
公開授業 
本校の授業を自由に見学できるプログラムです。また公開授業終了後には、学校説

明会・部活動見学時間を設けてあります。本校の授業内容や本校生徒の学校生活の様

子などについてご理解いただける絶好の機会ですので、是非ともご参加下さい。 

 

（１）開催日：２０１８年１１月１０日（土） 

（２）プログラム内容 

受 付      ８：３０～ 

第１時限     ８：５０～ ９：４０ 

第２時限     ９：５０～１０：４０ 

※時間割は別紙をご覧下さい。 

学校説明会   １０：５０～１１：１０（希望される方対象） 

部活動見学   １１：２０～１２：２０ 
※試合等のため、一部活動していない部活動がありますことをご了承下さい。見学 

可能な部活動は、当日に資料を配布致します。

 

 

 

 
 

 

（３）諸連絡 

・ご予約やお申し込みは必要ありません。 

・当日の駐車場をご用意しております。 

・お手数ですが、スリッパと下足袋をご用意ください。 



部 年 組 類型・コース 科目 選択 担当 教室 科目 選択 担当 教室

1 α理系 ＳＰⅢ１
2 α文系 ＳＰⅢ２
3 理系 ＳＰⅢ３ 内村 ＳＰⅢ３ 南良 ＳＰⅢ３

4 文系 ＳＰⅢ４ 三上 ＳＰⅢ４ 磯川 ＳＰⅢ４

1 α理系・α文系 ＳＰⅡ１
2 理系 ＳＰⅡ２ 庄司 ＳＰⅡ２ 土屋佑 ＳＰⅡ２

3 文系 ＳＰⅡ３ 土屋佑 ＳＰⅡ１ 庄司 ＳＰⅡ３

1 α選抜 ＳＰⅠ１ 鈴木英 ＳＰⅠ１ 体育 男子 山下 グラウンド

2 α選抜 ＳＰⅠ２ 白嶋 ＳＰⅠ２ 体育 女子 鈴森 グラウンド

3 特別進学 ＳＰⅠ３ 永留 ＳＰⅠ３ 望月理 ＳＰⅠ３

4 特別進学 ＳＰⅠ４ 今橋 ＳＰⅠ４ 佐藤昭 ＳＰⅠ４

体育 男子 原 グラウンド 数学Ⅲ 理選 松本英 ＰⅢ１

生物 理選 最上谷 物生室

数学演習 文系 大竹 特Ｂ４７

数学Ⅲ 選択 松本英 特Ｃ３１

数学演習 選択 宮川 ＰⅢ２

数学Ⅲ 選択 渡邉光 特Ｃ１１

数学演習 選択 後藤 ＰⅢ３

数学演習 理系 宮川 特Ｃ１１

英語表現Ⅱ 文系 内村 ＰⅢ４

世界史Ｂ 世選 鈴木力 特Ｃ１２

世界史Ｂ 世選 鳥居 ＰⅢ５

6 文系 ＰⅢ６ 日本史Ｂ 日選 杉山耕 ＰⅢ６ 中村公 ＰⅢ６

7 文系 ＰⅢ７ 日本史Ｂ 日選 尾崎 ＰⅢ７ 川瀬 ＰⅢ７

化学 理系 山田万 ＰⅡ１

古典Ｂ 文系 前田 特Ｂ４７

2 理系 ＰⅡ２ 本間 ＰⅡ２ 藤澤・マーク ＰⅡ２

3 理系 ＰⅡ３ 原田 パソ２ 杉山文 ＰⅡ３

4 文系 ＰⅡ４ 大谷木・マーク ＰⅡ４ 田中 ＰⅡ４

5 文系 ＰⅡ５ 藤澤 ＰⅡ６ 土屋一 ＰⅡ５

6 文系 ＰⅡ６ 佐久間 ＰⅡ６ 高木 パソ２

1 選抜進学 ＰⅠ１ 仲田 Ｂ２１・２２ 仲田 Ｂ２１・２２

2 進学 ＰⅠ２ 月足 ＰⅠ２ 中村海 ＰⅠ２

3 進学 ＰⅠ３ 柳元 ＰⅠ３ 菊間 ＰⅠ３

4 進学 ＰⅠ４ 関博 ＰⅠ４ 市川 ＰⅠ４

5 進学 ＰⅠ５ 体育 男子 河本 グラウンド 米山 ＰⅠ５

6 進学 ＰⅠ６ 体育 女子 石橋・土屋 グラウンド 金箱 ＰⅠ６

1 進学理系 ＧⅢ１ 山本 家庭科室 多賀 ＧⅢ１

進学文系 日本史Ｂ 文系 望月理 ＧⅢ２

情報ビジネス 日本史Ａ 情報 望月友 特Ａ２４

進学文系 数学Ⅱ 文系 近藤 ＧⅢ３

音楽史 芸音 深澤 音楽室

映像ﾒﾃﾞｨｱ 芸美 小池求 美術室

4 進学文系　教育福祉 ＧⅢ４ 髙橋・菊間 ＧⅢ４ 杉山博 ＧⅢ４

数学Ⅱ 文系 柳元 ＧⅢ５

英語表現Ⅱ ｽﾎﾟﾏﾈ 太田 特Ａ２４

1 進学理系 ＧⅡ１ 眞田 ＧⅡ１ 松本彩 ＧⅡ１

進学文系 情報の科学 文系 小山・東 パソ１

情報ビジネス

体育 男子 原 体育館

古典Ｂ 文系 杉山文 ＧⅡ３

4 進学文系・芸術 ＧⅡ４ 松本彩 ＧⅡ４

5 教育福祉・ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ ＧⅡ５ 森田 ＧⅡ５ 黒田 ＧⅡ５

1 総合 ＧⅠ１ 米山 ＧⅠ１ 渡邉光 ＧⅠ１

2 総合 ＧⅠ２ 服部 ＧⅠ２ 倉橋・服部 ＧⅠ２

3 総合 ＧⅠ３ 古谷 ＧⅠ３ 望月友 ＧⅠ３

4 総合 ＧⅠ４ 倉橋 ＧⅠ４ 佐藤陽 ＧⅠ４

5 総合 ＧⅠ５ 西山 ＧⅠ５ 海野 ＧⅠ５

体育館

体育 女子 石橋 講堂

徳育

現代文Ｂ 杉山博 ＧⅢ５

現代文Ｂ

現代文Ｂ 世界史Ａ

数学Ⅱ 情報 金田 ＧⅡ２

世界史Ａ

数学Ⅰ

ＰⅢ３

現代文Ｂ 中村公 ＰⅢ４

現代文Ｂ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

英語表現Ⅱ

現代文Ｂ

情報の科学

ＰⅢ５

現代文Ｂ

英語表現Ⅱ

佐久間 ＰⅡ１

情報の科学

現代文Ｂ

日本史Ａ

政治経済 勝間田

大学入学共通テストプレテスト受験のため不在

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

数学Ⅱ

家庭基礎 山本 家庭科室

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 今橋

古典Ｂ

体育 女子 杉山智

大学入学共通テストプレテスト受験のため不在

2

現代文Ｂ

2 ＧⅡ２

3
情報ビジネス
進学文系

世界史Ａ

5
進学文系

ｽﾎﾟｰﾂﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
ＧⅢ５

家庭基礎

森田 ＧⅢ２

英語会話 鈴木規 ＧⅢ３

現代文Ｂ

現代社会

1

2 数学Ⅱ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

教員の出張等により授業変更や代講・自習等、平常時と異なる授業形態の場合があります。

1

現代社会 数学Ⅰ

数学Ⅰ 徳育

国語総合古典 現代社会

英語表現Ⅰ 国語総合現代文

総
合
学
部

3

英語表現Ⅱ

現代文Ｂ

ＧⅡ３

ＧⅢ３3

2 ＧⅢ２

英語表現Ⅰ 化学基礎

眞田 ＧⅡ２

芸術

進
学
部

3

5 文系 ＰⅢ５

2

課題研究発表 課題研究発表

国語総合現代文 国語総合古典

1 特別理系・特別文系 ＰⅢ１

現代文Ｂ

化学基礎

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 数学Ⅰ

2

1
特別理系
特別文系

ＰⅡ１

生物 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

化学基礎

雨天時の体育は、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞから体育館へ変更となります。

11月10日（土）　公開授業時間割
１限（８：５０～９：４０） ２限（９：５０～１０：４０）

特
進
部

数学Ⅰ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 日本史Ａ

英語表現Ⅰ 化学基礎

現代文Ｂ

英語表現Ⅱ

クラス 表示
クラス名

3 理系 ＰⅢ３

4 理系・文系 ＰⅢ４

1

3

理系 ＰⅢ２


