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３　時間割 【中学】 【高校】　１年生

４限 コミュ英

昼

15：25

15：40

16：35

２ 限

３ 限

４ 限

５ 限

６ 限

清 掃

７ 限

13：35

13：25

14：35

15：25

15：45

9：50

10：50

11：50

12：30

14：25

9：00

10：00

11：00

11：50

12：35

１ 限

町田 六川

家庭基礎 家庭基礎

山口 山口

社会と情報 数学ⅠA

岡村 池田英

世界史A 化学基礎

船崎 松橋

コミュ英 コミュ英

東海 河野/田村

国語総合 地学基礎

松橋 若林

政治経済 国語総合

７限

６限 コミュ英 社会と情報 数学ⅠA

田村 岡村 前山

５限 家庭基礎 数学ⅠA 家庭基礎

小穴 前山 山口

４限 数学ⅠA 世界史A 国語総合

池田英 町田 小宮山

１年１組 ２年１組 ３年１組

数学 英語

倉島大/竹内高 小山/Kim

理科

西澤/五味

保健体育 社会 数学

荒木/吉田 小林大 倉島大/池田

英語 保健体育 社会

長田/小山 荒木/吉田 小林大

美術 数学 国語

天田 倉島大 宮本信

社会 国語 保健体育

野口 千村 荒木/竹内慶

総合

西澤茂 小山 長田

国語 理科 英語

小宮山 西澤茂 長田/小山/Kim

１限

２限

３限

４限

５限

６限

７限

１年１組 １年２組 １年３組

１限 国語総合 コミュ英 音楽Ⅰ

理科 総合

社会と情報

小宮山 河野/Kim 丸山

２限 世界史A 音楽Ⅰ コミュ英

若林 岡村

倉島克 岡村

平成２８年度　文化学園長野・中学高等学校　公開授業

町田 丸山 田村

１年４組 １年５組

地学基礎

コミュニケーション英語Ⅰ

３限 保健 国語総合 社会と情報

北村礼



【高校】　２年生

→ コミュ英

→ 2共b

→ 2共c

→ コミュ英

【高校】　３年生

→ コミュ英

→ 3系i

→ 3系e

→ 3系l

３　その他 ⑴　事前の受付はありません。当日、昇降口受付にて、お名前をお書きいただき、授業をご参観ください。

⑵　授業内容は、決まり次第掲載いたします。

物理

化学

英語演習 物理 生物

生物基礎 物理基礎

国語演習

コミュ英

ロジャーズ/Kim

３年６組

水越/南澤恒/和田

体育

数学演習

コミュニケーション英語Ⅲ

日本史Ｂ

生物基礎

生物

倉島克

英語表現Ⅱ

角田/小林美/東海

北村礼/竹内慶

コミュ英

古典B

保健

戸谷

2共c

若林/吉澤/宮本恭

数学ⅡB

竹内高

3系i

南澤茂/山本/山室/前山

体育

北村礼/戸谷

古典B

千村

2共b

角田/小林美/宮本恭/五味

７限 3系l

3系e 3系e

野口/吉澤/宮本恭

若林/六川 若林/六川

3系l 3系l

若林/六川

倉島克 五味 荒木 野口/吉澤/宮本恭 野口/吉澤/宮本恭

南澤恒 猪瀬 小林美 池田恵 南澤茂

６限 書道Ⅰ 生物 体育 3系e

５限 コミュ英 倫理 英語表現 古典B 古典B

体育

猪瀬 南澤恒 小穴 北村礼/竹内慶 北村礼/竹内慶

山口/松林/丸山 竹内慶 猪瀬 南澤茂/山本/山室/前山 南澤茂/山本/山室/前山

４限 倫理 英語表現 家庭基礎 体育

３限 3保c 体育 倫理 3系i 3系i

英語表現Ⅱ

戸谷 山本/小林善 池田恵 角田/小林美/東海 角田/小林美/東海

池田恵 山口 宮本恭 水越/南澤恒/和田 水越/南澤恒/和田

２限 体育 数学演習 現代文B 英語表現Ⅱ

１限 現代文B 家庭基礎 地学基礎 コミュ英 コミュ英

町田 林

３年１組 ３年２組 ３年３組 ３年４組 ３年５組

７限 倫理 古典B

現代文B

松橋 長野 山室 林 宮本信

船崎 宮本信 戸谷 若林/吉澤/宮本恭 若林/吉澤/宮本恭

６限 古典B 日本史B 数学ⅡB 古典B

５限 政治経済 現代文B 保健 2共c 2共c

数学ⅡB

長野 水越 小林大 山室/竹内高 山室/竹内高

ロジャーズ 吉澤 千村 角田/小林美/宮本恭/五味 角田/小林美/宮本恭/五味

４限 日本史B コミュ英 日本史B 数学ⅡB

３限 コミュ英 生物 古典B 2共b 2共b

コミュ英

林 船崎 ロジャーズ 水越/河野 水越/河野

吉澤 山本/小林善 山室 北村礼/戸谷 北村礼/戸谷

２限 現代文B 政治経済 コミュ英 コミュ英

１限 化学基礎 数学ⅡB 数学ⅡB 体育 体育

２年１組 ２年２組 ２年３組 ２年４組 ２年５組 ２年６組

コミュニケーション英語Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅱ



＊学年組（例）: 101＝高校１年１組、c101＝中学１年１組
学年組 内容

101 国語総合 小宮山恵菜 吉野弘の3つの詩から、吉野弘のキャッチコピーを考える。

102 国語総合 倉島　克実 吉野弘の3つの詩から、吉野弘のキャッチコピーを考える。

103 国語総合 小宮山恵菜 吉野弘の3つの詩から、吉野弘のキャッチコピーを考える。

104 国語総合 松橋　博行 問題演習を通した古文読解

105 国語総合 松橋　博行 問題演習を通した古文読解

201 現代文B 林　　史華 小説「こころ」読解

202 現代文B 宮本　信佳 小説「こころ」読解

203 現代文Ｂ 林　　史華 小説「こころ」2，3，4段落の登場人物心情読解

205 現代文B 宮本　信佳 小説「こころ」読解

303 現代文B 池田　恵里 評論『身体の個別性』『目に見える制度と見えない制度』

201 古典B 松橋　博行 漢詩　３編を読み味わおう

203 古典B 千村美恵子 中国漢詩、日本漢詩

205 古典B 林　　史華 方丈記/漢詩(中国・日本)

206 古典B 千村美恵子 中国漢詩、日本漢詩

301 古典B 池田　恵里 『源氏物語』若紫

304 古典B 池田　恵里 センター対策　問題演習

305 古典B 南澤　茂徳 センター対策　問題演習

306 古典B 倉島　克実 センター対策　問題演習

301 国語演習 松林　　徹 国語問題集演習（漢字中心）

304 国語演習 南澤　茂徳 問題演習

305 国語演習 南澤　茂徳 問題演習

306 国語演習 南澤　茂徳 問題演習

c101 国語 小宮山恵菜 空を見上げて/調べたことを報告しよう/今に生きる言葉

c201 国語 千村美恵子 モアイは語る／平家物語

c301 国語 宮本　信佳 詩「初恋」鑑賞

101 世界史Ａ 町田　創史 フランス革命

102 世界史Ａ 町田　創史 フランス革命

104 世界史Ａ 町田　創史 フランス革命

201 日本史Ｂ 長野　　真 高度経済成長の時代

202 日本史Ｂ 長野　　真 高度経済成長の時代

203 日本史Ｂ 小林　大騎 高度経済成長の時代

304 日本史Ｂ 野口　雅宏 なぜ家康は江戸に幕府を開いたのであろうか？

305 日本史Ｂ 野口　雅宏 なぜ家康は江戸に幕府を開いたのであろうか？

306 日本史Ｂ 野口　雅宏 なぜ家康は江戸に幕府を開いたのであろうか？

204 倫理 町田　創史 イスラームの思想

301 倫理 猪瀬　洋一 イスラームと日常の世界

302 倫理 猪瀬　洋一 イスラームと日常の世界

303 倫理 猪瀬　洋一 イスラームと日常の世界

104 政治・経済 船崎　　浩 基本的人権と新しい人権

201 政治・経済 船崎　　浩 基本的人権と新しい人権

202 政治・経済 船崎　　浩 基本的人権と新しい人権

c101 社会 野口　雅宏 世界の諸地域

c201 社会 小林　大騎 日本の開国と明治の幕開け

c301 社会 小林　大騎 地方自治

101 数学ⅠＡ 池田英鼓史 集合と命題

102 数学ⅠＡ 前山まどか 集合と命題

103 数学ⅠＡ 前山まどか 集合と命題

105 数学ⅠＡ 池田英鼓史 場合の数と確率

202 数学ⅡＢ 山本明子･小林善昭 常用対数・微分積分

203 数学ⅡＢ 山室　利子 微分法

204 数学ⅡＢ 山室利子･竹内高行 微分積分・進研模試範囲を利用した演習

205 数学ⅡＢ 山室利子･竹内高行 微分積分・進研模試範囲を利用した演習

206 数学ⅡＢ 竹内　高行 微分積分・進研模試範囲を利用した演習

302 数学演習Ⅰ 山本明子･小林善昭 個数の処理・確率

304 数学演習Ⅰ 山本明子･山室利子

305 数学演習Ⅰ 山本明子･山室利子

306 数学演習Ⅰ 山本明子･山室利子

c101 数学 倉島大飛･竹内高行 平面図形　基本の作図・円とおうぎ形

c201 数学 倉島 大飛 図形と合同

c301 数学 池田英鼓史･倉島大飛 三平方の定理

平成２８年度　文化学園長野・中学高等学校　公開授業内容

科目 担当

【山本講座】センター試験対策　数ⅠA　上級演習
【山室講座】センター試験対策　数ⅠA　演習



105 化学基礎 六川 雄一 酸と塩基

201 化学基礎 吉澤 剛 物質量と化学変化

204 物理基礎 宮本 恭嗣 身のまわりの物理

205 物理基礎 宮本 恭嗣 身のまわりの物理

206 物理基礎 宮本 恭嗣 身のまわりの物理

304 生物基礎 若林 宣子 センター対策

305 生物基礎 若林 宣子 センター対策

306 生物基礎 若林 宣子 センター対策

104 地学基礎 若林 宣子 火山（火成岩）

105 地学基礎 若林 宣子 火山（火成岩）

303 地学基礎 宮本 恭嗣 地震と防災

204 物理 宮本 恭嗣 単振動

205 物理 宮本 恭嗣 単振動

206 物理 宮本 恭嗣 単振動

204 生物基礎 若林・吉澤 ホルモンと血糖量調節

205 生物基礎 若林・吉澤 ホルモンと血糖量調節

206 生物基礎 若林・吉澤 ホルモンと血糖量調節

304 物理 宮本 恭嗣 電流と磁界

305 物理 宮本 恭嗣 電流と磁界

306 物理 宮本 恭嗣 電流と磁界

304 化学 六川 雄一 高分子化合物

305 化学 六川 雄一 高分子化合物

306 化学 六川 雄一 高分子化合物

202 生物 吉澤 剛 遺伝情報の発現

204 生物 五味龍作 遺伝情報の発現

205 生物 五味龍作 遺伝情報の発現

206 生物 五味龍作 遺伝情報の発現

302 生物 五味龍作 個体群と生物群集

304 生物 吉澤 剛 センター対策

305 生物 吉澤 剛 センター対策

306 生物 吉澤 剛 センター対策

c101 理科 西澤 茂 光の世界　物の見え方反射

c201 理科 西澤 茂 天気とその変化　気象観測と雲のでき方　基礎操作

c301 理科 五味龍作 エネルギーと仕事

204 体育 北村礼子･戸谷直喜 男子：ﾊﾞｽｹ(効果的なﾊﾟｽ)、女子：ﾊﾞｽｹ(向かっていくﾃﾞｨﾌｪﾝｽ)

205 体育 北村礼子･戸谷直喜 男子：ﾊﾞｽｹ(効果的なﾊﾟｽ)、女子：ﾊﾞｽｹ(向かっていくﾃﾞｨﾌｪﾝｽ)

206 体育 北村礼子･戸谷直喜 男子：ﾊﾞｽｹ(効果的なﾊﾟｽ)、女子：ﾊﾞｽｹ(向かっていくﾃﾞｨﾌｪﾝｽ)

301 体育 戸谷　直喜 バドミントン(個人技能：シャトル壁打ち、連続打ち上げなど)

302 体育 竹内慶太郎 バスケ：ゲームを通してコンビネーション練習

303 体育 荒木　直矢 ﾊﾞｽｹ：生徒主体によるウォームアップ～ｹﾞｰﾑ～チームミーティング

304 体育 北村礼子･竹内慶太郎 男子：ﾊﾞｽｹ(ｹﾞｰﾑを通してｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ練習、女子：ﾊﾞｽｹ(ｽﾍﾟｰｽを見つける、作る)

305 体育 北村礼子･竹内慶太郎 男子：ﾊﾞｽｹ(ｹﾞｰﾑを通してｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ練習、女子：ﾊﾞｽｹ(ｽﾍﾟｰｽを見つける、作る)

306 体育 北村礼子･竹内慶太郎 男子：ﾊﾞｽｹ(ｹﾞｰﾑを通してｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝ練習、女子：ﾊﾞｽｹ(ｽﾍﾟｰｽを見つける、作る)

101 保健 北村　礼子 自己実現

203 保健 戸谷　直喜 大気汚染と健康、水質汚濁、土壌汚染と健康

206 保健 戸谷　直喜 大気汚染と健康、水質汚濁、土壌汚染と健康

c101 保健体育 荒木直矢･吉田彩 保健：性への関心と行動

c201 保健体育 荒木直矢･吉田彩 保健：ゴミの処理

c301 保健体育 荒木直矢･竹内慶太郎 体育：ｿﾌﾄ(打撃、投球、捕球を重視したｹﾞｰﾑ展開)、ﾊﾞｽｹ(ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ)、保健：食生活と健康

102 音楽Ⅰ 丸山恵美子 野ばら、リコーダー

103 音楽Ⅰ 丸山恵美子 野ばら、リコーダー

301 音楽Ⅱ（総合選択） 丸山恵美子 作曲、ピアノ連弾

301 音楽Ⅲ（保育） 丸山恵美子 作曲、ピアノ弾き語り

301 書道Ⅰ 倉島　克実 学級便りの制作

c101 美術 天田　広一 自画像の制作



101 コミュニケーション英語Ⅰ 田村　綾乃 VividⅠ Lesson4～5

102 コミュニケーション英語Ⅰ 河野　誠史 VividⅠ Lesson4～5

103 コミュニケーション英語Ⅰ 田村　綾乃 VividⅠ Lesson4～5

104 コミュニケーション英語Ⅰ 東海　周二 My Way Lesson6

105 コミュニケーション英語Ⅰ 河野誠史･田村綾乃 CROWN Lesson5～6

201 コミュニケーション英語Ⅱ ﾛｼﾞｬｰｽﾞりな子 VividⅡ Lesson6 Main Top　動詞

202 コミュニケーション英語Ⅱ 水越健太郎 VividⅡ Lesson6 Main Top　動詞

203 コミュニケーション英語Ⅱ ﾛｼﾞｬｰｽﾞりな子 VividⅡ Lesson6 Main Top　動詞

204 コミュニケーション英語Ⅱ 河野誠史･水越健太郎 My Way Lesson7

205 コミュニケーション英語Ⅱ 河野誠史･水越健太郎 My Way Lesson7

206 コミュニケーション英語Ⅱ ﾛｼﾞｬｰｽﾞりな子 Lesson7（CROWN）why Biomimicry?

301 コミュニケーション英語Ⅲ 南澤恒太郎 Lesson7 etymology:Wonders of Words 

304 コミュニケーション英語Ⅲ 南澤恒太郎 センター試験過去問演習

305 コミュニケーション英語Ⅲ 水越健太郎 センター試験過去問演習

306 コミュニケーション英語Ⅲ 和田　　豊 センター試験過去問演習

302 英語表現Ⅰ 南澤恒太郎 Vision Quest Lesson7

303 英語表現Ⅰ 小林　美紀 Vision Quest Lesson7

304 英語表現Ⅱ 角田　清子 センター対策問題集

305 英語表現Ⅱ 小林　美紀 センター対策問題集

306 英語表現Ⅱ 東海　周二 センター対策問題集

204 英語演習 角田清子･小林美紀 Applause Vol.1 LESSON20

205 英語演習 角田清子･小林美紀 Applause Vol.1 LESSON20

206 英語演習 角田清子･小林美紀 Applause Vol.1 LESSON20

c101 英語中１ 長田里恵･小山千絵 New Crown 1 Lesson 7

c201 英語中２ 長田里恵･小山千絵 New Crown 2 Lesson 6

c301 英語中３ 長田里恵･小山千絵 New Crown 3 Lesson 6

101 家庭基礎 小穴貴代美 食事の計画と調理、これからの食生活を考える

103 家庭基礎 山口　　遥 栄養と食品のかかわり、調理実習

104 家庭基礎 山口　　遥

105 家庭基礎 山口　　遥

302 家庭基礎 山口　　遥 裁縫実習（ティッシュカバー）

303 家庭基礎 小穴貴代美 調理実習、裁縫実習（ティッシュカバー）

102 社会と情報 岡村　賢雅 グラフによる表現と伝達

103 社会と情報 岡村　賢雅 グラフによる表現と伝達

104 社会と情報 岡村　賢雅 グラフによる表現と伝達

105 社会と情報 岡村　賢雅 グラフによる表現と伝達

c201 総合学習 小山　千絵 古都研修のまとめ

c301 総合学習 長田　里恵 プレゼン（カナダで学んだこと）

■ジグソー法による授業

学年組

101 国語総合 小宮山恵菜 吉野弘の3つの詩から、吉野弘のキャッチコピーを考える。

102 国語総合 倉島　克実 吉野弘の3つの詩から、吉野弘のキャッチコピーを考える。

103 国語総合 小宮山恵菜 吉野弘の3つの詩から、吉野弘のキャッチコピーを考える。

104 国語総合 松橋　博行 問題演習を通した古文読解

105 国語総合 松橋　博行 問題演習を通した古文読解

201 古典B 松橋　博行 漢詩　３編を読み味わおう

201 古典Ｂ 松橋博行 漢詩3つを共通テーマで読み取り、鑑賞する。

201 日本史Ｂ 長野　真 なぜ原爆は落とされなければならなかったのか

202 現代文Ｂ 宮本信佳 小説「こころ」登場人物心情読解

205 現代文Ｂ 宮本信佳 小説「こころ」登場人物心情読解

204 現代文Ｂ 松橋博行 小説「こころ」Ｋの自殺の理由を3つの観点から考える。

302 生物 五味龍作 個体群と生物群集

304 日本史Ｂ 野口　雅宏 なぜ家康は江戸に幕府を開いたのであろうか？

305 日本史Ｂ 野口　雅宏 なぜ家康は江戸に幕府を開いたのであろうか？

306 日本史Ｂ 野口　雅宏 なぜ家康は江戸に幕府を開いたのであろうか？

科目 担当

栄養と食品のかかわり、食品の選び方と安全


