
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 大泉 喜信 情報室 プレゼンテーション準備(スライド作成)

吉澤 剛

松澤 千晶

3 古典 両角 文秋 1-3 漢文を学ぶ意義　　

4 化学基礎 山田 凌雅 1-4 化学結合

5 家庭基礎 原 美奈子 1-5 食生活

6 数学ⅠA 池田 英鼓史 1-6 図形と計量　三角比

7 政治経済 長野 真 1-7 日本国憲法

1 家庭基礎 小穴 貴代美 1-1 食生活

2 古典 両角 文秋 1-2 漢文を学ぶ意義

3 家庭基礎 原 美奈子 1-3 高齢者・社会福祉

美術 天田 広一 美術室 住空間を考える

音楽 丸山 恵美子 音楽室 合唱練習

5 英語表現 鎌倉 ひとみ 1-5 Chapter16 分詞（2）

美術 天田 広一 美術室 住空間を考える

音楽 丸山 恵美子 音楽室 合唱練習

7 社会と情報 西島 毅 情報室 プレゼンテーションの構成

1 数学ⅠA 池田 英鼓史 1-1 図形と計量　三角比

2 保健 北村 礼子 1-2 喫煙と健康その2

3 現代文 小宮山 恵菜 1-3 小説　「鏡」

4 地学基礎 若林 宣子 1-4 化石

5 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 水越 健太郎 1-5 Lesson４

6 現代文 中村 祐貴 1-6 評論「言葉は『ものの名前』ではない」

7 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 南澤 恒太郎 1-7 Lesson4  Seeing with the eyes of the Heart 

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

体内環境と体液の循環2

選4

選6

1-2生物基礎



1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 小山 千絵 2-1 ALTとコミュニケーションの授業

2 現代文 千村 美恵子 2-2 評論　「消費されるスポーツ」

3 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 ﾛｼﾞｬｰｽﾞ りな子 2-3 動名詞の復習

4 現代文 松橋 博行 2-4 メディアの情報操作

5 保健 戸谷 直喜 2-5 医薬品と健康

1 日本史 清水 美希 2-1 自由民権運動

2 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 田村 綾乃 2-2 Grammer  不定詞・動名詞

3 現代文 千村 美恵子 2-3 評論　「消費されるスポーツ」

文系生物基礎 若林 宣子 2-4 体内環境

化学 五味 龍作 2-6 化学反応とエネルギー

5 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 ﾛｼﾞｬｰｽﾞ りな子 2-5 Lesson４　まとめ

文系生物基礎 若林 宣子 2-4 体内環境

化学 五味 龍作 2-6 化学反応とエネルギー

7 英語表現 徳永 淳子 2-7 Lesson9

1 現代文 松橋 博行 2-1 評論　「消費されるスポーツ」

2 日本史 長野 真 2-2 中世の日本

3 日本史 清水 美希 2-3 自由民権運動

5限

6限

■2年生

4限

選

7

6

4

選6

反発係数

習

ベクトル

ベクトル

ベクトル2-6高行竹内

数学ⅡB

2-7美優森

3-5明子山本

英語演習

英検総合トレーニング

2-4

綾乃田村

淳子

2-6

小山 千絵

2-5

英検総合トレーニング

英語演習

遺伝情報の発現

4

5

選

ＬＲ
凌雅山田

物理
6

生物 吉澤 剛 2-7

英検総合トレーニング

宮本 恭嗣

英語演習 徳永

7



地理 渡邉 良一 3-1 気候と人びとの暮らし

数学演習 山室 利子 3-7 三角関数

2 生物 五味 龍作 3-2 生物群集と生態系

数学演習 新開 和幸 中2-1 数学演習　問題集　数と式

英語演習 二ノ宮 邦彦 3-3 英語構文と問題演習

政経探求 船崎 浩 3-6 国際経済のしくみ

倫理探求 町田 創史 3-4 明治・大正期の日本思想

地理探求 田中 美紀夫 ＬＲ 問題演習

北村 礼子 第1体育館 女子：ソフトボール　※雨天時：バスケットボール(第1体育館)

荒木 直矢 ｱﾘｰﾅ 男子：バレーボール

政経探求 船崎 浩 3-6 国際経済のしくみ

倫理探求 町田 創史 3-4 明治・大正期の日本思想

地理探求 田中 美紀夫 ＬＲ 問題演習

北村 礼子 第1体育館 女子：ソフトボール　※雨天時：バスケットボール(第1体育館)

荒木 直矢 ｱﾘｰﾅ 男子：バレーボール

1 現代文 小宮山 恵菜 3-1 小説　「舞姫」

宮本 恭嗣
松澤 千晶

3 現代文 宮本 信佳 3-3 小説　「舞姫」

音楽 丸山 恵美子 音楽室 ピアノ中間発表

美術 天田 広一 美術室 インテリアデザイン

西島 毅
伊藤 和幸

2 数学演習 山本 明子 3-2 平面図形

3 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 河野 誠史 3-3 Lesson6　　「Etymology」

4 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 和田 豊 3-4 英語問題演習

政経探求 船崎 浩 3-7 国際経済のしくみ

倫理探求 町田 創史 3-5 明治・大正期の日本思想

地理探求 田中 美紀夫 3-1 問題演習

6 古典 宮本 信佳 3-6 史記「荊軻伝」

政経探求 船崎 浩 3-7 国際経済のしくみ

倫理探求 町田 創史 3-5 明治・大正期の日本思想

地理探求 田中 美紀夫 3-1 問題演習

4限

5限

1

5

6

7

2

4

6限

5

■3年生

体育

選3

4 選

選

体育

地学基礎

選

小林歴史探求 歴史と対話しよう

地層や岩石と地質構造3-2

3-4大騎

２次方程式・２次不等式

高行 3-7

三角比

数学演習 山室 利子 3-6 三角比

数学演習 山本 明子 3-5

複素数平面の演習7

6

5

選

数学Ⅲ 外山 勇一 多目的室

三角比

数学演習 大泉 喜信 1-6

数学演習 竹内

ワード、エクセル演習情報室

選

7 選

選1

情報実習


