
文化学園長野高等学校　公開授業一覧表

組 教科・科目 教室 内容

1 社会と情報 西島 毅 情報室 word実習

2 体育 荒木 直矢 体育館 バレーボール

3 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 田村 綾乃 1-3 Lesson5

4 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ ﾛｼﾞｬｰｽﾞ りな子 1-4 Lesson6"Washoku"

5 家庭基礎 淺野 遥 1-5 調理室使用の説明

6 数学ⅠＡ 竹内 高行 1-6 正弦定理と余弦定理の応用

7 現代文 宮本　 信佳 1-7 評論：言葉は「物の名前」ではない

1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 小山 千絵 1-1 Lesson5

2 現代文 両角 文秋 1-2 コミュニケーション力を身につけよう

3 古典 大日方 千恵子 1-3 漢文訓読法

4 地学基礎 若林 宣子 1-4 化石

5 数学ⅠＡ 外山 勇一 1-5 正弦定理と余弦定理の応用

6 家庭基礎 淺野 遥 1-6 調理室使用の説明

7 社会と情報 西島 毅 情報室 word実習

1 生物基礎 吉澤 剛 1-1 体内環境と恒常性（心臓）

2 世界史A 清水 美希 1-2 オスマン帝国とヨーロッパ

3 体育 戸谷 直喜 体育館 バレーボール

4 現代文 小宮山 恵菜 1-4 評論：言葉は「物の名前」ではない

5 現代文 両角 文秋 1-5 評論：言葉は「物の名前」ではない

6 化学基礎 五味 龍作 1-6 相対質量

7 数学ⅠＡ 竹内 高行 1-7 正弦定理と余弦定理の応用

選：選択授業　　習：習熟度別授業　　　：ジグソー法による授業

担当者

4限

■1年生

5限

6限



1 体育 北村 礼子 体育館 ソフトボール（雨天時キックベース）

2 古典 大日方 千恵子 2-2 古文　：　方丈記

3 日本史B 小林 大騎 2-3 中世の東アジアと日本

音楽Ⅱ 丸山 恵美子 音楽室 合唱練習

ﾌｧｯｼｮﾝ造形基礎 小穴 貴代美 2-1 ランチバックの製作

2 日本史B 清水 美希 2-2 日清戦争後の東アジア情勢

3 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 水越 健太郎 2-3 分詞について

4 現代文 千村 美恵子 2-4 評論　：　おじいさんのランプ

5 日本史B 小林 大騎 2-5 鎌倉幕府の滅亡

6 地理B 田中 美紀夫 2-6 世界の地理

池田 英鼓史 学習室2 ｎ多角形の合同条件（数列の導入）

山室 利子 2-7 指数ってすごい！

1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 東海 周二 2-1 教科書第5課（関係詞）

2 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 南澤 恒太郎 2-2 Lesson４　Numbers　Talk

3 化学基礎 臼田 隆亮 2-3 相対質量

4 保健 藤巻 嵩寛 2-4 高齢者のための社会的取り組み

5 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 和田 豊 2-5 Lesson8　Language　Contacts

6 古典 宮本　 信佳 2-6 姨捨伝説を考える

7 古典 倉島 克実 2-7 姨捨伝説を考える

5限

6限

健太郎水越英語演習
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英検準2級対策学習室2

1 選

選

7 習

英検3級対策

英語演習 和田 豊 2-7 英検2級対策

英語演習 河野 誠史 2-6

2-5 剛体とつり合い

生物 五味 龍作 2-4 DNAの構造

物理 宮本　 恭嗣



美術Ⅱ 天田 広一 美術室 木製パズルの制作

ﾌｧｯｼｮﾝ造形 小穴 貴代美 3-1 チュニックブラウスの製作

2 古典 倉島 克実 3-2 『源氏物語』「若紫」

3 現代文 千村 美恵子 3-3 小説　：　こころ

数学演習2α 新開 和幸 学習室1 センター試験IA 問題演習

数学演習2β 前山 まどか 3-5 センター試験IIB 問題演習

数学Ⅲ 外山 勇一 ＬＲ 大学入試 問題演習

英語演習 東海 周二 3-4 英作文の実践

1 現代文 松橋　 博行 3-1 日本語で　レッツ　リスニング　！！

2 体育 荒木 直矢 体育館 ソフトボール（雨天時バスケットボール）

3 英語表現Ⅱ 東海 周二 3-3 仮定法

日本史探求 長野 真 学習室1 江戸幕府の成立

世界史Ｂ 町田 創史 ＬＲ 古代中国史

生物 吉澤 剛 3-4 生物の系統

物理 宮本　 恭嗣 3-5 電流と磁界

音楽Ⅲ 丸山 恵美子 音楽室 合唱練習

美術Ⅱ 天田 広一 美術室 インテリアデザインの世界

情報実習 伊藤 和幸 情報室 word・excel演習

2 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 河野 誠史 3-2 Lesson5

3 体育 北村 礼子 体育館 ソフトボール（雨天時バレーボール）

世界の地理

財政のしくみとはたらき

近代西洋思想　
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