
学校名 埼玉県立戸田翔陽高等学校 実施日
時間 ＦＡＸ ０４８－４３０－１３７２

　１　受 付 等
　　　受　　付　
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　４階 大会議室

　２　公開授業予定者
天野　拓也　教諭（国語）
山上　真吾　教諭（理科）
武井　寛太　教諭（地理歴史）　　稲葉　和信　教諭（地理歴史）

　３　そ の 他
　(1) 昼食については個人でご用意ください。
〔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埼京線戸田駅下車徒歩５分

学校名 埼玉県立上尾南高等学校 実施日
時間 13:15～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－７８０－１００９

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:15
　　　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
　　　　原口　友美　教諭　（国語）
　　　　溝口　政紀　教諭　（数学）
　　　　新井　孝和　教諭　（地理歴史）
　　　　橋本　和明　教諭　（外国語）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 学校の近くに飲食店はありません。昼食を済ませてからご来校ください。
　(２) 昼食を持参の場合は、大会議室を１２時からご利用できます。
〔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。
　 ・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

　・なお、バス停等の詳細は本校ＨＰをご覧ください。

平成２７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
平成２７年９月２８日（月）

９：４０～１６：４０（受付９：２０）

平成２７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
平成２７年９月２９日（火）
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学校名 埼玉県立所沢西高等学校 実施日
時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４－２９３８－１００１

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　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
　　　　佐藤ひな子　教諭（生物） ＊
　　　　松浦　孝則　教諭（生物）
　　　　伊東　千絵　教諭（数学）
　　　　鈴木　康太　教諭（外国語）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 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。
　(2)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。
　(3)西武池袋線小手指駅南口から徒歩１３分です。

学校名 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 実施日
時間 8:50～12:45(受付8:40～） ＦＡＸ ０４８－７２９－１００３

　１　受 付 等
　　　受　　付　
　　　受付場所　１階 事務局前
　　　控　　室　３階 大会議室（予定）

　２　公開授業予定者
　　　　加村　　孝　教諭（数学）　1限 8:50～ 9:40
　　　　箱田恵梨香　教諭（国語）　3限10:55～11:45
　　　　小野寺　求　教諭（国語）　3限10:55～11:45または4限11:55～12:45

　３　そ の 他
　　　授業者、時間の変更等がある場合があります。
　　　９月下旬に本校ホームページをご覧ください。

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・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。必ず公共交通機関の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）
　・宇都宮線蓮田駅より朝日バスで２０分（本校が終点）

平成２７年１０月３日(土)
平成２７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

平成２７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
平成２７年１０月２日(金）

教員によって、それぞれ協調的学びを研究し
ているため『学び合い』や「学び共同的」ジ
グソー法、その他の協調学習から学んだ様々
な形式で実施する予定です。
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学校名 埼玉県立羽生高等学校 実施日
時間 13:10～16：30（受付開始 12:30） ＦＡＸ ０４８－５６０－１０５２

　１　受 付 等
　　　受　　付　12:30～13:00
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　渡辺　健太　教諭（地歴）
　　　　二瓶　　樹　教諭（数学）
　　　　福島　直史　教諭（保体）
　　　　福嶋　慶子　教諭（家庭）
　　　※東原　大地　教諭（数学）
　　　※伊勢谷元樹　教諭（情報）

〔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・秩父鉄道「羽生駅」徒歩１５分
　・※は、研究開発員ではありませんが、今年度初任者研修受講者です。

学校名 埼玉県立春日部女子高等学校 実施日
時間 13:30～16：50（受付開始 13:10） ＦＡＸ ０４８－７６０－１２０３

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:10～13:25
　　　受付場所　３階 大会議室
　　　控　　室　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　筧　美和子　教諭（国語）
　　　　吉野　真文　教諭（国語）
　　　　石山　博恵　教諭（地歴・公民）
　　　　安田　やよい　教諭（外国語）
　　　　江森　和也　教諭（外国語）
　　　
　３　そ の 他
　　　・公開授業後、３階　大会議室で研究協議を実施します。

〔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。
　・東武鉄道スカイツリーライン・アーバンパークライン春日部駅　東口から
　　朝日バス「消防署前・豊野工業団地」行き５分「女子校前」下車、または徒歩１７分

平成２７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
平成２７年１０月５日（月）

平成２７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
平成２７年１０月６日（火）
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学校名 埼玉県立蕨高等学校 実施日
時間 12:45～16：45（受付開始12:45） ＦＡＸ ０４８－４３０－１３７１

　１　受 付 等
　　　受　　付　12:45～13:05
　　　受付場所　１階 事務室前
　　　控　　室　１階 小会議室

　２　公開授業予定者
　　　　逸見　峻介　教諭（地歴科）  
　　　　磯部　友喜　教諭（地歴科）

　３　そ の 他
　(1) 公開授業は４限（13:10～14:15）５限（14:25～15:30）に実施します。
  (2) 公開授業後、研究協議を実施します。

〔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。
　・各時間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京浜東北線蕨駅西口から浦和駅西口行または南浦和西口行　北町４丁目下車　徒歩３分
　　　　　　　　　南浦和駅西口から蕨駅西口行　文蔵小学校下車　徒歩３分
　　　　　　　　　蕨駅西口から徒歩約２０分
　　　　　　　　　南浦和駅西口から徒歩約２５分

学校名 埼玉県立和光国際高等学校 実施日
時間 ＦＡＸ ０４８－４６０－１０１８

　１　受 付 等
　　　受　　付　9:20～9:40
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　小会議室

　２　公開授業予定者
　　　　山崎　　勝　教諭（外国語）
　　　　浅見　伸裕　教諭（外国語）

　３　研究協議時程等

　　　
　４　そ の 他
　(1) 昼食を持参される方は小会議室でお取りください。食堂の利用も可能です。

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースがございません。公共の交通機関を御利用ください。
　・東武東上線和光市駅南口から司法研修所循環行きバス５分、「西大和団地」下車、徒歩５分

平成２７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
平成２７年１０月７日（水）

　　　　５限１３：２０～１４：１０
　　　　６限１４：２０～１５：１０

　　　　１５：３０～１６：３０　　２階視聴覚室

平成２７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
平成２７年１０月９日（金）

9:45～16:30（受付開始9:20）

５限時事英語（３－８）・６限時事英語（３－７）

　　　　※２限～６限の全ての英語の授業を公開
　　　　２限　９：４５～１０：３５
　　　　３限１０：４５～１１：３５
　　　　４限１１：４５～１２：３５

４限コミ英Ⅰ（１－４）・５限コミ英Ⅰ（１－３）
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学校名 埼玉県立浦和第一女子高等学校 実施日
時間  8:35～12:30（受付開始8：15） ＦＡＸ ０４８－８３０－１１１６

　１　受 付 等
受　　付　 8:15～8:35
受付場所　 麗風館１階・視聴覚室前
控　　室 視聴覚室

　２　開会行事　8:35～8:45

　３　公開授業予定者
　　　板谷　大介　教諭　（国語）
　　　下川　　隆　教諭（世界史）
　　　大塚　幸誠　教諭　（情報）
　　　芹川　明生　教諭　（国語）
　　　杉澤健太郎　教諭　（物理）

　４　研究協議　11:20～12:20
協議会場　 　麗風館１階　視聴覚室
内　　容　 ・授業者によるねらいの説明等

・質疑応答、意見交換、研究協議

　５　閉会行事　12:20～12:30

〔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。
　・各教科４０名、合計１６０名まで参加可能です。
　・ＪＲ浦和駅から徒歩約１０分です。

学校名 埼玉県立北本高等学校 実施日
時間  9:55～16：45（受付開始 9:40） ＦＡＸ ０４８－５９０－１００９

　１　受　　付 
　　　 9:40～随時（１階事務室前）　受付終了後、控室（２階会議室）または直接教室へ

　２　公開授業予定者（○印が中心となります）

○直井　桃子 教諭（国語）
○永井　直樹 教諭（外国語）
○根岸　佳史教諭（数学）
　江森　潤子教諭（外国語）
　菅野　祥憲教諭（公民）
　田嶋　康志教諭（数学）

　３　そ の 他
　(1)　昼食は各自ご用意いただくか、校内の食堂やパン売店をご利用ください。
　(2)　上記授業のほか、初任者による公開授業を行います。

○高橋　沙絵教諭（書道）
○吉村　彩香教諭（理科）

　(3) 15:45～16:45　研究協議（２階会議室）
　　　授業者によるねらいの説明等、質疑応答、意見交換他
〔備考〕
　・３０名程度まで参加可能です。定員を超えた場合は先着順とすることがあります。
　・駐車スペースに限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
　・ＪＲ高崎線北本駅下車
　　　東口から富士重工業行きバス８分「北本高校前」下車　または徒歩２５分

○袖山　和博 教諭（保健体育）

平成２７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
平成２７年１０月１３日（火）

平成２７年１０月１０日（土）
平成２７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
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学校名 実施日
時間 13:25～16:20（受付開始13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　1F　美術室前
　　　控　　室　美術室向かいの被服室を予定しています。

　２　公開授業予定者
　　　　浴本　　徹　教諭（美術）　５・６限
　　　  鶴田　京子　教諭（英語）　　６限

　３　そ の 他　　授業終了後研究協議を行います。

〔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。

　・京浜東北線西川口駅 東口より徒歩１５分

学校名 川口市立県陽高等学校(定時制) 実施日
時間 18:15～20:00（受付開始 17:30） ＦＡＸ ０４８－２５２－７７９５

　１　受 付 等
　　　受　　付　17:30～18:10
　　　開会行事　18:15～18:30
　　　公開授業　18:40～19:35
　　　研究協議　19:40～20:00
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　２階 生徒相談室

　２　公開授業予定者
　　　　青木　龍也　　教諭（国語） 田村　亮輔　教諭（数学）
　　　　荒屋敷　勝成　教諭（地歴） 森永　真弘　教諭（理科）
　　　　平原　雄太　　教諭（数学）　　　 雪山　元貴　教諭（保健体育）

　３　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。
　・京浜東北線西川口駅　東口徒歩10分

学校名 埼玉県立浦和高等学校 実施日
時間 13:15～16：30（受付開始 12:45） ＦＡＸ ０４８－８８５－４６４７

　１　受 付 等
　　　受　　付　12:45～13:15
　　　受付場所　麗和会館　２階
　　　※開会行事は行いません。受付後、そのまま教室に移動してください。

　２　公開授業予定者
　　　教科・科目等については、公開２週間前に本校Ｗｅｂサイトへ掲載します。
　　　
　３　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。
　・ＪＲ京浜東北線 北浦和駅 東口から徒歩１０分ほどです。
　・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。

平成２７年１０月２３日（金）

０４８－２５２－７７９５

川口市立県陽高等学校（全日制）
平成２７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

平成２７年１０月１６日（金）

平成２７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
平成２７年１０月１６日（金）

平成２７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
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学校名 埼玉県立越谷西高等学校 実施日
時間 13:35～16:45（受付開始 13:10） ＦＡＸ ０４８－９７３－１１８３

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:10～13:30
　　　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
　　　　髙相　恵美　教諭（地理歴史）
　　　　工藤　恭右　教諭（外国語） （初任研の公開授業を兼ねる）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 昼食は済ませてお集まりください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・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越谷駅から岩槻駅行きバス２０分「越谷西高校入口」下車、
　　徒歩４分。
　・東武アーバンパークライン岩槻駅から越谷駅行きバス２０分「越谷西高校入口」下車、
　　徒歩４分。

学校名 埼玉県立吉川美南高等学校 実施日
時間 12:45～16:40（受付開始 12:30） ＦＡＸ ０４８－９８４－１１８０

　１　受 付 等
　　　受　　付　12:30～12:45
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　２階 会議室

　２　公開授業予定者
　　　　藤原　雄太　教諭（公民）
　　　　相馬　賢一　教諭（地理歴史）
　　　　福田　健一　教諭（地理歴史）
　　　　嶋村元太郎　教諭（数学）
　　　　杉田　俊光　教諭（数学）
　　　
　３　そ の 他
　　　　公開授業終了後研究協議を行います。
〔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。
　・ＪＲ武蔵野線「吉川美南駅」から徒歩約10分です。

学校名 埼玉県立狭山緑陽高等学校 実施日
時間 10:00～18：00（受付開始 9:30） ＦＡＸ ０４－２９６９－１０３１

　１　受 付 等
　　　受　　付　9:30～10:00
　　　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
　　　　半山　修平　教諭（美術）
　　　　渡部　康詞　教諭（地歴・公民）
　　　　佐藤　勉　　教諭（英語）
　３　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－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。
　・参加者多数の場合は申込先着順とする場合があります。

平成２７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

平成２７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

松本　泰雅　教諭（商業）

平成２７年１０月２７日（火）

平成２７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
平成２７年１０月２８日（水）

工藤　弘晃　教諭（理科）
米谷　祐太　教諭（理科）

平成２７年１０月３０日（金）

　・西武新宿線狭山市駅 西口から徒歩２０分またはバス１０分（智光山公園・日生団地行き、ただし、直通は上広瀬郵便局前のみ停車）

7



学校名 埼玉県立川越女子高等学校 実施日
時間 13:05～16：50（受付開始 12:30） ＦＡＸ ０４９－２２９－１０３８

　１　受 付 等
　　　受　　付　12:30～13:05
　　　受付場所　２階 会議室
　　　控　　室　２階 会議室

　２　公開授業予定者
　　　　川島　宏志　教諭（生物）
　　　　高沖　理恵　教諭（外国語）
　　　　松本江里加　教諭（国語）
　３　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。
　・東武東上線　川越市駅　から徒歩５分、又は　西武新宿線　本川越駅　から徒歩８分。

学校名 埼玉県立南稜高等学校 実施日
時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－４２２－６０５５

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　１階 事務室前
　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者 13:25～14:15（５時間目）、14:25～15:15（６時間目）
　　　　奥間　美穂　教諭（理科[生物]）
　　　　木村　哲郎　教諭（英語）
　　　　村上　健　　教諭（理科[化学]）
　　　　飯塚　友基　教諭（地歴[日本史]）
　　　
　３　研究協議 15:30～16:30 ２F大会議室

〔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。
　・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。
　・埼京線北戸田駅 西口から徒歩１５分

平成２７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

平成２７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
平成２７年１０月３０日（金）

平成２７年１０月３０日（金）
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学校名 埼玉県立川越工業高等学校 実施日
時間 10:50～16：45（受付開始 10:30） ＦＡＸ ０４９－２２２－０２０６

　１　受 付 等
　　　受　　付　10:30～随時受付
　　　受付場所　１階 会議室
　　　控　　室　１階 会議室

　２　公開授業予定者
　　　３限（10:50～11:40）　工業化学　　田中　類　教諭（工業・化学科）
　　　３限（10:50～11:40）　化学技術　　雨貝　健一　教諭（工業・化学科）
　　　４限（12:25～13:15）　課題研究　　相澤　玲子　主幹教諭（工業・デザイン科）
　　　４限（12:25～13:15）　建築構造　　小板橋　駿介　教諭（工業・建築科）
　　　５限（13:25～14:15）　物理基礎　　前島　和明　教諭（理科）
　　　５限（13:25～14:15）　数学Ⅰ　　　高橋　弘樹　教諭（数学科）
　　　６限（14:25～15:15）　世界史　　　持田　真人　教諭（地歴公民科）
　　　
　３　研究協議
　　　研究協議　15:45～16:45
　　　協議会場　１階　会議室
　　　内　　容　・授業者によるねらいの説明
　　　　　　　　・質疑応答、意見交換

　４　その他
　(1) 昼食は、各自でご準備お願いします。

〔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。
　・(例)ＪＲ・東武東上線川越駅下車　徒歩１０分、西武新宿線本川越駅下車　徒歩７分

学校名 埼玉県立上尾高等学校 実施日
時間 10:50～11:40（受付開始10:20） ＦＡＸ ０４８－７７０－１０５１

　１　受 付 等
　　　受　　付　10:20～10:40
　　　受付場所　１階 職員玄関（事務室前）
　　　控　　室　１階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　豊田　博也　教諭（地理）
　　　　新井　義弘　教諭（生物）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 控え室で昼食をとっていただ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。
　・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。
　・高崎線北上尾駅西口下車、徒歩１分です。（北門からお入りください）　

平成２７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
平成２７年１１月２日（月）

平成２７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
平成２７年１１月２日（月）

３限の授業時間帯、同時に開催します。
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学校名 埼玉県立大宮光陵高等学校 実施日
時間 9:50～12：40（受付開始 9:00） ＦＡＸ ０４８－６２０－１９０１

　１　受 付 等
　　　受　　付　9:00～9:50
　　　受付場所　１階 応接室
　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者

　　　　白石　教諭（数学）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 昼食　会議室でお弁当をお召し上がりください。なお、本校食堂も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。
　・(例) 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。
　・(例) JR大宮駅 西口から二ツ宮行きバス２５分、「足立神社」下車、徒歩１０分

学校名 埼玉県立川口東高等学校 実施日
時間 13:35～16：45（受付開始 13:10） ＦＡＸ ０４８－２９０－１０１４

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:10～13:30
　　　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
　　　　大塚　一紀　教諭（理科）
　　　　田邉　亘　教諭（地歴）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 研究協議　　15:45～16:30
      場　　所　　２階大会議室
　　　内　　容　　授業者によるねらいの説明、質疑応答等
〔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。 
　・埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」２番出口から徒歩１０分 
　　又は JR武蔵野線「東川口駅」南口より 
　「川口環境センター行き」 →「川口東高校入口」下車徒歩８分 
　「鳩ヶ谷車庫行き」又は「慈林経由 西川口駅東口行き」→「長蔵二丁目」下車徒歩５分 

平成２７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
平成２７年１１月４日（水）

平成２７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
平成２７年１１月４日（水）
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学校名 県立越ヶ谷高等学校 実施日
時間 8:50～16:45（受付開始 8:10） ＦＡＸ ０４８－９６０－１１８４

　１　受 付 等
　　　受　　付　8:10～
　　　受付場所　管理棟１階 職員玄関
　　　控　　室　管理棟２階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　大野　圭一　教諭（地理歴史・世界史）
　　　　福島　巌　教諭（地理歴史・日本史）
　　　　東郷　宏　教諭（地理歴史・日本史）
　　　　武士田　透　教諭（地理歴史・地理）
　　　　豊岡　寛行　教諭（公民・倫理）
　　　　飯田　勇人　教諭（外国語）
　　　　郷司　雅子　教諭（外国語）
　　　　髙橋　靖　教諭（理科・生物）
　　　　尾澤　里佳子　教諭（数学）
　　　
　３　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。

学校名 埼玉県立滑川総合高等学校 実施日
時間 １１：００～１６：４５ ＦＡＸ ０４９３－６１－１０６１

　１　受 付 等
　　　受  　付　１１：００～１１：３０、１３：００～１３：３０
　　　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
　　　　今川　未紅瑠　教諭（国語）
　　　　伊藤　弘樹　教諭　（数学）
　　　　安齋　由佳　教諭　（理科）

　３　そ の 他
　（１）公開授業の後に研究協議の時間を設定する予定です。
　（２）当日の時程については、実施日の１週間前までに本校ＨＰにアップします。
　　　
　　
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースはありませんので、公共の交通機関を御利用ください。
　・各教科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。
　・東武東上線つきのわ駅（北口）下車、徒歩６分

平成２７年１１月６日（金）

平成２７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
平成２７年１１月６日（金）

　・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」下車すぐ

平成２７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
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学校名 埼玉県立熊谷女子学校 実施日
時間 14:20～16：30（受付開始 14:00） ＦＡＸ ０４８－５２０－１０５２

　１　受 付 等

　２　公開授業予定者
　　　　丸木　和彦　教諭（数学）
　　　　岩根　広輝　教諭（外国語）
　　　
　３　そ の 他

〔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。
　　熊谷駅 北口から徒歩７分です。

学校名 埼玉県立川口青陵高等学校 実施日
時間 8:45～11：35（受付開始 8:10） ＦＡＸ ０４８－２９６－１１５４

　１　受 付 等
　　　受　　付　8:10～8:30
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　２階 応接室

　２　公開授業予定者
　　　　當津　宏昭　教諭（外国語）
　　　　三沢　　渉　教諭（外国語）
　　　　矢野　武史　教諭（公民）

〔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、できるだけ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。

学校名 実施日
時　間 ＦＡＸ

　１　受 付 等
　　⑴　受　　付８：３０～　随時
　　⑵　受付場所１階 職員玄関
　　⑶　控　　室１階 応接室

　２　公開授業予定者 ＜公開授業予定＞
　　　安倍　孝司　教諭（情報） 安倍教諭 谷川教諭 白井教諭
　　　谷川　宏平　教諭（地・公） 1限( 8:50～) 3-2(日史)
　　　白井　聡子　教諭（地・公） 2限( 9:50～) 1-1(社情) 3-56(政経)
　　　 3限(10:50～) 1-5(社情) 3-12(政経)

4限(11:50～) 1-6(社情) 3-34(政経) 3-6(日史)

　３　そ の 他
　　⑴　研究協議の予定はありません。
　　⑵　詳細はＨＰに掲載します。ご確認ください。

〔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宇都宮線蓮田駅 「蓮田駅」より江ヶ崎馬場行きバス「東埼玉病院」下車、徒歩7分

平成２７年１１月６日（金）

 埼玉県立蓮田松韻高等学校 平成２７年１１月９日（月）
 8:50～12:40（受付開始 8:30～　随時）  ０４８－７６５－１５００

平成２７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

平成２７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
平成２７年１１月７日（土）

　・ＪＲ京浜東北線川口駅 東口から東川口駅南口行きバス２３分、「神戸（ごうど）」下車、徒歩７分

　　　受付場所　２階 大会議室
　　　受　　付  14:00～14:15

　　　控　　室  ２階 大会議室

平成２７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
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学校名 埼玉県立ふじみ野高等学校 実施日
時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４９－２７８－１１７５

　
　１　受付等

　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　２階 大会議室
　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　岡部　裕樹　教諭（公民）
　　　　増田　彬　教諭（外国語）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 昼食は、食堂の利用可能です。
　(2) 上履きは、各自で持参してください。

〔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。

　・参加者数は、４０名程度可能です。

学校名 埼玉県立羽生第一高等学校 実施日
時間 13:35～16：30（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－５６０－１０５３

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　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
　　　５限（13:35～14:25）　中村悠哉教諭（理科）　3年理系選択（生物）
　　　　　　　　　　　　　　加藤大貴教諭（数学）　1年（数学Ⅰ）
　　　６限（14:35～15:25）　閑野　忍教諭（書道）　1年（書道）
　　　　　　　　　　　　　　棚沢美穂教諭（英語）　2年（コミュ英Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　　中里路子教諭（国語）　3年（現代文）

　３　そ の 他
　(1)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。
　(2)東武伊勢崎線羽生駅西口下車徒歩15分

平成２７年１１月９日（月）

平成２７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
平成２７年１１月９日（月）

（記載したのは、５限目公開授業の時程です。６限目公開授業の場合は、若干遅くなりま
す。)

　・東武東上線ふじみ野駅　西口から東武バス「大井循環」または「上福岡駅東口」行に乗車、
　「ふじみ野高校前」で下車、徒歩１分　（「イオン循環」は「ふじみ野高校前」を通らないので注意）

平成２７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
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学校名 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 実施日
時間 13:20～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－７２０－１０１３

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:15
　　　受付場所　２階 職員玄関
　　　控　　室　１階 ラウンジ

　２　公開授業予定者
　　　　末松　　洋　教諭（外国語）
　　　　井田　絢子　教諭（外国語）　
　　　　大野　　瞬　教諭（理科）
　　　　赤沼　佳幸　教諭（国語）

　３　そ の 他
　　初任者による知識構成型ジグソー法を用いた授業も公開します。

〔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。
　・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。

学校名 さいたま市立浦和高等学校 実施日
時間 13:25～16：00（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－８８３－２０２９

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:25
　　　受付場所　２階 大会議室
　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　癸生川　大　教諭（数学）
　　　
　３　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。
　・京浜東北線北浦和駅　東口から徒歩１２分

学校名 埼玉県立本庄高等学校 実施日
時間 14:30～16：45（受付開始 14:00） ＦＡＸ ０４９５－２５－１０２４

　１　受 付 等
　　　受　　付　14:00～14:20
　　　受付場所　玄関
　　　控　　室　応接室

　２　公開授業予定者
　　　　飯森達也　教諭（英語）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 5年経験者研修異校種授業研究会の公開授業等も同日に開催予定です。

〔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。

平成２７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
平成２７年１１月１０日（火）

平成２７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
平成２７年１１月１０日（火）

平成２７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
平成２７年１１月１０日（火）
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学校名 埼玉県立所沢高等学校 実施日
時間 13:25～15：15（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４－２９２５－４４４８

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　２階 会議室

　２　公開授業予定者
　　　　小柴　雄三　教諭（数学）
　　　　森　みのり　教諭（外国語）
　　　
　３　そ の 他
　　　　当日は校内の授業力向上研修会を実施するため、研究協議は実施せず授業公開
　　　のみとなります。

〔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。
　・西武池袋線西所沢駅下車、徒歩８分

学校名 埼玉県立鴻巣女子高等学校 実施日
時間 13:35～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－５９５－１０１２

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　２階 会議室

　２　公開授業予定者
　　　　阿久津　寛子　教諭（国語）
　　　　東條　滋　教諭（数学）
　　　　関和　茉莉　教諭（数学）
　　　　須田　敦子　教諭（家庭）

　３　そ の 他
　(1) １６：００から会議室において研究協議を行います。
〔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。
　・ＪＲ高崎線鴻巣駅下車　徒歩１３分

平成２７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
平成２７年１１月１１日（水）

平成２７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
平成２７年１１月１１日（水）
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学校名 埼玉県立杉戸農業高等学校 実施日
時間 11:00～12：50（受付開始 10:30） ＦＡＸ ０４８０－３６－１０１２

　１　受 付 等
　　　受　　付　10:30～10:55
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　１階 小会議室

　２　公開授業予定者
　　　　髙野　知恵　教諭（農業）
　　　
　３　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。
　　スカイツリー線東武動物公園駅　東口から徒歩３０分
　　スカイツリー線東武動物公園駅　東口関宿中央ターミナル行きバス停豊後下車　徒歩１０分

学校名 埼玉県立新座総合技術高等学校 実施日
時間 12:30～16：40（受付開始 12：00 ） ＦＡＸ ０４８－４８１－８９７０

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

　２　公開授業予定者
　　　　（１）４時間目（12:30～13:20）　渡邉　　司　教諭　理科（生物）〔１年、生物基礎〕

　　　　（２）４時間目（12:30～13:20）　坂田　希究　教諭　工業〔２年、デザイン技術〕

　　　　（３）５時間目（13:30～14:20）　新井　裕之　教諭　国語〔２年、現代文Ａ〕

　　　　（４）５時間目（13:30～14:20）　横田　一弘　教諭　工業〔３年、ネットワーク技術〕

　　　　（５）５時間目（13:30～14:20）　宮部　節子　教諭　家庭〔２年、家庭基礎〕

　　　　（６）６時間目（14:30～15:20）　松本　優介　教諭　地理歴史（世界史）〔２年、世界史Ａ〕

　　　　（７）６時間目（14:30～15:20）　松村　　健　教諭　保健体育〔１年、保健〕

　　　    ※  研究協議（15:40～16:40 大会議室）　

　　　　　　・授業者によるねらいの説明等　・質疑、意見交換　・協議等

　３　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

平成２７年１１月１６日（月）

平成２７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
平成２７年１１月１６日（月）

平成２７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
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学校名 埼玉県立桶川西高等学校 実施日
時間 13:20～16：45（受付開始 12:50） ＦＡＸ ０４８－７８９－１０５１

　１　受 付 等
　　　受　 付　13:00～13:20 12:50～13：10
　　　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
　　　山田　翔一郎　教諭　(外国語)
　　　藤原　明日美　教諭　(国語)
　　　松島　隼也　　教諭　(数学)
      戸谷　香里  　教諭　(音楽)
　３　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。
　・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

学校名 埼玉県立坂戸西高等学校 実施日
時間 9:55～12：45（受付開始 9:20） ＦＡＸ ０４９－２７９－１００９

　１　受 付 等
　　　受　　付　9:20～9:50
　　　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
　　 深沢　恵美　教諭（国語）
　　 宇津木崇子　教諭（世界史）
　　 飯塚　正美　教諭（家庭）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 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。
　　　（東武越生線　西大家駅 から、徒歩６分）
　(2) 公開研究授業終了後に、研究協議会（全体会及び教科別分科会）を行います。

平成２７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
平成２７年１１月１６日（月）

平成２７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
平成２７年１１月１７日（火）
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学校名 埼玉県立幸手桜高等学校 実施日
時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ 0480-40-1024

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　田島　佑弥　教諭（地歴）
　　　　廿樂　勝顯　教諭（数学）
　　　
　３　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。
　・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。
　・東武日光線幸手駅　徒歩１５分

学校名 埼玉県立三郷工業技術高等学校 実施日
時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－９４９－１０２４

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　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

　　　
　３　そ の 他
　(1) 上記の教諭以外にジグソー法の授業を行う教員がいる可能性あり
〔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。
　・武蔵野線新三郷駅西口から
　　徒歩１５分
（東武バスセントラル）三郷駅行・松戸駅行・金町駅行バス３分、「四街区」下車、徒歩０分

（メートー観光）吉川駅南口行バス３分、「工業技術高校」下車、徒歩１分

（グローバル交通）三郷駅南口行バス３分、「工業技術高校」下車、徒歩１分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「四街区」下車、徒歩０分

平成２７年１１月１７日（火）

平成２７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
平成２７年１１月１８日（水）

　　　甲斐　正樹　教諭　（地理歴史）
　　　秋元　亮佑　教諭　（国語）
　　　菊地　優太　教諭　（工業科）
　　　井上　　肇　教諭　（地理歴史）

平成２７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
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学校名 埼玉県立越谷東高等学校 実施日
時間 13:30～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－９６０－１１８６

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　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
　　　　中島　幹夫　教諭（数学）
　　　　佐藤　秀則　教諭(数学）

　３　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。

　・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。

学校名 埼玉県立狭山経済高等学校 実施日
時間 14:30～16：45（受付開始 14:00） ＦＡＸ ０４（２９６９）１０３０

　１　受 付 等
　　　受　　付　14:00～14:20
　　　受付場所　1階 職員玄関
　　　控　　室　1階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　相澤　茂　教諭（外国語）
　　　　
〔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　稲荷山公園駅 から徒歩１０分

学校名 埼玉県立所沢北高等学校 実施日
時間 13:10～16:45（受付開始 12:45） ＦＡＸ ０４－２９９１－１００７

　１　受 付 等
　　　受　　付　12:45～13:05
　　　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
櫻　　泰樹 教諭（数学)
木下　真介 教諭（公民・政経)
谷　　俊介 教諭（数学)
大橋　雄一 教諭（地歴・世界史）
浦島　有希 教諭（国語）
熊本　晃典 教諭（理科・物理）
佐藤　　智 教諭（数学)

　　　
　３　そ の 他
　　　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
　・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。
　・西武新宿線新所沢駅東口から徒歩１０分

平成２７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
平成２７年１１月２４日（火）

平成２７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
平成２７年１１月１８日（水）

　・東武伊勢崎線新越谷駅・ＪＲ武蔵野線南越谷駅北口から花田または市立病院行きバス15分
  「東中学校前」下車、徒歩3分

平成２７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
平成２７年１１月１８日（水）
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学校名 埼玉県立川越初雁高等学校 実施日
時間 13:30～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４９－２４０－１０５２

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　１階 事務室玄関
　　　控　　室　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　岡本　敏明　教諭（情報）
　　　　中村　憲昭　教諭（数学）
　　　　小野　春香　教諭（英語）
　　　　竹内　祐樹　教諭（保健体育）
　　　　相馬　貴彦　教諭（保健体育）

〔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。
　・東武東上線新河岸駅下車徒歩２０分

学校名 埼玉県立日高高等学校 実施日
時間 13:30～16：50（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４２－９８５－４４１２

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　１階 応接室（予定）

　２　公開授業予定者
　　　　古山　敦大　教諭（理科）
　　　　新井　卓也　教諭（保健体育）
　　　　新井　真里奈　教諭（地歴公民）
　　　
　３　そ の 他
　(1) ５時間目、６時間目で上記３名の授業を公開します。（時間割は未定です。）
　(2) 15:50より研究協議を予定します。
〔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。
　・ＪＲ川越線　武蔵高萩駅下車　徒歩９分

平成２７年１１月２５日（水）

平成２７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
平成２７年１１月２４日（火）

平成２７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
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学校名 埼玉県立富士見高等学校 実施日
時間 9:30～12：45（受付開始 9:00） ＦＡＸ ０４９－２５５－４９３３

　１　受 付 等
　　　受　　付　9:00～9:30
　　　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
　　　　中島　大気　教諭（外国語）
　　　　森口　真靖　教諭（数学）
　　　　長谷川　翠　教諭（理科）
　　　
　３　そ の 他
　(1) 午前中で終了します。
〔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。
　・３０名まで参加可能です。
　・東武東上線志木駅東口から富士見高校行きバス25分「富士見高校バス停」下車、徒歩5分
　　　　　　　ららぽーと富士見行きバス25分、「JA南畑支店前バス停」下車、徒歩10分
　・東武東上線鶴瀬駅東口から富士見市巡回バス15分、「富士見高校バス停」下車、徒歩5分

学校名 埼玉県立伊奈学園中学校 実施日
時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ ０４８－７２９－０１９４

　１　受 付 等
　　　受　　付　13:00～13:20
　　　受付場所　１階 職員玄関
　　　控　　室　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
　　　　柳本　盛　主幹教諭（外国語）
　　　　齋藤　奈緒美　教諭（数学）
　　　　古谷　和賢　教諭（社会）
　３　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。

平成２７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
平成２７年１１月２７日（金）

平成２７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
平成２７年１１月３０日（月）
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