
実施校 実施日 曜日 時間 実施教科等
1 大宮工業高等学校(定) 9月27日 火 18:40-21:30 数学
2 八潮南高等学校 9月28日 水 13:25-16:45 商業
3 和光国際高等学校 9月30日 金 10:00-16:45 外国語
4 上尾南高等学校 9月30日 金 13:25-16:45 地歴・数学・外国語
5 伊奈学園総合高等学校 10月1日 土  9:50-13:30 国語・数学
6 戸田翔陽高等学校 10月3日 月 10:15-16:00 国語・地歴・公民・理科
7 秩父高等学校 10月4日 火 14:25-16:45 数学・外国語
8 羽生高等学校 10月5日 水 10:50-16:30 国語・地歴・数学・保体・音楽・外国語

9 滑川総合高等学校 10月5日 水 13:50-16:45 国語・外国語
10 大宮光陵高等学校 10月7日 金 14:25-16:30 外国語
11 春日部女子高等学校 10月8日 土  8:55-12:45 国語・地歴・数学・理科

川口市立県陽高等学校（全） 10月11日 火 13:25-16:35 地歴・数学・理科・保体・芸術・外国語

川口市立県陽高等学校（定） 10月11日 火 18:15-20:00 国語・数学・理科・保体・商業

13 所沢高等学校 10月12日 水 13:25-16:45 地歴・数学・外国語
14 所沢西高等学校 10月14日 金  8:50-12:40 数学・理科
15 熊谷農業高等学校 10月14日 金 10:50-12:40 農業
16 三郷工業技術高等学校 10月19日 水  8:50-16:45 国語・地歴・公民・保体・工業

17 越谷西高等学校 10月24日 月 13:35-16:45 地歴・外国語
18 川口北高等学校 10月24日 月 13:40-16:50 国語・公民
19 常盤高等学校 10月25日 火 13:25-17:00 外国語・看護
20 川越女子高等学校 10月28日 金 14:00-16:50 理科・保体・外国語
21 南稜高等学校 10月28日 金 13:25-16:45 国語・地歴・理科・外国語
22 いずみ高等学校 10月31日 月  8:50-12:40 公民・農業
23 伊奈学園中学校 10月31日 月 13:25-16:45 社会・数学・理科
24 越ヶ谷高等学校 11月1日 火  8:50-16:45 地歴・公民・数学・理科・外国語

25 川越南高等学校 11月1日 火 13:25-16:45 情報
26 熊谷西高等学校 11月1日 火 13:40-16:30 地歴
27 白岡高等学校 11月2日 水  8:55-14:20 国語・数学・理科・書道
28 日高高等学校 11月2日 水 10:55-15:20 地歴・数学・保体・外国語
29 富士見高等学校 11月4日 金  9:45-12:45 理科・美術・外国語
30 三郷高等学校 11月4日 金 10:50-11:40 数学
31 川口東高等学校 11月4日 金 13:35-16:30 国語・理科
32 川口青陵高等学校 11月5日 土  8:50-11:40 地歴・公民
33 蓮田松韻高等学校 11月7日 月  8:50-12:40 地歴・公民

10:00-13:30
17:00-20:30

35 浦和第一女子高等学校 11月7日 月 13:15-16:45 国語・地歴・数学・理科・外国語・情報

36 羽生第一高等学校 11月7日 月 13:25-16:45 国語・数学・外国語
37 坂戸西高等学校 11月8日 火  8:55-12:45 国語・地歴・理科・外国語・情報

38 蕨高等学校 11月8日 火 12:45-16:45 地歴
39 北本高等学校 11月8日 火 13:25-16:45 数学・理科・保体・書道・外国語

40 川口高等学校 11月9日 水 10:55-11:45 外国語・情報
41 上尾鷹の台高等学校 11月9日 水 13:25-16:45 国語・地歴・理科・外国語
42 ふじみ野高等学校 11月9日 水 13:25-16:45 公民・数学・外国語
43 上尾高等学校 11月15日 火 10:50-13:10 数学・理科
44 所沢北高等学校 11月15日 火 13:10-16:45 国語・地歴・数学・理科・美術・外国語

45 松山高等学校 11月15日 火 13:25-16:45 国語・地歴
46 幸手桜高等学校 11月15日 火 13:30‐16:45 地歴・数学
47 川越工業高等学校 11月16日 水 10:50-16:45 公民・数学・外国語・工業
48 熊谷高等学校 11月16日 水 13:25-16:30 詳細未定
49 皆野高等学校 11月16日 水 13:25-16:45 理科・保体
50 鴻巣女子高等学校 11月16日 水 13:35-16:45 数学・家庭
51 狭山経済高等学校 11月18日 金 13:25-16:45 国語・外国語
52 熊谷女子高等学校 11月18日 金 14:15-16:30 数学・理科・書道
53 新座総合技術高等学校 11月22日 火 12:30-16:40 地歴・理科・保体・家庭・工業

54 桶川西高等学校 11月22日 火 12:50-16:45 国語・情報
55 川越初雁高等学校 11月22日 火 13:00-16:45 地歴・数学・保体・家庭
56 吉川美南高等学校 11月22日 火 12:50-16:30 国語・数学・理科・商業
57 浦和高等学校 11月25日 金 13:15-16:30 詳細未定
58 上尾橘高等学校 11月25日 金 14:25-16:45 国語・数学
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34 狭山緑陽高等学校 11月7日 月 国語・地歴・数学・保体・外国語



実施日 9月27日 火曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
18:00～18:30
２階　事務室
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 (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 定時制時間割
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　今羽駅下車徒歩１０分

実施日 9月28日 水曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20（５限時）、14:00～14:20（６限時）
　１階 事務室
　２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

本間　幸太 教諭 5 商業

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・つくばエキスプレス線八潮駅北口から徒歩２０分
　・八潮駅南口東武バス「不動前」バス停下車４分
　・東武スカイツリーライン線「草加駅」東口　東武バス　「木曽根」バス停下車１０分

埼玉県立八潮南高等学校

埼玉県立大宮工業高等学校
18:40～21:30（18:00　受付開始） 048-660-1904

13:25～16：45（受付開始 13:00）５限時

14:25～16：45（受付開始 14:00）６限時

048-998-1293

あり　・　なし

平成２８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

学校名
時間
時間

　　　受　　付
　　　受付場所

あり　・　なし

(2)次第（予定）
18:00～18:30
18:40～19:25
19:30～20:15
20:40～21:30

平成２８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

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅰ
数学Ⅰ

　　　控　　室

科目
ビジネス基礎



実施日 9月30日 金曜日
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

浅見　伸裕 教諭 5 外国語
三沢　渉 教諭 3 外国語
三沢　渉 教諭 6 外国語
山崎　勝 教諭 3・4 外国語
山崎　勝 教諭 6 外国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　　１限より全ての外国語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。

実施日 9月30日 金曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:15
　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

溝口　政紀 教諭 5 数学
新井　孝和 教諭 6 地歴
橋本　和明 教諭 6 英語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　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。

　→「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。

埼玉県立和光国際高等学校
10:00～16：45（受付開始 10:00）

コミュニケーション英語Ⅰ

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）」

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅱ
地理Ａ

あり　・　なし

平成２８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２８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 埼玉県立上尾南高等学校
時間 13:25～16：45（受付開始 13:00） 048-780-1009

科目
時事英語

コミュニケーション英語Ⅰ

コミュニケーション英語Ⅰ

異文化理解
コミュニケーション英語Ⅰ

学校名
時間 048-460-1018

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室



実施日 10月1日 土曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:10～9:50
　１階 事務局前
　１階 応接会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

松本　靖子 教諭 2 国語
新井　真美 教諭 2 国語

箱田　恵梨香 教諭 3・4 国語
加村　孝 教諭 4 数学

　　　

　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 研究協議に出席する方は終了が13:30です。昼食は必要に応じてご持参ください。
　(2) 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（本校が終点です。羽貫駅止まりもあるのでご注意を。）
　・宇都宮線蓮田駅より朝日バスで２０分（本校が終点です。）

実施日 10月3日 月曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
受　　付 午前 10:15～10:25　　　午後 13:00～13:10
受付場所 4階 大会議室　※1階事務室前よりお入りください。
控　　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 3 理科
稲葉　和信 教諭 5 地歴公民
武井　寛太 教諭 6 地歴公民
天野　拓也 教諭 6 国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 必要に応じて昼食を御持参ください。
　(2) 上記以外の授業についても自由に見学していただけます。
　(3) 研究協議は15:10より行います。
〔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、公共交通機関を御利用ください。
　・ＪＲ埼京線戸田駅徒歩5分（快速・通勤快速は停車しません）

平成２８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

時間 9:50～13：30（受付開始 9:10） 048-729-1003

　　　控　　室

国語表現

科目
国語総合
古典Ｂ

数学Ⅰ
2限9:50～10:40、3限10:55～11:45、4限11:55～12:45

あり　・　なし

学校名 埼玉県立伊奈学園総合高等学校

　　　受　　付
　　　受付場所

平成２８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 埼玉県立戸田翔陽高等学校
時間 048-430-137210:15～16:00

科目
生物

世界史B
倫理

国語総合

あり　・　なし



実施日 10月4日 火曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　14:00～14:20
　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

永田　憲一 教諭 6 英語
田嶋　康志 教諭 6 数学
関根　亮 教諭 7 英語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　　　公開授業以外も参観可能です。
〔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。
　・秩父鉄道　御花畑駅下車　徒歩１２分　　西武鉄道　西武秩父駅下車　徒歩１５分

実施日 10月5日 水曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　　　受　　付　10:20～10:50
　　　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
授業者 職名 時限 教科

小山　純平 教諭 ５・６ 国語
渡辺　健太 教諭 ３・４ 地歴
二瓶　　樹 教諭 ３・４ 数学
東原　大地 教諭 ３・４ 数学
福島　直史 教諭 ３・４ 保健体育
岡　　理恵 教諭 ３・４ 音楽
青柳　友樹 教諭 ３・４ 外国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 昼食場所は、近隣にはございませんので、お弁当等をしてください。（食事場所は確保済）
　(2) 東武伊勢崎線・秩父鉄道「羽生駅」から徒歩約１５分
　(3) 駐車スペースに限りがありますが、２０台程度は駐車可能です。

音楽Ⅱ
英語表現Ⅰ

あり　・　なし

科目
国語一般
世界史Ａ
数学Ⅰ
数学Ⅰ
体育Ⅲ

あり　・　なし

平成２８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 埼玉県立羽生高等学校
時間 10:50～16：30（受付開始 10:20） 048-560-1052

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
コミュニケーション英語Ⅰ

数学Ⅰ
コミュニケーション英語Ⅰ

学校名 埼玉県立秩父高等学校
時間 14:25～16：45（受付開始 14:00） 0494-21-1041

　　　受　　付

平成２８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 10月5日 水曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:20～13:45
　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

今川　未紅瑠 教諭 5 国語
森田　玲 教諭 6 国語
羽田　知香 教諭 6 英語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースがありませんので、公共の交通機関を御利用ください。
　・東武東上線つきのわ駅 下車、徒歩６分

埼玉県立大宮光陵高等学校 実施日 10月7日 金曜日
14:25～16：30（受付開始 13:50） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:50～14:10
　１階 職員玄関
　２階 大会議室（予定）

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

日髙　康 教諭 6 外国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
（１）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。
（２）バス（西武バス）による本校までのアクセス

・大宮駅西口から　　バスターミナル１番　どのバスも大宮光陵方面に行きます。
　「足立神社」下車徒歩５分。
　なお「三条町経由二ツ宮行」は「大宮光陵高校」バス停まで行きます。
・指扇駅から　　「大宮駅西口行」に乗車、「水判土」下車徒歩７分

048-620-1901

コミュニケーション英語Ⅲ

あり　・　なし

学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

科目
言語表現文化研究

現代文
ＣＡＬＬ英語

あり　・　なし

平成２８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

時間 13:50～16：45（受付開始 13:20） 0493-61-1061

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

平成２８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 埼玉県立滑川総合高等学校



埼玉県立春日部女子高等学校 実施日 10月8日 土曜日
8:55～12:45（受付開始8:45） ＦＡＸ

　１　受 付 等
8:45～8:55
　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

田村 悠人 教諭 1 数学
石山 博恵 教諭 2 地理歴史
迎 洋介 教諭 １，２ 理科

　　　 筧 美和子 教諭 １，２ 国語
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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。

川口市立県陽高等学校（全日制） 実施日 10月11日 火曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 美術室前
　13:25～15:15

研究協議 　15:35～16:35

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

名取　絵理子 教諭 ５ 地歴
山本　美和 教諭 ５ 理科
野地　貴史 教諭 ５ 保健体育

小池　千栄子 教諭 ５・６ 芸術
浴本　　徹 教諭 ５・６ 芸術
川野　嘉一 教諭 ５・６ 芸術
星野　翔吾 教諭 ６ 数学
黒須　靖広 教諭
鶴田　京子 教諭

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）
　　　
　４　そ の 他
　(1) 18:15より、定時制課程の公開授業（開会行事）があります。

〔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１５分

あり　・　なし

美術Ⅱ
書道Ⅱ
数学Ⅰ

６ 英語 コミュニケーション英語Ⅱ

      公開授業

科目
日本史Ｂ

生物
体育

音楽Ⅱ

学校名
時間 13:25～16：35（受付13:00） 048-252-7795

　　　受　　付
　　　受付場所

世界史A
化学基礎
古典B

あり　・　なし

　・東武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」行きで

平成２８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

時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅱ

048-760-1203

平成２８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



川口市立県陽高等学校（定時制） 実施日 10月11日 火曜日
18:15～20：00（受付開始 17:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　17:30～18:10

開会行事 　18:15～18:30
公開授業 　18:40～19:25
研究協議 　19:35～20:00

　１階 職員玄関
　２階 生徒相談室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 教科

青木　龍也 教諭 国語
田村　亮輔 教諭 数学
長谷川　司 教諭 数学
森永　真弘 教諭 理科
雪山　元貴 教諭 保健体育

五十嵐　由子 教諭 商業
　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）
　　　

〔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。
　・京浜東北線西川口駅　東口徒歩１５分

埼玉県立所沢学校 実施日 10月12日 水曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） 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

森みのり 教諭 5・6 英語
中嶋延広 教諭 6 地理歴史
小柴雄三 教諭 5 数学

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・西武池袋線：新宿線所沢駅から徒歩１５分　西武池袋線：西所沢駅から徒歩８分
　・公共の交通機関を御利用ください。

04-2925-4448

048-252-7795

数学Ⅱ

あり　・　なし

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

世界史B

　　　控　　室

あり　・　なし

平成２８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

平成２８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



埼玉県立所沢西高等学校 実施日 10月14日 金曜日
8:50～12：40（受付開始 8:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:30～8:45
　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

山﨑　将史 教諭 1・2・3 数学
松浦　孝則 教諭 1・2・3 理科

佐藤　ひな子 教諭 1・2 理科
　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 昼食は控室でお取りください。校内の販売業者（パン・弁当）から買うこともできます。
〔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、できる限り公共の交通機関を御利用ください。
　・西武池袋線小手指駅 南口から徒歩約１３分

埼玉県立熊谷農業高等学校 実施日 10月14日 金曜日
10:50～12：40（受付開始 10:20） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　１０：２０～１０：４０
　記念館　２階
　記念館２階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

宮﨑　由実 教諭 ３・４限 農業

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 数学（川村教諭）については、詳細が決まり次第ＨＰに掲載いたします。
　(2) 昼食は各自でご用意ください。
〔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。
　　・ 高崎線熊谷駅 北口「朝日バス」太田行き「気象台入口」下車徒歩１０分
　　・ 秩父線石原駅 から徒歩１５分

04-2949-2411

　　　控　　室

科目
環境緑化材料

あり　・　なし

あり　・　なし

平成２８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

048-520-1060

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅰ、数学Ａ
生物基礎、生物

生物基礎

平成２８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



埼玉県立三郷工業技術高等学校 実施日 10月19日 水曜日
8:50～16：45（受付開始 8:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:30～8:45
　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

秋元　亮佑 教諭 5 国語
飯田　佳未 教諭 1 工業
井上　肇 教諭 2・4・5 地理歴史

甲斐　正樹 教諭 5 公民
田代　めぐみ 教諭 3 工業
前田　美穂 教諭 1又は4 保健
渡邉　隼也 教諭 2又は3 工業

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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。

　・武蔵野線新三郷駅西口から吉川駅行き又は三郷駅行きバス５分、「工業技術高校」下車、徒歩１分

　・昼食は用意できます。1日参加される予定の先生は、昼食の有無をご連絡ください。

埼玉県立越谷西高等学校 実施日 10月24日 月曜日
13:35～16：45（受付開始 13:15） 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

細谷　俊 教諭 ５限 地理歴史
工藤　恭右 教諭 ６限 英語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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。
　・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

048-958-2331

048-973-1183

世界史Ｂ
コミュニケーション英語Ⅰ

あり　・　なし

学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

科目

電気基礎
保健

プログラミング技術

あり　・　なし

平成２８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２８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
機械工作
世界史Ａ
現代社会



埼玉県立川口北高等学校 実施日 10月24日 月曜日
13:40～16:50（受付開始 13:20） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:20～13:40
　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

秋葉　陽香 教諭 5 国語
辺田　洋文 教諭 6 公民

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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。
　・ＪＲ武蔵野線東浦和駅から徒歩１７分。

埼玉県立常盤学校 実施日 10月25日 火曜日
13:25～17：00（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 事務室玄関
　１階 応接室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

髙木　邦子
中澤　瑞果

教諭 5・6 看護

庄子　学 教諭 5 英語
伊藤　玲子 教諭 14:45～16:15 看護

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

16:30～17:00
　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。
　・看護科（高校）と専攻科の公開となります。
　・京浜東北線　北浦和駅西口から３番乗り場　大久保行きバス２０分、「大久保団地東」下車

048-840-1044

コミュニケーション英語Ⅱ

精神保健

あり　・　なし
職員研修を兼ねる

時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

基礎看護

古典Ｂ
倫理政経

あり　・　なし

平成２８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 048-295-1006

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

平成２８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



埼玉県立川越女子高等学校 実施日 10月28日 金曜日
14:00～16：50（受付開始 13:45） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:45～14:00
　２階 会議室
　２階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

川島　宏志 教諭 理科
高沖　理恵 教諭 英語
渡邉　達也 教諭 保健体育

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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。
　・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。

埼玉県立南稜高等学校 実施日 10月28日 金曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１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

教諭 ５時限 国語科
木村　哲郎 教諭 ５時限 外国語科
村上　健 教諭 ６時限 理科

飯塚　友基 教諭 ５時限 地理歴史科

小島　千晶 教諭 ５時限 地理歴史科

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　２階 大会議室 　15:30～16:30
　４　そ の 他
　(1) 昼食は各自で用意してください。
〔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。
　・ＪＲ埼京線北戸田駅西口から徒歩１５分

049-222-3511

048-422-6055

日本史（明治期の思想
と信教）

日本史（明治期における
女性解放論について）

あり　・　なし

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
現代文

コミュニケーション英語Ⅱ

生物（遺伝情報の発現）

体育

あり　・　なし

平成２８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
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
ＳＳ生命科学Ⅰ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

14:00～14:30 開会行事(会議室)
14:40～15:45 公開授業
16:00～16:50 研究協議(会議室)

5限
14:40～
15:45

平成２８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



埼玉県立いずみ高等学校 実施日 10月31日 月曜日
8:50～12:40（受付開始 8:40） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:40～8:50
　1階 昇降口
　1階 応接室

　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
華井　裕隆 教諭 3 公民

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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。
　・参加者多数の場合は、申込先着順とする場合があります。
　・大宮駅西口から徒歩25分または、西武バス7分　「大宮駅西口」　乗り場③　大３０
　中並木循環「かみこ公園」下車、徒歩４分

埼玉県立伊奈学園中学校 実施日 10月31日 月曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　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

齋藤 奈緒美 教諭 5 数学
丸橋　直樹 教諭 5 社会
深谷　直毅 教諭 6 理科

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 上履きを持参ください
〔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。
　・ニューシャトル羽貫駅 から、徒歩１０分

048-729-0194

あり　・　なし

　　　受付場所
　　　控　　室

科目

あり　・　なし

平成２８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
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
微生物利用
現代社会

平成２８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 048-840-1047



埼玉県立越ヶ谷高等学校 実施日 11月1日 火曜日
8:50～16:45（受付開始 8:10） 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

大野　圭一 教諭 ２ 地公
武士田　透 教諭 ４ 地公
豊岡　寛行 教諭 ５ 地公
尾澤里佳子 教諭 ３ 数学

尾澤・豊岡 教諭 ４ 数学・地公

髙橋　　靖 教諭 ３ ・ ５ 理科
郷司　雅子 教諭 ２ 英語
飯田　勇人 教諭 １ 英語
大槻　幸脩 教諭 ２ 英語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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

埼玉県立川越南高等学校 実施日 11月1日 火曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） 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

春日井　優 教諭 5 情報

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) ６時限には国立教育政策研究所教育課程研究指定事業の
　　　公開授業を実施する予定です。
〔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。
　・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。
　・西武新宿線南大塚駅 北口から徒歩１３分

048-960-1184

あり　・　なし

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
情報の科学

　・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」

平成２８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

049-240-1051

生物
コミュニケーション英語Ⅱ

英語Ⅱ
コミュニケーション英語Ⅰ

あり　・　なし

　・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。

　　　控　　室

科目
世界史Ｂ
地理Ｂ

現代社会

数学Ⅰと現代社会の
コラボ

数学Ｂ

平成２８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



埼玉県立熊谷西高等学校 実施日 11月1日 火曜日
13:40～16:30（受付開始 13:10） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:10～13:30
　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

藤井　伸奏 教諭 5 地歴公民

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
研究協議　14：45～15：30

〔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。
　・ＪＲ高崎線籠原駅 南口から徒歩１５分

埼玉県立白岡高等学校 実施日 11月2日 水曜日
8:55～14：20 （受付 8:45～随時） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　 8:45～  随時
　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

朝見　浩和 教諭 1 数学
渋谷　亜弓 教諭 2,3 書道
金子　章臣 教諭 3 国語
根岸　佑樹 教諭 5 理科

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　　　昼食については、食堂がご利用できます。
〔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。
　・JR宇都宮線「新白岡」駅下車、徒歩１５分です。

あり　・　なし

　　　控　　室

科目
数学Ⅰ
書道Ⅱ

国語総合
科学と人間生活

平成２８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 0480-90-1008

　　　受　　付
　　　受付場所

　　　控　　室

科目
世界史Ｂ

あり　・　なし

平成２８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

048-530-1081



埼玉県立日高高等学校 実施日 11月2日 水曜日
10:55～15:20 （受付開始10:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
10:30～10:50
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

平岩　史子 教諭 3 英語
新井　真里奈 教諭 4 地歴
山岸　由実 教諭 5 数学
新井　卓也 教諭 6 保健体育

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 昼食は、本校の学食を御利用いただけます。
　(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

埼玉県立富士見高等学校 実施日 11月4日 金曜日
9:45～12：45（受付開始 9:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　9:30～9:45
　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

中島　大気 教諭 3 英語
長谷川　翠 教諭 2 理科
坂本美沙紀 教諭 3 芸術

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　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

　　　控　　室

科目
コミュニケーション英語Ⅱ

生物基礎
美術Ⅲ

あり　・　なし

あり　・　なし

平成２８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

049-253-1551

　　　控　　室

科目
コミュニケーション英語Ⅰ

日本史Ｂ
数学Ⅰ
体育

平成２８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

042-985-4412



埼玉県立三郷高等学校 実施日 11月4日 金曜日
10:50～11：40（受付開始 10:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:30～10:50
　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 3 数学

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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。

埼玉県立川口東学校 実施日 11月4日 金曜日
13:35～16：30（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:25
　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

大熊　翼 教諭 6 国語
浅野　幸子 教諭 5 国語
大塚　一樹 教諭 6 理科

定清　由紀子 教諭 5.6 理科
　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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。

あり　・　なし

　　　控　　室

科目
古典
古典

物理基礎
生物

平成２８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 048-290-1014

　　　受　　付
　　　受付場所

　　　控　　室

科目
数学活用

あり　・　なし

平成２８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 048-949-1028

　　　受　　付
　　　受付場所



埼玉県立川口青陵学校 実施日 11月5日 土曜日
8:50～11：40（受付開始 8:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:30～8:50
　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

矢野　武史 教諭 1 公民
加藤　幸平 教諭 2 公民
市川　栄太 教諭 2 地歴

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　　　　午前中で終了いたしますので、昼食は必要ありません。

〔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。
　・公共交通機関の利用については、本校ＨＰをご覧ください。

実施日 11月7日 月曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等
⑴　時間　…　８：３０～８：５０
⑵　場所　…　１階 職員玄関
⑶　控室　…　１階 応接室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

谷川　宏平 教諭 1・2 公民
白井　聡子 教諭 2・4 地歴

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔備考〕　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

科目
政治経済・現代社会

世界史

あり　・　なし

あり　・　なし
　研究協議　10:50～11:50　大会議室

平成２８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 　埼玉県立蓮田松韻高等学校
時　間 　8:50～12：40（受付開始 8:30）  048-765-1500

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
政治経済
政治経済
日本史

平成２８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

048-290-1015



埼玉県立狭山緑陽学校 実施日 11月7日 月曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等

　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

青木　幹太 教諭 未定 国語
渡部　康詞 教諭 未定 地歴・公民
原　健太郎 教諭 未定 数学
佐藤　勉 教諭 未定 英語

　　　 江﨑　真奈 教諭 未定 体育
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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－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。
　・狭山市駅西口からバス１０分（智光山公園・日生団地行、狭山緑陽高校又は上広瀬郵便局

埼玉県立浦和第一女子高等学校 実施日 11月7日 月曜日
13:15～16：45（受付開始 12:50） ＦＡＸ

　１　受 付 等
受　付　　12:50～13:15
受付場所　麗風館１階・視聴覚室前
控　室　　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
芹川　明夫 教諭 注※ 国語
下川　　隆 教諭 注※ 地歴
髙相　恵美 教諭 注※ 地歴
白石　紳一 教諭 注※ 数学
吉田　絢香 教諭 注※ 理科
杉山　理志 教諭 注※ 英語
大塚　幸誠 教諭 注※ 情報

注※　公開授業の時間は４限(13:15-14:20)もしくは５限(14:30-15:35) 
10月中旬までに本校ＨＰ上で時程をお知らせいたします。

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

場所　視聴覚室　１６：４５終了予定

　４　そ の 他
　(1) 申込みはFaxにて本校までお願いします。締切りは11/1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。
　・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

日本史Ｂ
数学Ⅲ

生物基礎
コミュニケーション英語Ⅱ

社会と情報

あり　・　なし

学校名
時間

科目
国語総合
古典Ｂ

世界史Ｂ

048-830-1116

未定
未定

　あり　・　なし

　　下車）

平成２８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

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
未定
未定
未定

学校名
時間 Ⅰ部10:00～13:30　Ⅱ部17:00～20:30 04-2969-1031

　　　受　　付 Ⅰ部9:30～10:00　Ⅱ部16:30～17:00

平成２８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



埼玉県立羽生第一高等学校 実施日 11月7日 月曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） 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
齋藤　明佳 教諭 ５限 国語
坂庭　千絵 教諭 ６限 数学

長谷部　福一 教諭 ６限 数学
髙橋　臨太朗 教諭 ６限 数学
棚澤　美穂 教諭 ６限 英語
木村　有香 教諭 ５限 英語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 東武伊勢崎線羽生駅西口下車徒歩15分
　(2) 駐車スペースに東武伊勢崎線羽生駅西口下車徒歩15分
 '(3)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。

埼玉県立坂戸西学校 実施日 11月8日 火曜日
 8 : 55～12：45（受付開始8:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　8:30～8:50
　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

関根　菜摘 教諭 1 外国語
中井　裕子 教諭 1 理科
深沢　恵美 教諭 1 国語

宇津木　崇子 教諭 2 地理歴史
窪田　美樹 教諭 2 理科
髙野　将弘 教諭 2 情報

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他

　(1) 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。
　(2) 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、徒歩約６分です。
　(3) 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。

化学基礎
現代文

世界史Ｂ
生物

社会と情報

あり　・　なし

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

コミュ英語Ⅲ
コミュ英語Ⅰ

あり　・　なし

平成２８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 049－279－1009

科目
国語総合
国語総合
数学Ⅰ
数学Ⅰ
数学Ⅱ

平成２８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

048-561-6511



実施日 11月8日 火曜日
12:45～16：45（受付開始12:45） ＦＡＸ

　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　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　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。

実施日 11月8日 火曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 事務室玄関
　２階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

袖山　和博 教諭 ５ 保健体育
高橋　沙絵 教諭 ５・６ 芸術（書道）

永井　直樹 教諭 ６ 外国語
根岸　佳史 教諭 ５ 数学
吉村　彩香 教諭 ６ 理科

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
公開授業研究週間につき、上記以外の授業も自由にご覧いただけます。

〔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、公共の交通機関をご利用ください。
　・ＪＲ高崎線北本駅東口より徒歩２５分またはバス１０分（「北本高校前」下車）

コミュニケーション英語Ⅰ

数学Ⅰ・Ａ
化学基礎

あり　・　なし

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
体育
書道

あり　・　なし

平成２８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 埼玉県立北本高等学校
時間 048-590-1009

平成２８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 埼玉県立蕨高等学校
時間 048-430-1371



埼玉県立川口高等学校 実施日 11月9日 水曜日
10:55～11：45（受付開始 10:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:30～10:50
　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

神谷　俊徳 教諭 3 英語Ⅱ
安倍　孝司 教諭 3 社会と情報

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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。
　・埼玉高速鉄道新井宿下車　１番出口より徒歩８分

埼玉県立上尾鷹の台高等学校 実施日 11月9日 水曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　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

上野　裕也 教諭 地理歴史
加藤　早織 教諭 国語
末松　　洋 教諭 外国語
山形　　風 教諭 外国語
若林　　剛 教諭 理科

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　　・初任者による、知識構成型ジグソー法を活用した美術、数学、保健体育の
　　　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。
　・参加者の上限は設けておりません。

あり　・　なし

５時限目
(13:35～)
もしくは
６時限目
(14:35～)

地理Ｂ
国語総合

コミュニケーション英語Ⅱ

コミュニケーション英語Ⅰ

生物基礎

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室
　　　公開授業
　　　研究協議

科目

情報

あり　・　なし

平成２８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 048-720-1013

時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
英語

048-280-1026

平成２８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



埼玉県立ふじみ野高等学校 実施日 11月9日 水曜日
14:25～16：45（受付開始 14:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　14:00～14:25
　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

岡部　裕樹 教諭 6 公民
増田　彬 教諭 6 英語
白石　浩隆 教諭 6 数学

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 昼食は、各自済ませてきてください。
〔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。

埼玉県立上尾高等学校 実施日 11月15日 火曜日
ＦＡＸ

　１　受 付 等

　職員玄関（事務室）前
　１階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

新井　優太 教諭 4 理科
藤野　元太 教諭 3 数学

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) １２：００～１３：２５の間は学生食堂が利用可能です。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・公共の交通機関を御利用ください。
　・北上尾西口下車直進５０㍍に北門（解放済）があります。
　・高崎線北上尾駅西口下車徒歩１分です。

あり　・　なし

　　　受付場所
　　　控　　室

科目
化学基礎
数学Ⅰ

　・東武東上線「ふじみ野駅」西口から、①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」下車、徒歩１分　②東武東上線「ふじみ野駅」西口か
　　ら、徒歩２５分

平成２８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 10：50～13：10（受付開始10：00）

　　　受　　付 　３限　10:00～10:30　４限　11:00～11:30

048-770-1051

　　　控　　室

科目
現代社会
コミュニケーション英語Ⅱ

数学Ⅰ

あり　・　なし

平成２８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

049-278-1175



埼玉県立所沢北高等学校 実施日 11月15日 火曜日
13:10～16:45（受付開始 12:45） ＦＡＸ

　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
授業者 職名 時限 教科

櫻　　泰樹 教諭 5 数学
矢澤　直樹 教諭 4 数学
谷　　俊介 教諭 5 数学
大橋　雄一 教諭 5 地歴・世界史

浦島　有希 教諭 5 国語
熊本　晃典 教諭 4 理科・物理
佐藤　　智 教諭 4 数学
渡邉　祐太 教諭 4 理科・生物
半山　修平 教諭 5 美術
矼 由香 教諭 5 英語

　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。
〔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

実施日 11月15日 火曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

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

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

浅見　和寿 教諭 5・6 国語
加藤　義文 教諭 5 地歴
大野　直知 教諭 5・6 地歴

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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。
　・東武東上線東松山駅 東口から徒歩１５分

国語総合
世界史Ｂ
地理Ｂ

あり　・　なし

時間 0493-21-1248

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

理数数学Ⅰ
生物

美術Ⅱ
Ｃ英語Ⅲ

平成２８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 埼玉県立松山高等学校

数学Ⅲ
数学ⅡＢ
数学Ⅲ

世界史Ａ
古典Ｂ
物理

平成２８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

④限13:10～14:15　　または　⑤限14:25～15:30
科目

04-2991-1007



実施日 11月15日 火曜日
13:30～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 事務室前
　３階 大会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

廿樂　勝顯 教諭 5 数学
大澤　寛之 教諭 6 数学
田島　佑弥 教諭 6 地理歴史

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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。

実施日 11月16日 水曜日
10:50～16：45（受付開始 10:30） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　10:30～随時受付
　１階 会議室
　１階 会議室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

雨貝　健一 教諭 3 工業（化学）

田中　類 教諭 3 工業（化学）

高橋　弘樹 教諭 3 数学
小板橋　駿介 教諭 4 工業（建築）

持田　真人 教諭 5 公民
豊島　義範 教諭 6 外国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1)  昼食は、各自でご準備お願いします。
　(2)　昼休みは３時限と４時限の間（11:40～12:25）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。
　・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

あり　・　なし

化学技術
工業化学
数学Ⅰ

建築計画
地理Ａ

コミュニケーション英語Ⅰ

学校名

　　　受　　付
　　　受付場所

科目

時間

　　　控　　室

049-229-1039
埼玉県立川越工業高等学校学校

数学Ⅰ
数学Ⅰ

世界史Ｂ

あり　・　なし

平成２８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

時間 0480-40-1024

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

平成２８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 埼玉県立幸手桜高等学校



埼玉県立熊谷高等学校 実施日 11月16日 水曜日
13:25～16：30（受付開始 13:00） 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
未定 5

授業者は決定次第、ＨＰでお知らせします。
　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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。
　・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。

埼玉県立皆野高等学校 実施日 11月16日 水曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） 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

髙山　智裕 教諭 5 保健体育
下山　尚久 教諭 6 理科

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他
　(1) 近くに飲食店はありません。ご用意いただくか、学食をご利用ください。
〔備考〕参加者の上限数・駐車場や交通手段等について
　・駐車スペースには余裕があります。
　・秩父鉄道皆野駅または親鼻駅下車　徒歩３０分　
　　　※町営バス（皆野駅→長生荘　下車徒歩３分）はちょうど良い時間に便がありません。
　　　　参考：金沢行き12:10皆野駅発、12:20長生荘着
　　　　　　　日野沢行き12:15皆野駅発、12;25長生荘着
　　　　皆野駅からタクシーを利用することも可能です。

科目
保健

化学基礎

あり　・　なし

平成２８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

0494-63-1001

　　　控　　室

科目

あり　・　なし

平成２８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

048-520-1057



埼玉県立鴻巣女子高等学校 実施日 11月16日 水曜日
13:35～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　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
授業者 職名 時限 教科

東條　滋 教諭 5 数学
須田　敦子 教諭 6 家庭
茂木　綾乃 教諭 6 家庭

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　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

埼玉県立狭山経済高等学校 実施日 11月18日 金曜日
13:25～16：45（受付開始 13:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
　13:00～13:20
　１階 事務室
　１階 応接室

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

大野 優紀子 教諭 5 国語
中里 まみ 教諭 6 英語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　４　そ の 他 なし

〔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。
　・西武池袋線稲荷山公園駅より　徒歩１０分

時間

科目
数学Ⅱ

あり　・　なし

048-595-1012

子どもの発達と保育
ファッション造形基礎

平成２８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

04-2969-1030

未定

あり　・　なし

時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
未定

平成２８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



埼玉県立熊谷女子高等学校 実施日 11月18日 金曜日
14:15～16：30（受付開始 14:00） ＦＡＸ

　１　受 付 等
14:00～14:15
２階 大会議室
２階 大会議室

授業公開 14:25～15:15
研究協議 15:35～16:25
閉　　会 16:25～16:30

　２　公開授業予定者
授業者 職名 時限 教科

丸木　和彦 教諭 6 数学
眞下　愛郁 教諭 6 芸術
小林　玲子 教諭 6 理科

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔備考〕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ご利用ください。
　　熊谷駅 北口から徒歩７分です。
　・お車でお越しの場合は、2日前までに電話で教頭（金室）へご連絡ください。
　 電話　０４８-５２１-００１５

埼玉県立新座総合技術高等学校 実施日 11月22日 火曜日
12:30～16：40（受付開始 12：00） ＦＡＸ

　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
横田　一弘 教諭 調整中 工業
宮部　節子 教諭 調整中 家庭
岡田　成司 教諭 調整中 理科
松本　優介 教諭 調整中 地理歴史
松村　　健 教諭 調整中 保健体育

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　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

保健

あり　・　なし

課題研究
デザイン技術
情報技術基礎

家庭基礎
物理基礎
世界史

学校名
時間

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目

048-481-8970

科目

書道
化学

あり　・　なし

平成２８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２８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

048-520-1052



埼玉県立桶川西高等学校 実施日 11月22日 火曜日
12:50～16：45（受付開始 12：50） 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

内田　健太 教諭 5 国語
大場　拓八 教諭 5 情報

大崎　菜津子 教諭 6 国語
藤原　明日美 教諭 6 国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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、できる限り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

埼玉県立川越初雁高等学校 実施日 11月22日 火曜日
13:00～16：45（受付開始 13:00） 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

相馬　貴彦 教諭 6 保健体育
河津　謙太郎 教諭 5 地理歴史
飯塚　正美 主幹教諭 5・6 家庭科
中村　憲明 教諭 5・6 数学

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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。
　・東武東上線新河岸駅から、徒歩約20分

ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ
数学Ⅲ

あり　・　なし

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
体育

世界史Ｂ

古典Ｂ
現代文Ｂ

あり　・　なし

平成２８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 049-240-1052

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
国語総合

社会と情報

平成２８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 048-789-1051



埼玉県立吉川美南高等学校 実施日 11月22日 火曜日
12:50～16：30（受付開始 12:30） 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（特編授業を組むため、あくまでも予定者を掲載します。）
授業者 職名 時限 教科

工藤　弘晃 教諭 未定 理科（物理）

米谷　祐太 教諭 未定 理科（生物）

嶋村　元太郎 教諭 未定 数学
杉田　俊光 教諭 未定 数学
松本　泰雅 教諭 未定 商業
東　陽花 教諭 未定 国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

　
〔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。
　・ＪＲ武蔵野線「吉川美南駅」から徒歩約１０分です。

埼玉県立浦和高等学校 実施日 11月25日 金曜日
13:15～16：30（受付開始 12:45） ＦＡＸ

　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。

学校名
時間 048-885-4647

あり　・　なし

平成２８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

平成２８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 048-984-1180



実施日 11月25日 金曜日
14:25～16：45（受付開始 14:00） 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

山野井　俊介 教諭 6 数学
春日　里歩 教諭 6 国語

　　　
　３　研究協議について (どちらかに○をつけてください。）

〔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。

　・高崎線上尾駅西口から川越行きバス１５分、「平方」下車、徒歩５分

あり　・　なし

　・同時間につき合わせて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

　　　受　　付
　　　受付場所
　　　控　　室

科目
数学Ⅰ
現代文

平成２８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 埼玉県立上尾橘高等学校
時間 048-780-1010


