結合 ECⅢ a 塩野 英３ 自習

ECⅠ K 新田 数５
Lesson 2 プレゼン
テーション

数学β A4 髙橋 社３ 数列 ECⅢ b 瀬戸 英４
お金は人を意地悪
にするか？

ECⅠ L 北澤 数４ Lesson 2  section3 地理 あ 守屋 社５ ECⅢ c 金井 英５ Lesson 4　まとめ

数学Ⅰ M 三輪 数３ １次不等式の応用 世界史 あ 傳田 社６ 唐の社会と文化 物理探究 a 波多腰 物理 クリップモーター

数学Ⅰ N 宮坂 数２ １次不等式の応用 日本史 あ 山浦 社２ 古墳とヤマト政権 生物探求 a 森澤 数１
生物の多様性と共
通性

地学探究 a 山本淳 地学 海洋の構造

家庭基礎 A 為田 被服 洗濯の科学 体育 ｄ 加賀美 グラウンド ソフトボール 地理 え 唐澤 社１ 交通機関の発達 Ａ 数学 両角 １Ａ 小町算 Ａ 音楽 兒玉 音楽室 合唱・フーガト単調 Ａ 国語 籔下 ３A 握手

現代社会 B 山本正 社６
議院内閣制・大統領
制

体育 e 三石洋 大体 バレーボール 現代文 A2 中澤 国１ 評論文 Ａ 数学 井口
講義
室

小町算 Ｂ 理科 古屋 科技 化学変化 Ｂ 美術 百瀬 美術 構想画の世界

古典 C 三石秀 国４ 竹取物語 問題発見 A2 山田 図書館 課題探求 現代文 A3 平澤 国３
「である」ことと「す
る」こと

Ｂ 英語 藤森・矢野口 １B My favorites!!!

数学Ⅰ K 北原 数３ 絶対値を含む不等式 古典 A3 下條 国２ 画竜点睛 現代文 A4 竹内 国５ 評論文読解

数学Ⅰ L 宮坂 数２ １次不等式の応用 化学基礎 A4 吉田和 数４ 化学結合 EEⅡ B1 小林義 英３ Lesson  まとめ

ECⅠ M 平野 数５
Lesson 2 プレゼン
テーション

ECⅡ B2 田中 英４ Lesson4 読解 ECⅢ B2 金井 英５ Lesson 4　まとめ

ECⅠ N 大槻 社５
Lesson 2 プレゼン
テーション

古典 B3 雨宮 社４
枕草子「すさまじき
もの」

生物探求 B3 森澤 理講
生物の多様性と共
通性

世界史A A 山浦 数４ 古代の文明 地理 え 守屋 社４ 化学 A1 市原 理講
炭素ケイ素とその
化合物

Ａ 国語 籔下 １A 花曇りの向こう α 数学 三輪 数５ 連立方程式 Ａ 体育

数学Ⅰ B 北原 数３ 絶対値を含む不等式 現代文 A2 下條 国２ 手の変幻 数学Ⅲ A2 平出 国３ 微分の応用 Ｂ 国語 中村 １Ｂ 花曇りの向こう β 数学 森田 2A 連立方程式 Ｂ 体育

物理基礎 C 波多腰 物理 加速度 数学α A3 髙橋 社３ 三角関数 数学α A2・A3 笠原 国４ γ 数学 井口 2B 連立方程式

現代文 D 三石秀 数１ 水の東西 古典 A4 雨宮 社２
枕草子「すさまじき
もの」

数学Ⅲ A3 牛山 国６ 微分法

保健 E 加賀美 英６ 地学基礎 B1 山本淳 地学 恒星の誕生と進化 世界史 う 傳田 社６
18世紀英仏の

植民地獲得競争

世界史A F 野村 英４ 古代の文明 数学α B2 川口 数２ 三角関数 地理 う 唐澤 社１ 交通機関の発達

数学α B3 山田 国２ 三角関数 政経 う 南山 社５ 基本的人権

古典 B1 中澤 国１ 大鏡

ECⅠ A 城取 英６
Lesson 2 プレゼン
テーション

数学α A1 髙橋 社３ 三角関数 数学Ⅲ A1 笠原 国４ 微分の応用 Ａ 理科 古屋 科技
葉のつくりとはたら

き
Ａ 英語 矢野口 ２Ａ

アナタの知らない
世界

α 英語 新田 ３A Get a job !

数学A B 川口 数２ 集合と論証 古典 A2 雨宮 社２
枕草子「すさまじき
もの」

化学 A2 市原 理講
炭素ケイ素とその
化合物

Ｂ 数学 両角 １Ｂ 小町算 Ｂ 英語 藤森 ２Ｂ
アナタの知らない
世界

β 英語 平野 ３A Get a job !

保健 C 加賀美 社６ 体育 ｆ 吉田幹 グラウンド ソフトボール 物理 波多腰 物理
コンデンサーの充
放電

Ｂ 数学 森田 講義室 小町算 γ 英語 北澤諄 数４ Get a job !

生物基礎 D 森澤 数１ 代謝 体育 ｇ 守矢 生物 原 国５ 動物の行動

物理基礎 E 峯村 数３ 等加速度運動 数学α A4 山田 国３ 三角関数 ECⅢ B1 塩野 英４ 自習

問題発見 F
上條
百瀬

図書館 地球環境問題 EEⅡ B1 田中 英３
Lesson6  ライティン
グ

数学γ B2 牛山 社４ 問題演習

EEⅡ B2 横田 英５
Lesson 5 ライティン
グ

古典 B3 竹内 国１ 漢文読解

＊大会引率等による自習授業は、非公開になります。よろしくお願い申し上げます。
       １時限 　８：３０～　９：３０　（６０分）

中　　学　　２　　年

三石洋
吉田幹

大体
グランド

＜選択球技＞
バレーボール
ソフトボール

中　　学　　３　　年

２時限
(B木3)

３時限
(B木4)

４時限
(B木5)

令和元年度　第１回授業公開　授業内容

高　　校　　１　　年　　生 高　　校　　２　　年　　生 高　　校　　３　　年　　生 中　　学　　１　　年

１時限
(B木2)


