
実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:00～10:50
　１階 職員玄関
　１階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

穴原　千沙都 教諭 3・4 家庭科
　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　　 　（１）駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用ください。

　　　西武池袋線「稲荷山公園駅」徒歩５分
　　 　（２）研究協議は午後になりますので、昼食はご持参ください。

実施日
ＦＡＸ ０４８－６６０－１９０４

　１　受 付 等
　18:00～18:30
　２階 事務室前
　２階 定時制会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

大木　雄太 教諭 2 数学
大木　雄太 教諭 3 数学

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
(1)定時制時間割 (2)次第
１時限目　１７：５０～１８：３５ 受付
２時限目　１８：４０～１９：２５ ２時限目 公開授業
３時限目　１９：３０～２０：１５ ３時限目 公開授業
４時限目　２０：２０～２１：０５ 研究協議 （定時制会議室）

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　　埼玉新都心交通ニューシャトル　今羽駅から徒歩１０分
　　JR高崎線　宮原駅から徒歩２０分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　２階　家経室 

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

柴生田　茜 教諭 5 理科
武井　寛太 教諭 6 地理歴史

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・柴生田教諭はアクティブラーニングの一つである『学び合い』の実践を公開します。
　・埼京線与野本町駅から徒歩１０分

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

家庭総合

埼玉県立狭山経済高等学校
10:55～14:25（受付開始 10:00）

あり　・　なし

９月１８日（火）学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

０４－２９６９－１０３０

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

９月２５日（火）埼玉県立大宮工業高等学校　定時制課程

18:40～21：00（受付開始 18:00）

地学基礎
世界史Ｂ

　　　控　　室

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付

１９：３０～２０：１５
２０：３０～２１：００

科目
数学Ⅰ
数学Ⅰ

あり　・　なし

１８：００～１８：３０
１８：４０～１９：２５

あり　・　なし

９月２６日（水）埼玉県立与野高等学校
13:30～16：45（受付開始 13:00） ０４８－８４０－１０４６

　　　受付場所
　　　控　　室

科目



実施日
ＦＡＸ ０４８－４６０－１０１８

　１　受 付 等
　10:30～10:50
　１階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

　山崎　勝 教諭 3・4 外国語 異文化理解
三沢　渉 教諭 4 外国語 英語表現

　山崎　勝 教諭 5 外国語
　　　 三沢　渉 教諭 5 外国語
　　　 三沢　渉 教諭 6 外国語
　３　研究協議について

　４　そ の 他
  (1) 昼食については、食堂利用可。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ 東武東上線和光市駅 から司法研修所循環バス５分、「西大和団地」下車、徒歩５分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
9:20～9:50
２階 大会議室（ 開会行事は行いません）
２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

癸生川　大 教諭 2,3 数学
大江　裕子 教諭 3 外国語
今成　千尋 教諭 2,3 国語

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・京浜東北線北浦和駅　東口から徒歩１２分

コミュニケーション英語Ⅰ

総合英語

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

９月２８日（金）

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

あり　・　なし

埼玉県立和光国際高等学校
10:55～15：40（受付開始 10:30）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
９月２９日（土）さいたま市立浦和高等学校

9:50～12：40（受付開始 9:20） ０４８－８８３－２０２９
学校名
時間

総合英語

　　　控　　室

科目

科目
数学Ａ

コミュニケーション英語Ⅰ

国語総合

あり　・　なし



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:15
　４階 大会議室
　４階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

山上　真吾 教諭 5 理科
平野　佑樹 教諭 6 英語
山川　智史 教諭 7 英語

　　　 本　みゆき 教諭 7 商業
品田　歩 教諭 5 国語

折笠　佳波 教諭 7 地歴
木村　朋行 教諭 7 理科

　３　研究協議について

　４　そ の 他
　 ・当日の日程

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースがないので、自家用車での御来校は御遠慮ください。公共の交通機関を御利用ください。

　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・ＪＲ埼京線戸田駅西口下車、徒歩約５分（快速・通勤快速は停車しませんので御注意ください）

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:20～10:50（３・４限）　　　12:25～13:10（５・６限）
　１階 職員玄関
　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

東原　大地 教諭 ３・４限 数学
二瓶　樹 教諭 ３・４限 数学

福島　直史 教諭 ３・４限 保健体育
渡辺　健太 教諭 ５・６限 地理歴史

齊藤　亜希子 教諭 ５・６限 国語
尾城　有美 教諭 ５・６限 国語

　　　 小島　拓郎 教諭 ７・８限 地理歴史
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食は各自で御用意下さい。本校の食堂は利用できません。
〔備考〕駐車スペースに限りがありますので、できるだけ公共の交通機関を御利用ください。
　　　　東武伊勢崎線・秩父鉄道　羽生駅下車　徒歩１５分

体育

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
化学

英語Ⅱ

０４８－４３０－１３７２
１０月１日（月）埼玉県立戸田翔陽高等学校

13:15～16：40（受付開始 13:00）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅰ

英表Ⅱ
財務会計Ⅰ
国語表現
地理Ｂ
化学

あり　８限　１５：５５～１６：４０

５限13:20～14:05（公開授業）６限14:10～14:55（公開授業）
　　　　　　　　　　７限15:05～15:50（公開授業）8限15:55～16:40（研究協議）

埼玉県立羽生高等学校
10:50～14：45（受付開始 10:20）

数学Ⅰ

０４８－５６０－１０５２

日本史Ｂ
国語総合
国語一般
地理Ａ

15:00～16:00（会議室）

１０月３日（水）



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:20～13:30
　１階 職員玄関
　１階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

白石　紳一 教諭 5 数学
白石　紳一 教諭 6 数学

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 食堂を御利用の場合、受付時間より前に御来校可能です（事務室に申し出）
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・高崎線桶川駅 東口から加納循環バス１０分、「加納公民館」下車、徒歩３分
　

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:20～9:40
　２階 大会議室
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

古澤　千晴 教諭 2 数学
武藤　正樹 教諭 3 国語

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・１０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　14:00～14:20
　２階 大会議室前
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

渡邊　彩矢香 教諭 6 理科
　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　
　

０４８－６６０－１９０４

０４８－６２０－１９０１

１０月５日（金）

０４８－７２９－１００４

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
物理(３年カレッジ)

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名

　　　受　　付

埼玉県立大宮光陵高等学校

埼玉県立大宮工業高等学校

　・大宮駅西口バスのりば１番からご乗車いただき、飯田宿経由の場合は「足立神社」下車徒歩

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

国語総合

あり　・　なし

１０月５日（金）
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅱ

数学Ⅲ探究
数学Ⅱ

あり　・　なし

１０月３日（水）

あり　・　なし

13:35～16：30（受付開始 13:20）
埼玉県立桶川高等学校

9:50～12：40（受付開始 9:20）

14:25～16：45（受付開始 14:00）



埼玉県立春日部女子高等学校 実施日
8:55～11：45（受付開始 8:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:30～8:50
　１階 職員玄関
　３階 講義室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

石山　博恵 教諭 1・2 地歴
伊原　美咲 教諭 1 理科
筧　美和子 教諭 1・2 国語

　　　
　３　研究協議について

10:55～11:45

　４　そ の 他
　(1) 当日は土曜公開授業日です。中学生や保護者等の授業見学もあります。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共交通機関を御利用ください。
　・東武線春日部駅東口から豊野工業団地行きバス５分「女子校前」下車、または徒歩約１７分　

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　管理棟１階 職員玄関
　管理棟３階 視聴覚室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

（調整中） 5

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
-1
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・８０名まで参加可能です。
　・ＪＲ「熊谷駅」北口から朝日バス（６番乗場：西小泉・太田・妻沼行乗車約７分）を利用し、
　　円光（えんこう）で下車、徒歩約５分です。または、秩父鉄道石原駅下車、徒歩１５分です。

あり　・　なし

０４８－５２０－１０５７

０４８－７６０－１２０３

１０月１０日（水）
平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

１０月６日（土）

　　　控　　室

科目
日本史Ｂ
化学基礎
現代文Ｂ

あり　・　なし

埼玉県立熊谷高等学校

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

科目

13:25～16：30（受付開始 13:00）



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　17:00～17:25
　１階 職員玄関
　１階 応接室（予定）

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

原田　倫史 教諭 1 数学
髙橋　大樹 教諭 1 国語

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 当日は全日制課程の公開研究授業も実施しています。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ「熊谷駅」北口から朝日バス（６番乗場：西小泉・太田・妻沼行乗車約７分）を利用し、
　　円光（えんこう）で下車、徒歩約５分です。または、秩父鉄道石原駅下車、徒歩１５分です。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　１階 社会科室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

矢萩　彩恵 教諭 5 理科
藤原　裕人 教諭 5 英語
千島　拓実 教諭 5 商業
岸　朋哉 教諭 6 数学

岡部　優也 教諭 6 理科
髙山智裕 教諭 6 体育

関根　智恵美 教諭 6 商業
　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車場は余裕がありますので御利用ください。
　・最寄駅（秩父鉄道皆野駅または親鼻駅）から徒歩３０分です。
　・皆野駅からはタクシーが利用できます。

科目
数学活用

０４８－５２０－１０５７
埼玉県立熊谷高等学校 定時制課程 １０月１０日（水）

あり　・　なし

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

国語総合

埼玉県立皆野高等学校

17:25～18：10（受付開始 17:00）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

０４９４－６３－１００１13:25～16：45（受付開始 13:00）
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

数学A
生物基礎

保健
課題研究（秘書実務）

あり　・　なし

１０月１０日（水）

科目
地学基礎

コミュニケーション英語Ⅱ

情報処理



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　　　受　　付　11:00～
　　　受付場所　１階 会議室前
　　　控　　室　１階 会議室
　２　公開授業予定者

授業者 職名 時限 教科
櫻　　泰樹 ３限or４限 数学
佐藤　　智 ３限or４限 数学
小池　祐真 ３限or４限 国語
半山　修平 ３限or４限 美術
木戸　有希 ３限or４限 国語
小林　浩太 ３限or４限 理科（物理）

澤田　怜奈 ３限or４限 国語
渡邊　千恵 ３限or４限 国語

　３　研究協議について あり　・なし ※組めない場合もございます
　４　そ の 他
　　　本校は、６５分授業です。
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・駐車スペースがありません。公共交通機関を御利用ください。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　２階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

岩片　恭平 教諭 5 数学
橋本　憲 教諭 5 地歴公民

池野　智史 教諭 5 英語
　　　
　３　研究協議について

数学の研究協議と地歴公民・英語の研究授業は別室で行います。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:20～9:55
　１階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

川口　優平 教諭 2 地歴
 内木　雄飛 教諭 3 農業

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
  ・東武伊勢崎線羽生駅 西口から徒歩１５分
　・秩父線西羽生駅行き徒歩５分

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名

時間

③限11:20～12:25または④限13:10～14:15  

１０月１２日（金）

科目

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

埼玉県立所沢北高等学校
11:20～16:30（受付開始 11:00） ０４－２９９１－１００７

０４８－９４９－１０２８

学校名

科目
世界史

時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

１０月１７日（水）埼玉県立三郷高等学校
13:25～15：15（受付開始 13:00）

グリーンライフ

異文化理解

あり　・　なし

０４８－５６０－１０５４
１０月２３日（火）埼玉県立羽生実業高等学校

9:55～12:45（受付開始 9:20）

数学Ⅱ
世界史B

あり　・　なし



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:30～9:50
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

竹内　公彦 教諭 2 理科
田端　雄樹 教諭 2 理科
坂本　益教 教諭 3 国語

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・東武東上線つきのわ駅北口から徒歩５分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:30～13:20
　１階 職員玄関
　２階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

近藤　遼平 教諭 1 地理歴史
田嶋　康志 教諭 3 数学
新井　泰葉 教諭 4 理科

　　　 小泉　庄司 教諭 6 英語
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食はご用意いただくか、食堂、パン販売をご利用ください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・西武秩父線「西武秩父駅」下車、徒歩１５分、西武鉄道「御花畑駅」下車、徒歩１３分

０４９４－２１－１０４１
埼玉県立秩父高等学校

8:50～16：45（受付開始 8:30）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名

あり　・　なし

時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

数学Ⅰ
生物基礎
英語Ⅲ

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

現代文研究

あり　・　なし

１０月２４日（水）
０４９３－６１－１０６１

地理

１０月２６日（金）

学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
生物基礎
生物基礎

埼玉県立滑川総合高等学校
9:55～12:30（受付9:30）



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　08:40～09:00
　２階 職員玄関
　２階 応接室（来賓）　会議室（一般来校者）

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

谷　　貴美 教諭 １、２ 農業
宮﨑　由実 教諭 １、２ 農業
華井　裕隆 教諭 3 公民
鎌倉　直紀 教諭 ３、４ 工業
押田　拓也 教諭 4 数学
酒井　翔太 教諭 4 英語

　　　
　３　研究協議について

　 　　　１３：３０～１４：１０　応接室
　４　そ の 他
　　（１）昼食につきまして、９：００まで、お弁当の注文を受付けます。
　　　　　それ以外の方は、御持参ください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・大宮駅西口下車　徒歩約２０分
　・大宮駅西口停留所から（大３９、大３９－１、大４０、大４１）バス７分　かみこ公園下車

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

森田　純子 教諭 5 国語
佐藤　太基 教諭 5 理科

大嶋　浩太郎 教諭 5 音楽
前田　和 教諭 5 英語

田中　将臣 教諭 5 情報
岡部　杏 教諭 6 国語

富塚　雄貴 教諭 6 地歴
加藤　裕佑 教諭 6 数学
上村　健斗 教諭 6 数学
熊谷　澪 教諭 6 理科

長神　さやか 教諭 6 理科
　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・５０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ宇都宮線・東武伊勢崎線　久喜駅　下車
　　西口からアリオ行きバス１０分、「アリオ」下車、徒歩３分

数学Ⅰ

０４８－８４０－１０４７

あり　・　なし

埼玉県立久喜北陽高等学校
13:30～15：20（受付開始 13:00）

化学
生物

あり　・　なし

１０月２９日（月）
０４８０－２９－１０２５

課題研究　音楽
コミュニケーション英語Ⅰ

情報
現代文Ｂ

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
現代文Ｂ
地学基礎

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間 9:00～14：10（受付開始 08:40）

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
微生物利用

１０月２９日（月）

微生物利用

埼玉県立いずみ高等学校

日本史Ｂ
数学Ⅰ

政治経済
ハードウェア技術

数学Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅰ



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 事務室前
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

鍋島　朱海 教諭 5 国語
新井　孝和 教諭 5 地歴
中村　桃子 教諭 5 芸術
今野　恵介 教諭 6 数学
石神　将大 教諭 6 数学
戸井田　健 教諭 6 保健体育
橋本　和明 教諭 6 外国語

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 学校の近くに飲食店はありませんが、学食は１２時から利用できます。
　(2) 昼食を持参の場合は、大会議室を１２時から利用できます。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。

     なお、バス停等の詳細は本校ＨＰをご覧ください。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:40～9:40
　１階 職員玄関
　２階 視聴覚室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

牛坂　留都 教諭 専攻科１限 看護
髙木　邦子 主幹教諭 看護科２・３限 看護
高見　裕尚 教諭 看護科２限 保健体育

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 学食などありませんので、昼食はご持参ください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。

書道Ⅰ
数学Ⅱ
数学Ａ
保健

コミュニケーション英語Ⅲ

あり　・　なし

 　・公共交通機関：上尾駅から市内循環バス「ぐるっとくん(大谷循環)」→「上尾南高前」下車、徒歩３分。

１０月２９日（月）
０４８－７８０－１００９

埼玉県立上尾南高等学校
13:25～16：45（受付開始 13:00）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
国語総合
世界史Ｂ

あり　・　なし

　・京浜東北線北浦和駅西口３番乗り場より西武バス約20分、「大久保行」「浦和北高校行」にて

　　　受　　付
　　　受付場所

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名

　　　控　　室

科目
母性看護
基礎看護

体育

　・埼京線南与野駅より西武・国際興業バス約10分、「埼玉大学行」にて「大泉院通り」下車、

時間
１０月３０日（火）埼玉県立常盤高等学校

9：10～12：40（受付開始 8:40） ０４８－８４０－１０４４



実施日
ＦＡＸ ０４８－４８１－８９７０

　１　受 付 等
　12:00～12:30
　特別教室棟２階・大会議室前
　特別教室棟２階・大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

秋庭　英雄 教諭 調整中 工業
坂田　希究 教諭 調整中 工業
渡邉　　司 教諭 調整中 理科
池川　慎吾 教諭 調整中 数学
松村　　健 教諭 調整中 保健体育

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 本校は６学科を設置した複合型の専門高校です。
　　　是非、公開授業以外の生徒の活動の様子も自由に御覧ください。
  (2) 途中からの参加も可能です。多くの先生方のお越しをお待ちしています。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　　　○東武東上線朝霞駅　南口から　西武バス
　　　　大泉学園駅行又は新座栄行　バス１５分「新座総合技術高校」下車徒歩１分
　　　○西武池袋線大泉学園駅　北口から　西武バス
　　　　朝霞駅行　バス１５分「都民農園セコニック」下車徒歩１分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　14:00～14:25
　１階 職員玄関
　１階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

上野　通宗 教諭 6 理科
山本　佳樹 教諭 6 国語

松岡　由美子 教諭 6 公民
　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・３０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・京浜東北線「さいたま新都心駅」東口１番乗場からバス７分『西高前』下車、徒歩２分
　　京浜東北線「与野駅」から徒歩２０分

12:30～16：40（受付開始 12：00）

　　　控　　室

科目
デザイン技術
デザイン技術

生物基礎
数学Ⅰ
保健

あり　・　なし

　　　控　　室

科目

０４８－８３０－１１１７

学校名
時間

埼玉県立新座総合技術高等学校 １０月３０日（火）

埼玉県立浦和西高等学校 １０月３０日（火）

　　　受　　付
　　　受付場所

あり　・　なし

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

生物基礎

現代社会

14:25～16：30（受付開始 14:00）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　11:30から随時受付
　管理棟１階 会議室前
　管理棟１階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

石川　和博 教諭 未定 地歴
石塚　和成 教諭 未定 数学
吉岡　克起 教諭 未定 数学
冨樫　民樹 教諭 未定 理科
井野　靖弘 教諭 未定 工業（設備システム）

中村　政和 教諭 未定 工業（情報技術）

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼休みは４時限と５時限の間（12:40～13:25）です。昼食は各自ご用意ください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ埼京線中浦和駅より徒歩12分、ＪＲ武蔵野線西浦和駅より徒歩15分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　12:50～13:10
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

梅原　拓也 教諭 ５or６ 数学
三浦　将一 教諭 ５or６ 数学
井堀　雅大 教諭 ５or６ 地理歴史
田島　慎介 教諭 ５or６ 地理歴史
関根　里恵 教諭 ５or６ 理科
眞保　有偉 教諭 ５or６ 英語
徳武　知征 教諭 ５or６ 英語
阿部　優太 教諭 ５or６ 音楽
八鍬　治壽 教諭 ５or６ 地理歴史

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 研究協議は15:20～16:50の予定です。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」２番出口から徒歩１０分

11:50～16：45（受付開始 11:30）

13:15～16：45（受付開始 12:50）

０４８－８３６－１０５８

０４８－２９０－１０１４
埼玉県立川口東高等学校

埼玉県立浦和工業高等学校

数学探究

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ
音楽Ⅱ

（世界史Ｂとコラボ）

あり　・　なし

　　　控　　室

５限(13:15～14:05)、６限(14:15～15:05)
科目

数学Ⅱ
数学Ⅱ

世界史Ｂ
地理Ａ
生物

英語理解

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

１０月３１日（水）

あり　・　なし

１０月３１日（水）学校名
時間

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

設備計画
コンピュータシステム技術

※科目は変更の可能性があります。

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
地理Ａ
数学Ⅰ

地学基礎



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　17:00～17:20
　職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

菅原　俊 教諭 国語
多田羅　亮 教諭 体育
黒岩　寛貴 教諭 理科

小庄司　和紗 教諭 家庭
中澤　洋子 教諭 家庭
佐藤　侑大 教諭 商業
権藤　正則 教諭 商業

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。

未定 未定

あり　・　なし

１０月３１日（水）
０４８－９８４－１１８０

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名 埼玉県立吉川美南高等学校（Ⅱ部定時制）

時間 17:30～20：30（受付開始 17:00）

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　　8:40～ 8:50
　２階 大会議室
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者（金曜日の場合）
授業者 職名 時限 教科

小川　　駿 教諭 1 保健体育
長谷川薫子 教諭 2 外国語
青木　龍也 教諭 4 国語
稲葉　和信 教諭 5 地理歴史
貴志　弘基 教諭 6 地理歴史

　　　
　３　研究協議について

　２階 大会議室 　15:40～16:40

　４　そ の 他
　　・昼食は各自で用意してください。
　〔　備　　考　〕
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・ＪＲ埼京線北戸田駅西口から徒歩１５分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

岩田　啓道 教諭 5 公民
入月　涼 教諭 5 地歴

大島　一勲 教諭 5 数学
山﨑　晃太朗 教諭 5 理科

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他

〔備考〕
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武東上線志木駅 南口から新座団地行き➡　団地南下車　徒歩５分
　・JR新座駅から　徒歩２０分　詳細は、HPでご確認ください。

 8:50～16：40（受付開始 8:40）

世界史Ｂ
地理Ｂ

０４８－４８９－１０３０

　　　控　　室

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
体育

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

０４８－４２２－６０５５
埼玉県立南稜高等学校 １１月２日（金）

政治経済
日本史Ｂ
数学Ⅱ

化学基礎

あり　・　なし

　(1) 都合により、研究協議が実施できません。公開授業終了後、直接担当者へお声がけ下さい。

国語総合

あり　・　なし

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

１１月２日（金）埼玉県立新座柳瀬高等学校
13:25～16：45（受付開始 13:00）

科目



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

岡部　裕樹 教諭 5 社会（公民）

渡部　良太 教諭 5又は6 社会（地理歴史）

浅野　裕太 教諭 5 理科
土屋　知徳 教諭 5又は6 英語

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。

　・「イオン循環」はふじみ野高校前を通らないのでご注意ください。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　14:00～14:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

新井　裕之 教諭 5 国語
　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食についてなど、必要により記入してください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・２０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・西武新宿線線新狭山駅 北口から徒歩１２分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　17:30～18:00
　１階 事務室前
　１階 応接室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

岡田　直也 教諭 1 数学
小島　大貴 教諭 2 国語
萩原　紘平 教諭 2 理科

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 授業時間は１限18:00～18:45、２限18：55～19：40の45分授業です。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ 京浜東北線北浦和駅 徒歩10分

０４－２９６９－１０３２

埼玉県立浦和高等学校　定時制課程
０４８－８８５－４６４７

１１月２日（金）

14:25～16：45（受付開始 14:00）

18:00～19：40（受付開始 17:30）

あり　・　なし

科目
数学Ａ
古典Ａ

生物基礎

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ（火・

あり　・　なし

　・東武東上線ふじみ野駅西口から「大井循環」又は「上福岡駅東口」行きバス8分、

０４９－２７８－１１７５
１１月２日（金）埼玉県立ふじみ野高等学校

13:25～16：45（受付開始 13:00）

科目
現代社会（火・金）

世界史B（火・6）、地
生物基礎（火・金）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
国語総合

あり　・　なし

１１月２日（金）埼玉県立狭山清陵高等学校

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:00～9:20
　５階 図書室
　５階 図書室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

鈴木　大樹 教諭 ２・３限 芸術
　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) お問い合わせは、本校教諭　鈴木　大樹（音楽担当）までお願いいたします。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武アーバンパークライン（東武野田線）　豊春駅より徒歩約20分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　麗風館１階・視聴覚室前
　視聴覚室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

板谷　大介 教諭 注※ 国語
赤嶺　亜子 教諭 注※ 地歴
富田　平 教諭 注※ 情報

　　　 注※　公開授業の時間は５限（13:25～14:15）もしくは６限（14:25～15:15）
１０月中旬までに本校ＨＰ上で詳細をお知らせいたします。

　３　研究協議について

　４　そ の 他
申し込みはＦaxにて本校までお願いします。締め切りは１０／３１です。

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・１００名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・浦和駅下車、徒歩１０分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

上原　拓馬 教諭 5 公民
新井　徳幸 教諭 6 英語
古﨑　達也 教諭 6 数学

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、なるべく公共交通機関を御利用ください。
　・埼玉高速鉄道線新井宿駅から、徒歩２３分。
　・その他の公共交通機関の利用については、本校ＨＰをご覧ください。

０４８－８３０－１１１６
埼玉県立浦和第一女子高等学校

13:25～16：45（受付開始 13:00）

あり　・　なし

１１月５日（月）
０４８－７９３－１５００9：20～13：00（受付開始 9:00）

埼玉県立岩槻北陵高等学校学校名
時間

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
倫理

コミュニケーション英語Ⅱ
数学Ａ

古典
日本史Ｂ

社会と情報

あり　・　なし

時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） ０４８－２９０－１０１５

　　　受　　付

あり　・　なし
　研究協議　15:30～16:45　大会議室

１１月５日（月）
平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名 埼玉県立川口青陵高等学校

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

１１月５日（月）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
音楽Ⅲ



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:15～13:35
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

日沖　奈保子 教諭 5 国語
中谷　勇志朗 教諭 5 理科

細谷　俊 教諭 6 地理歴史
　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・昼食は各自取った上でお集まりください。
　・東武線 岩槻駅・越谷駅 からバス２０分、「越谷西高入口」下車、徒歩４分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 事務室前
　２階 小会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

荒木　明 教諭 5 英語
岩﨑　保典 教諭 5 農業
橋本　翔平 教諭 6 国語
本田　知大 教諭 6 農業

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食は各自でご準備ください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・お車で来校される場合は、申込み用紙備考欄にその旨をご記入ください。
　・JR八高船児玉駅　下車徒歩２２分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　１階 小会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

関　三重子 教諭 5 商業
吉田　大祐 教諭 5 地理歴史
小泉　拓也 教諭 5 数学

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。

13:35～16：45（受付開始 13:15）

13:35～15：25（受付開始 13:00）
埼玉県立鳩ヶ谷高等学校

０４８－２８０－１０２８

０４８－９７３－１１８３

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

世界史Ｂ
数学Ａ

あり　・　なし

　・ＪＲ京浜東北線蕨駅東口から新井宿、桜町二丁目行きバス１５分、「鳩ヶ谷高校」下車、徒歩５分

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
国語総合
物理基礎
日本史Ｂ

あり　・　なし

１１月５日（月）埼玉県立越谷西高等学校

科目
簿記

　　　受付場所
　　　控　　室

１１月５日（月）

１１月５日（月）
平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名
時間

埼玉県立児玉白楊高等学校
13:35～16：40（受付開始 13:00）

　　　受　　付

０４９５－７３－１０１１

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
選ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ（3年生）

総合実習（2年生）
国語総合（1年生）

植物バイオ（1年生）

あり　・　なし



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:10～
　管理棟１階 職員玄関
　管理棟２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

飯田　勇人 教諭 英語
大野　圭一 教諭 地理歴史

尾澤　里佳子 教諭 数学
武士田　透 教諭 地理歴史
山田　一貴 教諭 公民

＊実施時限は実施曜日による
＊実施日によっては公開不可のものもある

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食は本校の食堂をご利用いただけます。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・２０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・東武スカイツリーライン線越谷駅 東口から朝日バス・花田循環バス５分、「越ヶ谷高校」下車

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　12:50～13:10
　１階 職員玄関
　２階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

本郷　敦 教諭 ６限 理科
小松　靖和 教諭 ５限 保健体育
谷口　勇太 教諭 ５限 数学

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ武蔵野線東浦和駅から徒歩１７分

生物基礎
体育

数学ⅠＡ

あり　・　なし

１１月６日（火）学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

13:10～16：50（受付開始 12:50） ０４８－２９０－１０１３

　　　控　　室

科目

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
埼玉県立川口北高等学校

数学ⅡB
世界地誌
現代社会

あり　・　なし

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
コミュニケーション英語Ⅰ

世界史Ｂ

０４８－９６０－１１８４
１１月６日（火）埼玉県立越ヶ谷高等学校

8:25～16：45（受付開始 8:10）



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

外山　結衣 教諭 5 国語
臼井　朋子 教諭 6 地理歴史
森口　真靖 教諭 5 数学
長谷川　翠 教諭 5 理科
長谷部尚子 教諭 6 英語

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:45～14:00 14:00～14:30　開会行事（会議室）
　２階 会議室 14:40～15:45　公開授業
　２階 会議室 16:00～16:50　研究協議

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

田口　聡旬 教諭 5 数学
山崎　桂 教諭 5 国語

戸松　遥美 教諭 5 理科（生物）

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武東上線　川越市駅　から徒歩５分、または　西武新宿線　本川越駅　から徒歩８分

数学Ⅰ・Ａ
現代文または古典
ＳＳ生命科学Ⅰ

あり　・　なし

科目

14:00～16：45（受付開始 13:45） ０４９－２２９－１０３８
１１月６日（火）

　　　控　　室

埼玉県立川越女子高等学校学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名 埼玉県立富士見高等学校

13:25～16：45（受付開始 13:00）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

　　　受　　付
　　　受付場所

科目
国語総合

０４９－２５５－４９３３時間

世界史Ｂ
数学Ⅱ

化学基礎
コミュニケーション英語Ⅰ

※ 初任者の研究授業も公開する予定です。

あり　・　なし

　(1) 昼食については、受付前に校外でお取りください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・本校東側に隣接する「富士見市第２運動公園」の駐車場（徒歩５分）を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・公共の交通機関については、本校ホームページを参照してください。

１１月６日（火）



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
9:30～13:00
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

佐々木　努 教諭 2 地理歴史
浜野　啓史 教諭 3 公民
鈴木　悠太 教諭 5 数学

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 控室にて昼食をとることは可能です。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・電車利用の場合　東武スカイツリーライン谷塚駅下車徒歩１5分
　　バス利用の場合　東武スカイツリーライン草加駅西口バス乗り場より見沼代親水公園行または
　　竹ノ塚駅西口行乗車、中柳島バス停下車徒歩５分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:00～10:30
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

根岸　佑樹 教諭 3 理科
小暮　耕平 教諭 4 理科

五十嵐　由子 教諭 3 情報
　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 午前中の開催となるため、研究協議は実施しません。各自で昼食の対応をお願いします。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・最寄駅JR新白岡駅、徒歩15分程度となります。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

内田　健太 教諭 5 国語
白倉　拓未 教諭 6 英語

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ高崎線桶川駅西口から桶川市内循環バス(西循環、又は東西循環〔外回り〕)10分、
　 「桶川西高校入口」下車　徒歩1分

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

政治経済
数学I

あり　・　なし

０４８０－９０－１００８10:55～12：45（受付開始 10:00）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

１１月７日（水）
０４８－９２０－１２６２

埼玉県立草加南高等学校
9:50～16:45(受付開始　9:30)

物理
化学基礎
情報処理

あり　・　なし

１１月７日（水）埼玉県立白岡高等学校

科目

世界史B

学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
古典B

コミュニケーション英語Ⅰ

あり　・　なし

１１月７日（水）埼玉県立桶川西高等学校
13:20～16：45（受付開始 13:00） ０４８－７８９－１０５１



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　４階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

和田　光春 教諭 6 商業
小島　直記 教諭 5 商業
片桐　優輝 教諭 5 商業
大澤　諒 教諭 6 公民

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食についてなど、必要により記入してください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・西武池袋線狭山ヶ丘駅 西口下車、徒歩２０分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:25
　１階 職員玄関
　２階 会議室

　２　公開授業予定者　
授業者 職名 時限 教科

蓑島　裕介 教諭 5 理科
氏家　香織 教諭 5 英語
星　恵美 教諭 5 英語

飯嶋　正徳 教諭 6 数学
佐藤　生吹 教諭 6 地歴
飛岡　浩太 教諭 5 地歴

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・定員２０名（定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。）
　・ ＪＲ宇都宮線、東武線　栗橋駅 から徒歩１０分

埼玉県立所沢商業高等学校

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
簿記

プログラミング

０４－２９３８－１０００

13:30 ～ 16：45（受付開始 13:00）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

あり　・　なし

１１月７日（水）
０４８０－５５－１００８

化学基礎

埼玉県立栗橋北彩高等学校

13:25～16：45（受付開始 13:00）

英語表現Ⅰ
数学A

世界史Ｂ
世界史Ａ

英語表現Ⅰ

ビジネス基礎
政治経済

　　　受　　付

あり　・　なし

１１月７日（水）
平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名
時間



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
8:35
　２階 職員玄関
　２階 応接室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

三沼　紀子 教諭 １限目 国語
岡村　起代之 教諭 １限目 情報
関根　景子 教諭 ３限目 国語

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) ４時間目（11:55～12:45）の時間帯に研究協議を行う予定です。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　　 西武バス　北浦和駅西口から浦和北高校行きバス２５分、「浦和北」下車、徒歩１分
　　 西武バス　北浦和駅西口から大久保行きバス２５分、「大久保」下車、徒歩１０分
　   西武バス　北浦和駅西口から加茂川団地行きバス２５分、「大久保」下車、徒歩１０分
　・校務の都合で、どうしても車で来校する場合は、事前に御連絡ください。

実施日

ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:30～8:40
　２階 大会議室
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

伊藤　彩
関根　和毅

教諭
教諭

１・２
家庭
国語

松永　千希 教諭 国語
伊藤　彩
関根または本

教諭
家庭
国語

伊藤　彩
関根または本

教諭
教諭

4
家庭
国語

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 控え室及び昼食は、会議室を御利用ください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・４０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・西武池袋線、入間市または稲荷山公園駅より徒歩約１３分

古典ＢⅠ

１１月９日（金）埼玉県立浦和北高等学校

　　　受　　付

科目

あり　・　なし

時間

　　　受付場所

8:45～12：45（受付開始 8:35）
学校名

　　　控　　室

現代文
実用基礎プログラミング

０４８－８４０－１０４５

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

あり　・　なし

１１月９日（金）

０４－２９６０－１０５７8:50～15:00（受付開始時間 8:30）

埼玉県立入間向陽高等学校
平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名

時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
フードデザイン

国語表現

3
国語総合

家庭総合
現代文



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　12:30～12:50
　２階 会議室前
　２階 会議室

　２　公開授業予定者

　　　 岩渕　信生　　教諭　地歴（世界史）
中島　萌　　　教諭　国語
伊能　勝人　　教諭　保健体育
牧　　香織　　教諭　保健体育

　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ武蔵野線「吉川美南駅」から徒歩１０～１５分です。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階　エントランスホール（予定）
　２階 小会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科
調整中

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・現在、工事中のため駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

（※特編授業を組成予定の為予定者のみを記載）
　　　 今村　優太郎　教諭　国語 　　　　　阿部　　岳　　教諭　外国語

埼玉県立吉川美南高等学校

　　 　廣瀬　和輝　　教諭　国語 　　　　　大寺　美帆子　教諭　外国語
　　　 嶋村　元太郎　教諭　数学 　　　　　杉山　奈美　　教諭　国語
　　　 相馬　賢一　　教諭　地歴（地理） 　　　　　松本　泰雅　　教諭　商業

　　　　　木村　美鈴　　教諭　国語
　　　　　大森　倫平　　教諭　理科（化学）

０４８－９８４－１１８０12:50～16:30（受付開始12:30）

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

あり　・　なし

１１月９日（金）
０４８－２６２－５０８１

川口市立高等学校
13:25～16：45（受付開始 13:00）

あり　・　なし

１１月９日（金）

　　　　　武田　知之　　教諭　英語



実施日
13:30～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:25
　１階 事務室玄関
　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

酒井　みのり 教諭 5 美術
鵜飼　友理子 教諭 5 商業
田島　佑弥 教諭 5 地理歴史
廿樂　勝勲 教諭 5 数学
大澤　寛之 教諭 5 数学
岡田　将昇 教諭 5 商業
蓮　大二郎 教諭 5 音楽
藤井　教貴 教諭 6 保健体育

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武日光線幸手駅 徒歩１５分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:30～10:50、午後のみ参加の方は13:00～13:25
　管理棟１階 事務局前
　管理棟１階 応接会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

新井　真美 教諭 3 国語
河野　克枝 教諭 4 地歴
大原　一成 教諭 5、6 保体
松本　靖子 教諭 5、6 国語

　　　
　体育は雨天時は６限のみ公開します。

　３　研究協議について
　４　そ の 他
　(1) 授業者、時間の変更等がある場合があります。１１月上旬に本校ホームページをご覧ください。

　(2) 昼食の必要な方は、各自でご準備ください。

〔備考〕　・この日は授業公開日で、３・４限の全授業を一般公開します。多数の来場者を迎えるため、

　　構内への車の立ち入りができません。公共交通機関のご利用をお願いします。

　・ニューシャトル羽貫駅から徒歩１０分

　・高崎線上尾駅より朝日バスで３０分（本校が終点です。羽貫駅止まりもあるのでご注意願います。）

　・宇都宮線蓮田駅より朝日バスで２０分（本校が終点です。）

現代文Ｂ

０４８－７２９－１００３

音楽Ⅱ
体育

あり　・　なし

１１月９日（金）
０４８０－４０－１０２４

埼玉県立幸手桜高等学校

　　　受付場所
　　　控　　室

科目

国語表現
3限10:55～11:45、4限11:55～12:45、5限13:30～14:20、6限14:30～15:20、研究協議15:45～（予定）

あり　・　なし

１１月１０日（土）
平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名 埼玉県立伊奈学園総合高等学校
時間 10：55～16：45（受付開始10：30）

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

世界史Ｂ
体育

簿記

学校名
時間

　　　受　　付

科目
美術Ⅱ

原価計算Ⅰ
日本史Ｂ
数学Ⅰ
数学Ⅲ

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:30～10:50
　１階 職員玄関
　１階 応接室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

髙村　健太 教諭 3 数学
　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 当日の携行品　筆記用具、上履き
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・２０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・ＪＲ高崎線鴻巣駅 西口から徒歩１０分
　・11/7～11/12までは修学旅行期間中の特別編成授業で半日となります。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

中村　裕和 教諭 5 数学
鈴木　貫太郎 教諭 5 保健体育
高須　健一 教諭 6 地理歴史
志賀　卓也 教諭 6 外国語
本庄　悟 教諭 6 国語

　　　 ※５限13:30～14:20、６限14:30～15:20、研究協議15:40～16:30

　３　研究協議について
授業者より授業内容の説明、評価手法について、質疑応答など

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武野田線【南桜井駅】からバスで５分「庄和高校」下車、【南桜井駅】から徒歩で２０分

11:00～11：50（受付開始 10:30）

13:20～16：30（受付開始 13:00） ０４８－７１８－１１００

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

０４８－５９５－１０１３

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学ⅠＡ

あり　・　なし

１１月１２日（月）埼玉県立鴻巣高等学校

数学Ⅰ
保健

日本の文化
コミュニケーション英語Ⅱ

現代文Ｂ

あり　・　なし

１１月１２日（月）埼玉県立庄和高等学校



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　２階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

笹川　悠希 教諭 ５時間目 地歴科
是永　浩 教諭 ６時間目 理科

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・２０名まで参加可能です。定員を超えた場合は申込先着順とする場合があります。
　・東武東上線東松山駅西口から徒歩８分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　12:30～13:00
　１階 事務室玄関
　外国語棟　２階 多目的ホール

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

磯部　友喜 教諭 4 地歴
大塚　一紀 教諭 4 理科
逸見　峻介 教諭 5 地歴
奥間　美穂 教諭 5 理科

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 本校は６５分授業です。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースがありませんので、公共の交通機関を御利用ください。
　　ＪＲ蕨駅下車徒歩１８分　ＪＲ南浦和駅下車徒歩２０分　　
　　ＪＲ蕨駅西口　浦和駅又は南浦和駅行きバス５分　北町４丁目下車徒歩３分

０４９３－２１－１２４７

地学基礎
日本史

埼玉県立松山女子高等学校
13:25～16：45（受付開始 13:00）

科目

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

あり　・　なし

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
日本史Ｂ
生物基礎
日本史Ｂ
生物基礎

あり　・　なし

１１月１３日（火）
０４８－４３０－１３７１

埼玉県立蕨高等学校
13:00～16:30（受付開始 12:30）

学校名
時間

　　　控　　室
　　　受付場所
　　　受　　付

時間
学校名

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
１１月１２日（月）



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　12:30～14:30
　１階　職員玄関
　１階　応接室 

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

松本　江里加 教諭 5 国語
後藤　斐武 教諭 6 理科

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　　・西武池袋線ひばりヶ丘北口より西武バス「朝霞台行き」乗車→「池田二丁目」下車→徒歩５分
　・東武東上線朝霞台駅南口より西武バス「ひばりヶ丘駅北口行き」乗車→「新座高校」下車→徒歩５分

　・武蔵野線「北朝霞」下車→東武東上線と同じルート

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

越田　洋輔 教諭 5 国語
岩下　和尋 教諭 6 数学

小澤　真理子 教諭 5 国語
相島　湧 教諭 5 数学

藤原　隆大 教諭 6 外国語
益田　亜由実 教諭 6 数学

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
特になし

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・(例) 東武スカイツリー線姫宮駅 徒歩８分

埼玉県立新座高等学校
13:05～15：05（受付開始 12:30） ０４８－４８９－１０３２

１１月１３日（火）

　　　控　　室

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

科目
国語総合（現代文）

科学と人間生活

時間

あり　・　なし

５限に実施される国語に関する研究協議は、教員の指導法に関してのもの。６限に実施され
る理科に関する研究協議は、主に生徒の取り組み状況に関するものとなります。

学校名

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
古典Ｂ
数学Ａ
現代文Ｂ
数学Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ

数学Ａ

あり　・　なし

０４８０－３６－１０１６
埼玉県立宮代高等学校

13:25～16：45（受付開始 13:00）
１１月１３日（火）

　　　受　　付
　　　受付場所



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:30
　２階 職員玄関
　１階 ラウンジ
　13:35～15:25
　15:50～16:50

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

末松　　洋 主幹教諭 英語
関　啓介 教諭 英語

佐藤　大輔 教諭 地理歴史
千代田　拓弥 教諭 国語
吉岡　莉奈子 教諭 芸術

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
現在時間割について調整中です。

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・埼玉新都市交通伊奈線（ニューシャトル）沼南駅から徒歩約１０分。
　・参加者の上限は設けておりません。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
未定
１階 職員玄関
２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

横田　一弘 教諭 4 工業(情報技術)

齋藤　純一 教諭 5 外国語
小野寺　賢 教諭 未定 芸術

　　　 他も予定あり（調整中）
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・詳細につきましては、後日ホームページ等でお知らせします。

コミュニケーション英語Ⅰ

政治・経済
国語総合
書道Ⅰ

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

あり　・　なし

１１月１３日（火）

　　　控　　室
　　　公開授業
　　　研究協議

科目
5時間目

（13:35～
14:25）
もしくは
6時間目

（14:35～

コミュニケーション英語Ⅱ

13:35～16：50（受付開始 13:00） ０４８－７２０－１０１３
埼玉県立上尾鷹の台高等学校

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
情報技術基礎

英語Ⅰ
音楽

あり　・　なし

　・東武スカイツリーライン　越谷駅 西口から県民健康福祉村行きバス約１０分、

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付

埼玉県立越谷総合技術高等学校
後日御連絡します ０４８－９６６－４１５５

１１月１３日（火）



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:00～9:30
　１階 職員玄関
　１階 中会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

永井　良介 教諭 2 理科
真下　広嗣 教諭 2 数学
高橋　克幸 教諭 2 地歴

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食は本校の食堂を利用することも可能です。。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、なるべく公共の交通機関を御利用ください。
　・２０台まで駐車可能です。
　・高崎線本庄駅南口から児玉折返し場行きバス２０分、「高校入口」下車、徒歩５分

実施日
ＦＡＸ ０４－２９６９－１０３１

　１　受 付 等
第一部　10:00～11:50、第二部　18:00～18:20

　事務室前
　普通教室棟２階　多目的室「夢」

　２　公開授業予定者
●　第一部

授業者 職名 時限 教科

蓑島　しおり 教諭 １限
10：10～10：55

国語

青木　幹太 教諭 ２限
11：05～11：50

国語

渡部　康詞 教諭 ３限
12：00～12：45

地歴

　　　
●　第二部

授業者 職名 時限 教科

原　健太郎 教諭 ８限
18：30～19：15

数学

　３　研究協議について

　４　そ の 他

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、なるべく公共の交通機関を御利用ください。
　　西武新宿線　狭山市駅西口下車　徒歩20分
　　　　　　　　　　　　　　　　　智光山公園・日生団地行きバス10分
　　　　　　　　　　　　　　　　　「狭山緑陽高校」又は「上広瀬郵便局」前下車

本校で作成した「教員相互授業観察記録用紙」への記入をお願いいたします。

　    食事につきましては、校内でお召し上がりいただくことは可能ですが、校内での販売は

１１月１６日（金）

あり　・　なし

１年次（Ⅰ部）国語総合

３年次（Ⅰ部）日本史

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名

１１月１６日（金）学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

１年次（Ⅱ部）数学Ⅰ

あり　・　なし

科目

時間 第一部　10：10～12：45

日本史Ｂ

埼玉県立児玉高等学校

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

２年次（Ⅰ部）国語総合

埼玉県立狭山緑陽高等学校

化学基礎
数学Ｂ

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

9:40～11：50（受付開始 9:00） ０４９５－７３－１００９



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10：20～10：40
　１階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

加藤　義文 教諭 3 地歴
佐尾賢太郎 教諭 3 理科
浅見　和寿 教諭 4 国語
德永　翔平 教諭 4 数学
倉田　淳 教諭 5 国語

田島　雄太 教諭 5 数学
嶌田　矩晃 教諭 5 外国語
伊藤　博宣 教諭 6 国語
大野　直知 教諭 6 公民

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　　　　特になし
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武東上線東松山駅　東口から徒歩１５分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:30
　１階 職員玄関
　１階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

川勝　基広 教諭 5 英語
　宮下　剛幸 教諭 6 商業

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　　 　駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用ください。

西武池袋線「稲荷山公園駅」徒歩５分

　　　受付場所
　　　控　　室

現代文Ｂ
現代社会

あり　・　なし

１１月１６日（金）埼玉県立松山高等学校
10：50～16：45（受付開始 10：20） ０４９３－２１－１２４８

科目

　　　受　　付

０４－２９６９－１０３０13:35～16：30（受付開始 13:00）

あり　・　なし

１１月１６日（金）
平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

学校名
時間

コミュニケーション英語Ⅰ

プログラミング

埼玉県立狭山経済高等学校

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
地理Ｂ

生物基礎
古典Ｂ

理数数学Ⅰ
国語総合
数学ⅡＢ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　17:30～18:10
　１階 エントランス
　２階 小ホール

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

星野　裕紀 教諭 2 理科
田村　亮輔 教諭 2 数学
千島　美穂 教諭 2 保健体育
佐藤　洋平 教諭 2 国語

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・京浜東北線西川口駅東口から　川口市立高校先回り上青木循環バス6分、
　　「川口市立高校」下車

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

田中　祐一 教諭 5 数学
福田　健一 教諭 6 地歴
野口　真央 教諭 6 地歴

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 特になし
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・武蔵野線三郷駅徒歩１３分　又は金町行きバス（マイスカイ交通）３分「三郷北高校前」下車

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　16:50～17:10  １号棟１階事務室前 
　１号棟２階大会議室
　１号棟２階大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

若嶋　瑛 教諭 1 保健体育
竹内　直 教諭 2 芸術

　　　
　３　研究協議について

19:20～20:05 　１号棟２階大会議室
　４　そ の 他

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について

０４８－２６２－５０８１
学校名

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料
学校名
時間

　　　受　　付

・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。JR宇都宮線、東武伊勢
崎線久喜駅西口下車、徒歩約１０分となります。

１１月１９日（月）埼玉県立久喜高等学校　定時制課程

　　　受付場所

保健
書道Ⅲ

あり　・　なし

　　　控　　室

科目

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅱ

現代社会

平成３０年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　公開授業実施案内資料

日本史Ｂ

０４８０－２９－１０２４17:20～20：05（受付開始 16:50）

埼玉県立三郷北高等学校 １１月１９日（月）

国語総合

あり　・　なし

学校名
時間

　　　受　　付

１１月１６日（金）川口市立高等学校　定時制課程
18:40～20:00（受付開始 17:30）時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
生物基礎
物理基礎

保健

あり　・　なし

13:25～16：45（受付開始 13:00） ０４８－９４９－１０２６
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実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:20～9:40
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

熊谷　祐 教諭 2 工業（電気）

石井　健太 教諭 3 工業（機械）

小倉　一輝 教諭 5 理科
　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食は学食を利用することができます。また、控室で昼食をお取り頂いてもかまいません
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武スカイツリーライン　北春日部駅下車　徒歩３分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　11:30～11:55
　１階 職員玄関
　３階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

田島　真里奈 教諭 4 地歴
金子　健二 教諭 4 理科
佐々木勇樹 教諭 5 外国語

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) 昼食は、本校食堂を御利用いただけます。
  (2)４時間目は、地理Ａと生物基礎のコラボレーション授業を実施します。
  (3)６時間目は、すべての授業を公開します。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・川越線武蔵高萩駅北口から徒歩９分

地理Ａ（生物基礎とのコラボ）

生物基礎（地理Ａとのコラボ）

コミュニケーション英語Ⅱ

あり　・　なし

１１月２０日（火）
０４２－９８５－４４１２

埼玉県立日高高等学校
11:55～16：50（受付開始 11:30）
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学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

　　　受　　付
　　　受付場所
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化学基礎

あり　・　なし

9:50～16：45（受付開始 9:20） ０４８－７６０－１２０４時間

科目

機械工作

埼玉県立春日部工業高等学校 １１月２０日（火）

電気基礎

学校名

　　　控　　室



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　12:20～12:45
　１階　事務室前職員玄関
　１階　大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

岡田　恵甫 教諭 5 公民
橋本　英和 教諭 6 公民
木村　文憲 教諭 6 数学

　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1)学食を利用することもできます。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・高崎線、湘南新宿・上野東京ライン　北上尾駅下車（西口）徒歩１分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 職員玄関
　２階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

東條　滋 教諭 5 数学
関和　茉莉 教諭 5 数学
須田　敦子 教諭 6 家庭
大平　慧美 教諭 6 家庭

　　　 安座間志保子 教諭 5 保健体育

　３　研究協議について ※
全体研究協議

　４　そ の 他
・ ＪＲ高崎線鴻巣駅東口下車、徒歩１３分
・ 駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
13:00～（随時）
　１階 事務室前
　（当日御案内します）

※開会行事は行いません。受付後、そのまま各教室へ移動してください。

　２　公開授業予定者
授業者・時限・教科（科目）等の詳細は、公開２週間前を目安に本校ＨＰに掲載します。

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ京浜東北線北浦和駅東口から徒歩約１０分です。

時間

　　　受　　付
　　　受付場所

あり　・　なし
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学校名

科目

１１月２０日（火）

　　　控　　室

あり　・　なし

１１月２１日（水）

13:35～16：45（受付開始 13:00）

13:15～16：30（受付開始 13:00） ０４８－８８５－４６４７

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
政治経済
倫　　理
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学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

数学探究
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学校名
時間

　　　受　　付

１１月２０日（火）

埼玉県立鴻巣女子高等学校
０４８－５９５-１０１２

13:25～16：45（受付開始 12:20）

未定
未定

子どもの発達と保育（１年）

子どもの発達と保育（２年）

未定

６時限に未来学びプロジェクト
あり　・　なし 数学部会 ・ 保健体育部会の

研究協議会を行います。

埼玉県立浦和高等学校

埼玉県立上尾高等学校学校
０４８－７７０－１０５１



実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　２階 職員玄関
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

中里　路子 教諭 5限 国語
天野　拓也 教諭 5限 国語
齋藤　明佳 教諭 5限 国語
高橋　凜太朗 教諭 6限 数学
棚澤　美穂 教諭 5・6限 英語
新堀　有花 教諭 6限 英語
森　　靖 教諭 6限 理科
七草木　俊　 教諭 6限 数学
長谷部　福一 主幹教諭 6限 数学

　　　
　３　研究協議について

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武伊勢崎線羽生駅西口から徒歩１５分

実施日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　12:30～13:00
　３階 大会議室前
　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

石田　英之 教諭 ５時限目 英語
　　　
　３　研究協議について

　４　そ の 他
　(1) １３：００から授業前の全体会を行います。公開授業は１３：３０～
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・自動車で来校の場合は、その旨を申し込みの際にご記入ください
　・ニューシャトル羽貫駅から、徒歩１０分
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学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
現代文
古典B
現代文
数学Ⅰ
英語Ⅰ
英語Ⅲ
化学

数学Ⅱ
数学探究

あり　・　なし

１１月２６日（月）
０４８－５６０－１０５３

埼玉県立羽生第一高等学校
13:25～16：55（受付開始 13:00）

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
英語

あり　・　なし

１１月２９日（木）
０４８－７２９－０１９４

埼玉県立伊奈学園中学校
13:00～16：45（受付開始 12:30）
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学校名
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　　　受　　付


