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豊科高等学校長　金子　孝

中学生及び保護者の皆様

平成３０年度　「学校公開週間」のご案内
　本校では「開かれた学校づくり」の一環として、今年度新たに「学校公開週間」を設けました。本校の日常の教育活動をご
理解いただくよい機会かと思いますので、生徒、保護者の皆様及び諸先生方にご参観いただきたくご案内申し上げます。
　　日課表と授業予定は下記の通りです。都合のよい日、時間に来校いただき、事務室にて受付の上、自由にご見学下さ
い。放課後の部活動も見学可能です。授業内容・担当者・教室配置等については当日 受付にて資料をお渡しします。
　なお、駐車場が十分ございませんので、できるだけ公共交通機関を利用してご来校ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１８(平成３０)年度　　クラス・講座別　時間割一覧表

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6

古典 地理 数Ⅰ 科人 保健 コ英Ⅰ 英表Ⅰ 数Ⅰ 体育 現代文 情科 地理 コ英Ⅰ 古典 生基 数Ⅰ 現社 情科 現社 古典 芸術 英表Ⅰ 数Ａ ＬＨＲ 総合 数Ａ 体育 芸術 コ英Ⅰ 現代文 生基

情科 コ英Ⅰ 科人 古典 数Ⅰ 地理 現代文 地理 体育 保健 英表Ⅰ 数Ⅰ 現社 情科 英表Ⅰ 数Ⅰ コ英Ⅰ 生基 生基 数Ａ 芸術 現代文 古典 ＬＨＲ 総合 古典 体育 芸術 数Ａ 現社 コ英Ⅰ

地理 数Ⅰ 保健 コ英Ⅰ 古典 情科 芸術 科人 情科 体育 数Ⅰ 英表Ⅰ 生基 数Ⅰ コ英Ⅰ 古典 芸術 地理 数Ａ 英表Ⅰ 体育 現社 現代文 ＬＨＲ 総合 コ英Ⅰ 現代文 現社 数Ａ 古典 生基

科人 現代文 コ英Ⅰ 地理 古典 数Ⅰ 芸術 数Ⅰ 地理 体育 古典 英表Ⅰ 現代文 数Ⅰ 保健 生基 芸術 コ英Ⅰ 数Ａ 現社 体育 英表Ⅰ 情科 ＬＨＲ 総合 生基 古典 情科 コ英Ⅰ 数Ａ 現社

芸術 地理 情科 古典 数Ⅰ コ英Ⅰ 科人 現代文 英表Ⅰ 数Ⅰ 体育 芸術 古典 コ英Ⅰ 地理 英表Ⅰ 現代文 数Ⅰ 情科 数Ａ 現社 体育 生基 ＬＨＲ 総合 コ英Ⅰ 数Ａ 生基 保健 古典 現社

芸術 古典 数Ⅰ コ英Ⅰ 地理 科人 英表Ⅰ 地理 現代文 数Ⅰ 体育 芸術 現社 生基 保健 コ英Ⅰ 情科 数Ⅰ 古典 現社 英表Ⅰ 体育 数Ａ ＬＨＲ 総合 数Ａ 現代文 コ英Ⅰ 古典 生基 情科

日本史 家基 数Ⅱ 体育 英表Ⅱ 科人 コ英Ⅱ 化基 保健 現代文 数Ⅱ 世界史 古典 数Ⅱ コ英Ⅱ 家基 体育 化基 数Ｂ 日本史 英表Ⅱ 現代文 芸術 ＬＨＲ 総合 世界史 芸術 体育 古典 コ英Ⅱ 数Ｂ

科人 数Ⅱ 英表Ⅱ 体育 古典 世界史 保健 家基 コ英Ⅱ 世界史 日本史 数Ⅱ 現代文 日本史 化基 数Ⅱ 体育 コ英Ⅱ 数Ｂ 化基 家基 英表Ⅱ 芸術 ＬＨＲ 総合 コ英Ⅱ 芸術 体育 現代文 数Ｂ 古典

数Ⅱ 日本史 保健 英表Ⅱ 体育 現代文 世界史 数Ⅱ 家基 科人 コ英Ⅱ 古典 化基 古典 数Ⅱ 現代文 コ英Ⅱ 体育 英表Ⅱ 芸術 世界史 数Ｂ 化基 ＬＨＲ 総合 体育 コ英Ⅱ 数Ｂ 日本史 芸術 家基

保健 体育 科人 英表Ⅱ 世界史 数Ⅱ 日本史 現代文 コ英Ⅱ 芸術 数Ⅱ 体育 コ英Ⅱ 世界史 化基 芸術 数Ⅱ 家基 数Ｂ 古典 英表Ⅱ 家基 現代文 ＬＨＲ 総合 化基 数Ｂ 古典 体育 コ英Ⅱ 日本史

科人 体育 世界史 現代文 数Ⅱ 英表Ⅱ 古典 保健 数Ⅱ 芸術 コ英Ⅱ 体育 数Ⅱ 化基 家基 芸術 日本史 コ英Ⅱ 家基 英表Ⅱ 古典 数Ｂ 日本史 ＬＨＲ 総合 コ英Ⅱ 化基 現代文 体育 世界史 数Ｂ

英表Ⅱ 現代文 数Ⅱ 古典 体育 家基 科人 世界史 数Ⅱ コ英Ⅱ 古典 物基 数Ⅱ 化基 コ英Ⅱ 現代文 物基 体育 保健 数Ｂ 世界史 化基 物基 ＬＨＲ 総合 体育 物基 家基 英表Ⅱ 数Ｂ コ英Ⅱ

Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｈ Ｉ Ｋ Ｈ Ｊ

生活学 地理 コ英Ⅲ 体育 現代文 地理 英表Ⅱ 古典 体育 生活学 コ英Ⅲ 現代文 体育 地理 古典 英表Ⅱ ＬＨＲ 総合 コ英Ⅲ 古典 現代文 地理

Ｈ Ｉ Ｊ 世界史 Ｋ Ｈ Ｉ 世界史 Ｋ 世界史 世界史 Ｈ Ｊ

コ英Ⅲ 現代文 古典 体育 古典 英表Ⅱ 現代文 日本史 体育 コ英Ⅲ 日本史 生活学 体育 コ英Ⅲ 古典 日本史 ＬＨＲ 総合 日本史 英表Ⅱ 生活学 現代文

Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｈ Ｉ Ｋ Ｈ Ｊ

コ英Ⅲ 現代文 生活学 体育 現代文 英表Ⅱ 古典 日本史 体育 古典 日本史 コ英Ⅲ 体育 現代文 英表Ⅱ 日本史 ＬＨＲ 総合 日本史 生活学 古典 コ英Ⅲ

Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｈ Ｉ Ｋ Ｈ Ｊ

日本史 コ英Ⅲ 体育 現代文 英表Ⅱ 古典 日本史 生活学 現代文 体育 古典 コ英Ⅲ 生活学 体育 日本史 英表Ⅱ ＬＨＲ 総合 古典 コ英Ⅲ 日本史 現代文

Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｈ Ｉ Ｋ Ｈ Ｊ

現代文 コ英Ⅲ 体育 古典 英表Ⅱ 現代文 日本史 古典 生活学 体育 コ英Ⅲ 日本史 日本史 体育 古典 英表Ⅱ ＬＨＲ 総合 コ英Ⅲ 日本史 現代文 生活学

数特Ⅰ 生物 政経 コ英Ⅲ 古典 化学 体育 数特Ⅰ 政経 現代文 生物 英表Ⅱ 古典 コ英Ⅲ 体育 生物 化学 数特Ⅰ 現代文 化学 英表Ⅱ 政経 数特Ⅰ ＬＨＲ 総合 生物 数特Ⅰ 化学 コ英Ⅲ 体育 古典

数特Ⅱ 政経 生物 数特Ⅱ 生物 政経 数特Ⅱ 生物 数特Ⅱ 数特Ⅱ 政経 生物

数Ⅲ 数研 化学 物理 古典 コ英Ⅲ 体育 数Ⅲ 現代文 物理 英表Ⅱ 化学 古典 コ英Ⅲ 体育 化学 数研 数Ⅲ 化学 コ英Ⅲ 物理 現代文 数Ⅲ ＬＨＲ 総合 英表Ⅱ 数Ⅲ 数研 物理 体育 古典
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１１/６（火） １１/７（水） １１/８（木） １１/９（金）
学年 ＨＲ 教室

135

Ｆ 136

Ｇ 122

１１/５（月）

3

Ａ 131

Ｂ 132

Ｃ 133

Ｄ 134

Ｅ

ｄ 223

ｅ 224

ｆ 225

335

６ 336

2

ａ 323

ｂ 324

ｃ 325

1

１ 331

２ 332

３ 333

４ 334

５

長野県豊科高等学校

学年 ＨＲ 教室
１１/５（月） １１/６（火） １１/７（水） １１/８（木） １１/９（金）

1 HR（朝読書） 清掃 2 3 昼休み 4 5 6 部活動
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