
授業参観週間　時間割・授業予定 　○掲載内容は予定です。職員の急な出張等，諸般の事情で変更になる場合があります。

１－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ２－６ ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ３－６

１限目 科目 LP 保健 国語総合 国語総合 国語総合 世界史 ＬＨＲ 数学 政治経済 政治経済

9:00-9:50 場所 １の１ １の２ １の３ １の４ １の５ １の６ ２の１ ２の２ ３の３ ３の４

内容 AIと未来の社会 飲酒と健康 問題演習 竹取物語 竹取物語 ﾌﾗﾝｽ革命 修学旅行事前指導 問題演習 市場経済 資本主義と社会主義

２:限目 科目 国語総合 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 数学 数学 国語総合 化学 現代文 現代文 現代文

10:00-10:50 場所 １の１ １の２ １の３ １の４ １の５ １の６ 化学教室 ２の４ ３の３ ３の４

内容 竹取物語 実力考査返却・解説 実力考査返却・解説 三角比 問題演習 問題演習 実力考査返却・解説 評論 問題演習 問題演習

３:限目 科目 家庭基礎 国語総合 数学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 倫理 理数化学

11:00-11:50 場所 共C １の２ １の３ １の４ ２の５ 化学実験室

内容 調理事前学習 竹取物語 図形と計量 課題学習 人倫（ヘーゲル） 電池電気分解

４:限目 科目 家庭基礎 数学 数学 地学基礎 現代文 数学 英語表現 化学

12:00-12:50 場所 共C １の２ ２の１ ２の２ ２の３ ２の４ ３の３，３B 化学実験室 ３の５ ３の６

内容 調理事前学習 図形と計量 問題演習 実力考査返却・解説 評論 問題演習 問題演習 無機物質

５限目 科目 英語表現 現代文 数学 倫理 生物基礎 政治経済 化学 英語表現

13:35-14:25 場所 ２の１，２A ２の２ ２の３ ２の４ 生物実験室 ３の２ 化学教室 ３の４，３B

内容 比較等 評論 問題演習 人倫（ヘーゲル） 問題演習 資本主義と社会主義 実力考査返却・解説 問題演習

６:限目 科目 倫理 数学 理数化学 数学

14:35-15:25 場所 ２の３ ２の４ 物理実験室 ２の６

内容 社会契約説 問題演習 実力考査返却・解説 問題演習

※明日以降の時間割・授業予定は，錦江湾高校ブログに掲載中です。

問題演習・課題学習・農林水産業 長文読解 ﾛｰﾚﾝﾂｶ・動物の行動 問題演習

英語表現 物理・生物 数学

２の１・２の２・地歴講義室 ３の１，３の２ 物理階段教室・生物講義室 ３の５，３の６，共B

学年PTA
（体育館）

古典 数学

２の５，２の６ ３の５，３の６，共B

竹取物語 問題演習

日本史・世界史・地理

問題演習 遠行事後指導等

会場設営

BS生物・物理 日本史・地理 古典 体育

生講・生実・物階 ２の５・地歴講義室 ３の１，３の２，３A

遺伝子・力のつりあい 問題演習・農林水産業

遺伝子・運動方程式 長文読解等 ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 問題演習等 問題演習 問題演習

生講・生実・物階 ２の１，２の２ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館 ３の１・３の２・地歴講義室 ３の３，３の４，３B ３の５，３の６，共B

BS生物・物理 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 体育 日本史・世界史・地理 数学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語

ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 長文読解等 問題演習 運動方程式・生態系

体育 英語表現 数学 理数物理・生物

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館 ２の５，２の６，２B ３の１，３の２，３A 各講義室・実験室等

比較 ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 問題演習 問題演習等

○11月１日（水）

英語表現 体育 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 日本史・地理

２の３，２の４ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館 ３の１，３の２ ３の５・地歴講義室



授業参観週間　時間割・授業予定 　○掲載内容は予定です。職員の急な出張等，諸般の事情で変更になる場合があります。

１－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ２－６ ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ３－６

１限目 科目 科学と人間生活 科学と人間生活 数学 LP情報 倫理 英語表現 数学Ⅱ 現代文 保健 現代文

8:50-9:40 場所 化学実験室 化学階段教室 １の３ ﾊﾟｿｺﾝ室 ２の１ ２の２，２A ２の３ ２の４ ２の５ ２の６

内容 生物分野 酵素 図形と計量 情報処理 人倫（ヘーゲル） 比較等 問題演習 評論 医薬品 評論

２:限目 科目 数学Ⅰ 国語総合 LP情報 科学と人間生活 数学 数学Ⅲ 地学基礎 生物

9:50-10:40 場所 １の１ １の２ ﾊﾟｿｺﾝ室 化学階段教室 ２の１ ２の２ ２の５ ２の６ ３の１ ３の２

内容 図形と計量 竹取物語 情報処理 酵素 竹取物語 竹取物語 問題演習 問題演習 実力考査返却・解説 問題演習

３:限目 科目 保健 LP情報 家庭基礎 数学 数学Ⅱ 数学Ⅱ 理数化学 理数化学 生物 地学基礎 政治経済 政治経済

10:50-11:40 場所 １の１ ﾊﾟｿｺﾝ室 共Ｃ １の６ ２の１ ２の２ 物理実験室 化学実験室 ３の１ ３の２ ３の５ ３の６

内容 飲酒と健康 情報処理 調理事前指導 図形と計量 問題演習 微分法 酸・塩基 電池電気分解 問題演習 実力考査返却・解説 市場経済 資本主義と社会主義

４:限目 科目 LP情報 数学 家庭基礎 世界史 数学Ⅱ 化学基礎 倫理 数学Ⅱ

11:50-12:40 場所 ﾊﾟｿｺﾝ室 １の２ 共Ｃ １の６ ２の３ 化学階段教室 ２の５ ２の６

内容 情報処理 図形と計量 調理事前指導 ﾌﾗﾝｽ革命 問題演習 酸・塩基 功利主義 問題演習

５限目 科目 国語総合 英語表現 国語総合 数学Ⅰ 数学Ⅰ 理数地学 現代文 生物 化学 化学

13:25-14:15 場所 １の１ １の２ １の３ １の４ １の５ １の６ ２の３ ２の２ 化学教室 化学実験室

内容 竹取物語 実力考査返却・解説 問題演習 三角比 図形と計量 先カンブリア紀 評論 実力考査返却・解説 無機物質 無機物質

６:限目 科目 世界史A 英語表現 国語総合 国語総合 古典 数学Ⅱ

14:25-15:15 場所 １の３ １の４ １の５ １の６ ２の３ ２の４

内容 フランス革命 問題演習 竹取物語 問題演習 竹取物語 小島

７:限目 科目 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 世界史 英語表現 国語総合 数学Ⅰ 数学 生物基礎 倫理 理数化学 理数化学

15:35-16:25 場所 １の１ １の２ １の３ １の４ １の５ １の６ ２の１ ２の２ 化学教室 物理実験室

内容 問題演習 ﾌﾗﾝｽ革命 実力考査返却・解説 竹取物語 図形と計量 図形と計量 体内環境 社会契約説 実力考査返却・解説 実力考査返却・解説

※明日以降の時間割・授業予定は，錦江湾高校ブログに掲載中です。

各科目 実力考査返却・解説等 問題演習等 若松・寺田・小島

物理・生物 英語表現 日本史・世界史・地理 数学

各講義室・実験室 ２の５，２の６，２B ３の１・３の２・地歴講義室 ３の３，３の４，３B

バスケ・柔道 問題演習・ｲｽﾗﾑ帝国・農林水産業 各科目 各科目 問題演習 問題演習

体育館・武道館 ２の１・２の２・地歴講義室 各講義室・実験室等 教室等 ３の３，３の４ ３の５，３の６，共B

体育 日本史・世界史・地理 理数物理・生物 選択（数・芸・家） ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 数学

ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 竹取物語 各科目 長文読解，問題演習等

体育 古典 選択（数・芸・家） 英語表現

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館 ２の５，２の６ 教室等 ３の５，３の６，共B

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，油彩画，かな 実力考査返却・解説等 長文読解 ｻｯｶｰ・バスケ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 問題演習

芸術選択 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 英語表現 体育 古典

音・美・書 ２の１，２の２ ３の１，３の２ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館 ３の５，３の６，共B

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，油彩画，かな 実力考査返却・解説等 問題演習

芸術選択 日本史・世界史・地理 数学

音・美・書 ２の３・２の４・地歴講義室 ３の３，３の４，３B

実力考査返却・解説 実力考査返却・解説等 問題演習 各科目

英語表現 古典 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 古典 理数物理・生物

１の５，１の６，１B ２の３，２の４ ３の３，３の４，３B 各講義室・実験室等

ｻｯｶｰ・柔道・バスケ 問題演習 問題演習等 問題演習

○11月２日（木）

体育 古典 日本史・世界史・地理 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・武道館・体育館 ３の１，３の２，３A ３の３・３の４・地歴講義室 ３の５，３の６，共B



授業参観週間　時間割・授業予定 　○掲載内容は予定です。職員の急な出張等，諸般の事情で変更になる場合があります。

１－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ２－６ ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ３－６

１限目 科目 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 国語総合 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 数学Ⅰ 国語総合 理数地学 現代文 倫理

9:00-9:50 場所 １の１ １の２ １の３ １の４ １の５ 化学実験室 ２の１ ２の２

内容 問題演習 失敗に学ぶ 英文内容理解 三角比 竹取物語 イオン 評論 課題学習

２:限目 科目 国語総合 英語表現 世界史 数学 生物基礎 数学Ⅱ 現代文 倫理 数学 数学Ⅲ 現代文 現代文 英語表現 化学 理数化学 理数化学

10:00-10:50 場所 １の１ １の２，１A １の５ １の６ ２の１ ２の２ ２の３ ２の４ ２の５ ２の６ ３の１ ３の２ ３の３，３B 化学実験室 化学教室 物理実験室

内容 竹取物語 受動態 ﾌﾗﾝｽ革命 図形と計量 体内環境 微分 評論 功利主義 微分 微分 問題演習 問題演習 実力考査返却・解説 無機物質 有機化合物 有機化合物

３:限目 科目 化学と人間生活 世界史 国語総合 家庭基礎 保健 地学基礎 数学Ⅱ 化学 政治経済 政治経済

11:00-11:50 場所 化学実験室 １の２ １の３ 共C ２の１ ２の２ ２の３ 化学階段教室 ３の１ ３の２

内容 生物分野 ﾌﾗﾝｽ革命 失敗に学ぶ 調理事前学習 医療品 地質時代 三角関数 酸・塩基 市場経済 課題学習

４:限目 科目 世界史A 家庭基礎 理数地学 国語総合 数学Ⅱ 現代文 倫理 数学Ⅱ 数学Ⅱ 保健 化学 英語表現

12:00-12:50 場所 １の３ 共C １の５ １の６ ２の１ ２の２ ２の３ ２の４ ２の５ ２の６ 化学教室 ３の４，３B

内容 フランス革命 調理事前学習 イオン 失敗に学ぶ 微分法 評論 課題学習 三角関数 三角関数 保険医療制度 無機物質 実力考査返却・解説

５限目 科目 数学 数学 保健 国語総合 政治経済 政治経済

13:35-14:25 場所 １の１ １の２ １の３ １の４ ３の５ ３の６

内容 図形と計量 図形と計量 飲酒と健康 失敗に学ぶ 市場経済 課題学習

６:限目 科目 数学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 数学 保健 保健 現代文

14:35-15:25 場所 １の３ １の４ １の５ １の６ ２の３ ２の４

内容 図形と計量 実力考査返却・解説 図形と計量 飲酒と健康 保険医療制度 評論

※明日以降の時間割・授業予定は，錦江湾高校ブログに掲載中です。

日清戦争・東南アジア 長文読解 課題研究 問題演習 問題演習 実力考査返却・解説，長文読解等

１の１，１の２ ２の１，２の２ 各実験室等（一部鹿大へ） ３の１，３の２，３A ３の３，３の４，３B ３の５，３の６，共B

日本史・地理 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 SR 古典 数学 英語表現

受動態等 鎌倉幕府の滅亡・ｲｽﾗﾑ帝国・農林水産業 比較 課題研究 実力考査返却・解説 問題演習

１の５，１の６，１B ２の１・２の２・地歴講義室 ２の３，２の４ 各実験室等（一部鹿大へ） ３の１，３の２ ３の３，３の４，３B

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 日本史・世界史・地理 英語表現 SR ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 古典

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・武道館 ３の１・３の２・地歴講義室 ３の５，３の６，共B

ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 問題演習等 問題演習

体育 日本史・世界史・地理 数学

古典

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館 ２の５，２の６，２B ３の３，３の４，３B ３の５，３の６，共B

ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 比較 問題演習 問題演習

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館

ｻｯｶｰ・バスケ・柔道

体育 英語表現 数学

体育

２の３・２の４・地歴講義室 ２の５，２の６，２B ３の１，３の２，３A 物理階段教室 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館

建武の新政・ｲｽﾗﾑ帝国・農林水産業 長文読解 問題演習 ﾛｰﾚﾝﾂｶ・動物の行動 ｻｯｶｰ・バスケ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

○11月６日（月）

日本史・世界史・地理 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 数学 物理・生物 体育



授業参観週間　時間割・授業予定 　○掲載内容は予定です。職員の急な出張等，諸般の事情で変更になる場合があります。

１－１ １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ２－６ ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ３－６

１限目 科目 数学 数学 国語総合 科学と人間生活 倫理 保健 古典 数学Ⅱ 現代文 理数化学 現代文 地学基礎 理数化学 理数化学

8:50-9:40 場所 １の１ １の２ １の３ 化学階段教室 ２の１ ２の２ ２の３ ２の４ ２の５ 化学実験室 ３の１ ３の２ 化学教室 物理実験室

内容 図形と計量 図形と計量 失敗に学ぶ 光合成 功利主義 医薬品 竹取物語 三角関数 評論 電池電気分解 問題演習 問題演習 有機化合物 有機化合物

２:限目 科目 化学基礎 古典 政治経済 政治経済

9:50-10:40 場所 化学教室 ２の４ ３の３ ３の４

内容 酸・塩基 竹取物語 市場経済 課題学習

３:限目 科目 化学と人間生活 国語総合 国語総合 国語総合 数学Ⅱ 化学基礎 地学基礎 現代文

10:50-11:40 場所 化学実験室 １の４ １の５ １の６ ２の１ ２の２ ２の３ 化学階段教室 ３の１ ３の２

内容 生物分野 竹取物語 竹取物語 失敗に学ぶ 竹取物語 竹取物語 三角関数 酸・塩基 問題演習 問題演習

４:限目 科目 国語総合 国語総合 国語総合 英語表現 数学 数学 現代文 現代文

11:50-12:40 場所 １の１ １の２ １の３ １の４，１B １の５ １の６ ３の５ ３の６

内容 竹取物語 竹取物語 失敗に学ぶ 不定詞・態 図形と計量 図形と計量 問題演習 問題演習

５限目 科目 世界史 科学と人間生活 英語表現 数学Ⅰ 地学基礎 生物 現代文 数学Ⅱ 政治経済 政治経済

13:25-14:15 場所 １の１ 化学階段教室 １の３，１B １の４ ２の１ ２の２ ２の５ ２の６ ３の１ ３の２

内容 ﾅﾎﾟﾚｵﾝとウィーン体制 光合成 受動態・不定詞 三角比 実力考査返却・解説 細胞の分化 評論 三角関数 市場経済 課題学習

６:限目 科目 英語表現 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 数学 保健 数学Ⅱ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 倫理

14:25-15:15 場所 １の１，１A １の２ １の３ １の４ ２の１ ２の２ ２の５ ２の６

内容 不定詞・態 英文内容理解 図形と計量 飲酒と健康 微分法 微分 三角関数 課題学習

７:限目 科目 LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR LHR

15:35-16:25 場所 １の１ １の２ １の３ １の４ １の５ １の６ ２の１ ２の２ ２の３ ２の４ ２の５ ２の６ ３の１ ３の２ ３の３ ３の４ ３の５ ３の６

内容 学校評価アンケート等学校評価アンケート，修学旅行事前指導等学校評価アンケート等

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，油彩画，かな ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 長文読解 問題演習 問題演習

芸術選択 体育 英語表現 数学 日本史・地理

音・美・書 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館 ３の１，３の２ ３の３，３の４，３B ３の５・地歴講義室

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，油彩画，かな 長文読解等 各科目 問題演習

芸術選択 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 物理・生物 数学

音・美・書 ２の３，２の４ 各講義室・実験室等 ３の５，３の６，共B

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，油彩画，かな 各科目 長文読解 ｻｯｶｰ・バスケ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 問題演習

芸術選択 物理・生物 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 体育 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語

音・美・書 各講義室・実験室等 ２の５，２の６，２B ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館 ３の３，３の４

ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，油彩画，かな 鎌倉幕府の滅亡・農林水産業 ｻｯｶｰ・バスケ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 各科目

芸術選択 古典 日本史・地理 体育 理数物理・生物

音・美・書 ２の５・地歴講義室 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館 各講義室・実験室等

長文読解ｳﾞｧｲｵﾘﾝ，油彩画，かな 日清戦争・東南アジア ｻｯｶｰ・バスケ・柔道 長文読解 各科目 問題演習

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語

音・美・書 １の３，１の４ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館・武道館 ２の１，２の２ 各講義室・実験室等 ３の１，３の２，３A ３の５，３の６，共B

芸術選択 日本史・地理 体育 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 理数物理・生物 数学

○11月７日（火）

英語表現 日本史・世界史・地理

１の５，１の６，１B ３の３・３の４・地歴講義室

不定詞・受動態 問題演習等


