
埼玉県立与野高等学校

　１　受 付 等

　　　受　　付　12:40～12:55

　　　受付場所　第３校舎３階　多目的室Ａ

　　　控　　室　第３校舎３階　多目的室Ａ

　２　公開授業予定者

授業者氏名 教科 時限

武井　寛太 地理歴史 5

　３　研究協議について

　　　

　４　そ の 他

地理歴史部会を兼ねて、公開授業に係る事前・事後協議を実施します。

〔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。

令和元年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　前期公開授業実施案内資料

学校名 ＴＥＬ ０４８－８５２－４５０５

実施日
時間

令和元年５月３１日（金）
12:55～15：30（受付開始 12:40）

参加申込用
電子メールアドレス

p524505@pref.saitama.lg.jp

内容（科目・単元等） 授業クラス 備考

世界史Ｂ（啓蒙専制君主）

あり　・　なし

mailto:p524505@pref.saitama.lg.jp


埼玉県立浦和東高等学校

　１　受 付 等

　　　受　　付　14:00～14:15

　　　受付場所　２階 大会議室前

　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者

授業者氏名 教科 時限

金間　聖幸 地歴公民 6

江森　勇希 数学 6

　３　研究協議について

　　　

　４　そ の 他

　　　その他の授業も御見学いただけます。

〔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。

　（路線バスの御案内）

　　大宮駅東口　浦和学院高校行、浦和美園駅行　　「浦和東高校入口」下車、徒歩８分

　　東川口駅　さいたま東営業所行　　　　　　　　「浦和東高校入口」下車、徒歩８分

　　東浦和駅　さいたま東営業所行　　　　　　　　「浦和東高校入口」下車、徒歩８分

　　浦和美園駅　さいたま東営業所行、大宮駅行　　「浦和東高校入口」下車、徒歩８分

　

あり　・　なし

数学Ⅱ

令和元年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　前期公開授業実施案内資料

ＴＥＬ ０４８－８７８－２１１３

令和元年６月１１日（火）
14:15～16：30（受付開始 14:00）

参加申込用
電子メールアドレス

ishizuka.takahisa@pref.saitama.lg.jp

２年４組

２年１,２,３組

学校名

実施日
時間

世界史Ｂ

内容（科目・単元等） 授業クラス 備考

mailto:ishizuka.takahisa@pref.saitama.lg.jp#


埼玉県立坂戸高等学校

　１　受 付 等

　　　受　　付　12:30～13:00

　　　受付場所　１階 職員玄関

　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者

授業者氏名 教科 時限

西山 涼太 外国語 6,7

木村 和弘 外国語 5,6

　３　研究協議について

　　　

　４　そ の 他

　(1) 通常４５分授業。５限13:00～13:45、６限13:55～14:40、７限14:50～15:35

　(2) ７限終了後、研究協議を予定しております。

〔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、公共の交通機関を御利用ください。

　・東武東上線北坂戸駅 、徒歩１０分

学校名 ＴＥＬ 0492-81-3535

令和元年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　前期公開授業実施案内資料

内容（科目・単元等） 授業クラス 備考

実施日
時間

令和元年６月１７日（月）
13:00～16：30（受付開始 12:30）

参加申込用
電子メールアドレス

r813535@pref.saitama.lg.jp

あり　・　なし

2年4組

CE(Lasson4) 1年7組

総合英語(Lesson5)

mailto:r813535@pref.saitama.lg.jp#


埼玉県立狭山清陵高等学校

　１　受 付 等

　　　受　　付　13:45～14:20

　　　受付場所　２階 職員玄関

　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者

授業者氏名 教科 時限

野見山　優 国語 6

　３　研究協議について

　　　

　４　そ の 他

　(1) 授業公開週間ではないため、他の授業の見学も希望される場合はご相談ください。

〔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。

　・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。

　・西武新宿線新狭山駅 北口から　徒歩１０分

あり　・　なし

内容（科目・単元等） 授業クラス 備考

令和元年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　前期公開授業実施案内資料

04‐2953‐7161

実施日
時間

令和元年６月２５日（火）
14:25～16：45（受付開始 13:45）

参加申込用
電子メールアドレス

ｆ537161＠pref.saitama.lg.jp

学校名 ＴＥＬ

古典Ａ（伊勢物語『筒井筒』） ２年３組



埼玉県立入間向陽高等学校

　１　受 付 等

　　　受　　付　　 8:30～ 8:50

　　　受付場所　１階 事務室

　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者

授業者氏名 教科 時限

伊藤　彩 家庭科 1・2

　３　研究協議について

　　　

　４　そ の 他

　(1) 研究協議は、３・４限に該当する 10：50～12：00 になります。

　(2) 昼食については、12：00～12：30 まで学食が利用できます。

〔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。

　・西武池袋線、入間市駅又は稲荷山公園駅から徒歩約１３分

内容（科目・単元等） 授業クラス 備考

３年選択者 音・美とのコラボレーション

あり　・　なし

フードデザイン・健康と食生活

令和元年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　前期公開授業実施案内資料

学校名 ＴＥＬ ０４－２９６４－３８０５

実施日
時間

令和元年６月２８日（金）
 8:50～10：40（受付開始 8:30）

参加申込用
電子メールアドレス

f643805@pref.saitama.lg.jp

mailto:f643805@pref.saitama.lg.jp#


埼玉県立杉戸高等学校

　１　受 付 等

　　　受　　付　13:15～13:45

　　　受付場所　２階 職員玄関

　　　控　　室　３階 大会議室

　２　公開授業予定者

授業者氏名 教科 時限

高橋　勇一郎 理科（生物） 5

城島　遥 数学 6

　３　研究協議について

　　　

　４　そ の 他

特にありません。

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について

　・駐車はありませんので、公共の交通機関を御利用ください。

　・東武伊勢崎線東武動物公園駅から、徒歩８分。

あり　・　なし

令和元年度 未来を拓く「学び」プロジェクト　前期公開授業実施案内資料

学校名 ＴＥＬ ０４８０－３４－６０７４

実施日
時間

令和元年６月２８日（金）
13:45～16：45（受付開始 13:15）

参加申込用
電子メールアドレス

honjo.chiaki@pref.saitama.lg.jp

内容（科目・単元等） 授業クラス 備考

生物・酵素

数学Ⅱ・三角関数 ２年４組

２年２組

mailto:honjo.chiaki@pref.saitama.lg.jp#

