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山口県立大津緑洋高等学校 

校 長  原 田  治 幸 

 

授業公開の実施について（ご案内） 

 

 紅葉の候ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。また、平素から本校教育の充実に対し、格別のご理

解とご支援をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、本校では開かれた学校づくりの取り組みとして、日々の授業改善に資するため、下記のとおり授業公

開を計画しております。ご多用中誠に恐縮ですが、ご都合のよい時間にご来校いただき、授業をご参観いただ

きますようご案内申し上げます。 

 

記 

１ 日 時 平成３０年１１月５日（月），６日(火)，７日(水) 

月日 学年 組
１限

8:40～9:45
２限

9:55～11:00
３限

11:10～12:15
４限

13:00～14:05
５限

14:15～15:20
保健 数学Ⅰ 国語総合古典 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 現代社会

中野 松石・竹内 小川理 生月 喜多

国語総合古典 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 音楽Ⅰ 物理基礎 数学Ⅰ
小川理 生月 岡本 田中 松石・竹内

１１ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 現代社会 物理基礎 国語総合古典 生物基礎
小川弘 喜多 田中 小川理 河口

月 古典Ｂ 物理/生物 数学Ⅱ 化学基礎 世界史Ａ
吉松 田中/河口 齋藤・竹内 小島 髙林

５ 数学Ⅱ 英語表現Ⅱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 世界史Ａ 化学基礎
河内 小川弘 古谷 髙林 小島

日 数学Ⅱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 英語表現Ⅰ 数学Ｂ 古典Ｂ
齋藤 古谷 生月 進藤 吉松

（月） 古典Ｂ 化学 数学Ⅲα /数学Ⅱ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語ⅢＡ 地理Ｂ
岩本隆 小島 河内/進藤 新名 松本

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語ⅢＡ 化学 数学Ⅲα /数学Ⅱ 古典Ｂ 地理Ｂ
新名 小島 河内/進藤 岩本隆 松本

世界史Ｂ/日本史Ｂ/地理Ｂ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 体育 英語表現Ⅱ 古典Ｂ
喜多/西村/松本 新名 中野・吉川幸・岩本圭 小川弘 岩本隆

月日 学年 組
１限

8:40～9:45
２限

9:55～11:00
３限

11:10～12:15
４限

13:00～14:05
５限

14:15～15:20
社会と情報 現代社会 生物基礎 体育 国語総合現代文

中富・齋藤 喜多 河口 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 三村

コミュニケーション英語Ⅰ 社会と情報 現代社会 体育 生物基礎
生月 中富・齋藤 喜多 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 河口

１１ 物理基礎 数学Ⅰ 国語総合現代文 体育 音楽Ⅰ/書道Ⅰ
田中 松石・吉川修 三村 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 岡本/梅月

月 コミュニケーショ ン英語ⅡＢ 地理Ｂ 数学Ｂ 化学基礎 数学Ⅱ
古谷 西村 松石・吉川修 小島 齋藤・竹内

６ 英語表現Ⅱ 現代文Ｂ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 数学Ｂ 日本史Ａ/地理Ａ
小川弘 成瀬 古谷 飯田 西村/松本

日 古典Ｂ 日本史Ａ/地理Ａ
吉松 西村/松本

（火） ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語ⅢＢ 化学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語ⅢＡ 数学Ⅲα /数学Ｂ 体育
大野 小島 新名 河内/松石 中野・吉川幸・岩本圭・秋本

現代文Ｂ 化学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語ⅢＢ 数学Ⅲα /数学Ｂ 体育
成瀬 小島 大野 河内/松石 中野・吉川幸・岩本圭・秋本

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ 政治・経済/化学基礎 数学Ｂ/国語表現 世界史Ｂ/日本史Ｂ/地理Ｂ 現代文Ｂ
新名 岩本浩/田中 河内・進藤/吉松 喜多/西村/松本 成瀬
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家庭基礎（保育園にて保育実習）
山川

 

 

 



 

月日 学年 組
１限

8:40～9:45
２限

9:55～11:00
３限

11:10～12:15
４限

13:00～14:05
５限

14:15～15:20
国語総合古典 体育 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 数学Ａ

小川理 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 生月 武智

数学Ⅰ 体育 物理基礎 現代社会
松石・竹内 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 田中 喜多

１１ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ 体育 数学Ａ 英語表現Ⅰ
小川弘 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 武智 大野・柴田

月 化学基礎 現代文Ｂ 数学Ⅱ 古典Ｂ ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語ⅡＡ
小島 岩本隆 齋藤・竹内 吉松 柴田

７ 数学Ⅱ 古典Ｂ
河内 吉松

日 保健 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ 現代文Ｂ 数学Ⅱ 英語表現Ⅱ
秋本 古谷 成瀬 齋藤 生月

（水） 現代文Ｂ 数学Ⅲα /数学Ⅱ 体育 化学 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語ⅢＢ
成瀬 河内/進藤 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 小島 大野

コミュニケーショ ン英語ⅢＡ 数学Ⅲα /数学Ⅱ 体育 化学 古典Ｂ
新名 河内/進藤 中野・吉川幸・岩本圭・秋本 小島 岩本隆

古典Ｂ 政治・経済/生物基礎 数学Ｂ/国語表現 英語表現Ⅱ 世界史Ｂ/日本史Ｂ/地理Ｂ

岩本隆 岩本浩/河口 河内・進藤/吉松 小川弘 喜多/西村/松本
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※ 時間割は一部変更になる場合があります。 

２ 場 所     山口県立大津緑洋高等学校 大津校舎（長門市東深川４２７－２） 

３ 受 付     本校事務室前 ８時３０分～１５時２０分（随時） 

４ 開放対象 周辺小学校・中学校・高等学校教員及び保護者等 

５ 連 絡 先     山口県立大津緑洋高等学校（TEL 0837-26-0500） 教諭 進藤 孝浩  


