
授業参観週間　時間割・授業予定

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 国語総合 世界史 ﾛｼﾞｯｸﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑⅠ 数学 数学 保健 保健 政治経済 政治経済 古典 古典

9:00-9:50 場所 １－１ １－２ １－３ 生物実験室 ２－３ ２－４ ２－５ ２－６ ３－１ ３－２ ３－３ ３－４

内容 確率 古文 19世紀の英仏 情報の整理 数列 数列 大気汚染と健康 生涯を通じた健康 近代思想 戦後日本経済 漢文 漢文

２限目 科目 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 保健 数学 科学と人間生活 国語総合 国語総合 現代文 現代文 理数化学 理数化学

10:00-10:50 場所 １－１ １－２ １－３ 化学階段教室 １－５ １－６ ２－１ ２－２ 化学教室 化学実験室

内容 Challenge Your Limits 性感染症 確率 細胞分裂 古文 古文 こころ こころ 酸化還元反応 ﾌｧﾗﾃﾞｰの法則

３限目 科目 世界史 家庭基礎 科学と人間生活 国語総合 現代文 科学と人間生活 化学 英語表現

11:00-11:50 場所 １－１ 被服実習室 １－３ １－４ ２－３ 化学階段教室 化学教室 3-4・３B

内容 ｳｨｰﾝ体制 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 遷移 十八史略 こころ 電池 金属イオンの分離 速読

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

12:00-12:50 場所 １－１ 被服実習室 １－３ １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ ２－５ ２－６ ３－１ ３－２

内容 小説 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 十八史略 不定詞 ｳｨｰﾝ体制 大気の大循環 対数関数 対数関数 カントの思想 近代思想 評論 評論演習

昼　　食

５限目 科目 家庭基礎 数学 国語総合 数学 理数地学 ＢＳ 倫理 生物基礎 化学 現代文 英語表現 化学

13:35-14:25 場所 被服実習室 １－２ １－３ １－４ １－５ １－６ ２－１ ２－２ 化学 ２－４ ３B ３－４

内容 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ 確率 十八史略 確率 大気の大循環 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習 近代西洋思想 体液の恒常性 ﾌｧﾗﾃﾞｰの法則 こころ 長文読解等 遷移金属

６限目 科目 家庭基礎 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 地学基礎 生物基礎

14:35-15:25 場所 被服実習室 １－２ ３－１ ３－２

内容 ﾄｰﾄﾊﾞｯｸﾞ Challenge Your Limits 問題演習等 体内環境ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ･柔道 確率 課題研究 建武の新政・農林水産業 気柱共鳴・神経と筋肉 漢文

体育館・武道館 1-5・1-6・１Ｂ 各教室・実験室・図書室・パソコン室等 ２－５・地歴講義室 物理階段教室・生物講義室 3-5・3-6・共用Ｂ

英文法 問題演習等 問題演習等

体育 理数数学 ロジックプログラムⅡ 日本史・地理 物理・生物 古典

英語表現 数学 日本史・地理

2-5・2-6・２Ｂ 3-1・3-2・３Ａ ３－５・地歴講義室

武道館・体育館 3-3・3-4・３Ａ 3-5・3-6・３B

柔道・剣道・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 問題演習等 長文読解等

確率 鴻門之会 数列・問題演習 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 電磁誘導・動物の行動

体育 数学 英語表現

理数数学 古典 理数数学 体育 理数物理・理数生物

1-5・1-6・１Ｂ ２－１・２－２ 2-5・2-6・２Ｂ ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・体育館 物理階段教室・生物講義室

2-3・2-4 3-1・3-2 3-2・3-1・地歴講義室 3-5・3-6・３Ｂ

長文読解等 速読 問題演習等 問題演習

Challenge　Your　Limits 長文読解等 課題研究

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 英語表現 世界史・日本史・地理 理数数学

○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。
○また，授業内容は10月中旬に調査した時点での予定です。進度が前後して内容が異なる場合があります。

○11月７日（水）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 サイエンスキャリア

1-5・1-6 2-1・2-2 各実験室等


