
1年 1年

クラス １－１ １－２ １－３ １－４ １－５ クラス １－１ １－２ １－３ １－４ １－５

授業者 柏崎泰秀 大久保・小出 加藤修司 松島俊之 工藤由樹 授業者 大久保・生井 工藤由樹 加藤義勝 小出智美 柏崎泰秀

教科 社会 数学 英語 国語 英語 教科 数学 英語 技・家(技) 技・家(家) 社会

実施場所 １－１教室 １－２教室 １－３教室 １－４教室 １－５教室 実施場所 １－１教室 １－２教室 技術室 １－４教室 １－５教室

2年 教室は校舎２Ｆ 2年 教室は校舎２Ｆ

クラス ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ７組 クラス ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ７組

授業者 柴田祐希 増山智大 前原詩織 上野英男 授業者 増山智大 前原詩織 小﨑良行 羽鳥美代子 柴田祐希 上野英男

教科 社会 理科 数学 英語 教科 理科 数学 国語 国語 社会 国語

実施場所 ２－１教室 第１理科室 ２－３教室 ７組教室 実施場所 第１理科室 ２－２教室 ２－３教室 ２－４教室 ２－５教室 ７組教室

3年 教室は校舎１階 3年 教室は校舎１階

クラス ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ６組 クラス ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ６組

授業者 小島香織 石﨑真清 増渕輝子 奥山雄宏 松永祐樹 神保たい子 授業者 伊東道子 稲葉秀樹 松島俊之 藤森あゆみ 奥山雄宏 神保たい子

教科 英語 英語 美術 社会 理科 生活 教科 音楽 数学 国語 理科 社会 数学

実施場所 ３－１教室 ３－２教室 美術室 ３－４教室 第２理科室 ６組教室 実施場所 第１音楽室 ３－２教室 ３－３教室 第２理科室 ３－５教室 ６組教室

1年 1年

クラス １－１ １－２ １－３ １－４ １－５ クラス １－１ １－２ １－３ １－４ １－５

授業者 藤森あゆみ 稲葉・加藤修 授業者 藤森あゆみ 松島俊之 小出智美 加藤義勝 羽鳥美代子

教科 理科 数学 教科 理科 国語 技・家（家） 技・家（技） 国語

実施場所 第１理科室 １－５教室 実施場所 第１理科室 １－２教室 １－３教室 技術室 １－５教室

2年 教室は校舎２Ｆ 2年 教室は校舎２Ｆ

クラス ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ７組 クラス ２－１ ２－２ ２－３ ２－４ ２－５ ７組

授業者 羽鳥美代子 柴田祐希 石﨑真清 奥山雄宏 小﨑良行 上野英男 授業者 加藤修司 小﨑良行 増山智大 前原詩織 増渕輝子 上野英男

教科 国語 社会 英語 社会 国語 作業 教科 英語 国語 理科 数学 美術 数学

実施場所 ２－１教室 ２－２教室 ２－３教室 ２－４教室 ２－５教室 ７組教室 実施場所 ２－１教室 ２－２教室 第２理科室 ２－４教室 美術室 ７組教室

3年 教室は校舎１階 3年 教室は校舎１階

クラス ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ６組 クラス ３－１ ３－２ ３－３ ３－４ ３－５ ６組

授業者 生井厚志 増渕輝子 松永祐樹 伊東道子 教頭 神保たい子 授業者 松永祐樹 柏崎泰秀 稲葉秀樹 小島香織 伊東道子 神保たい子

教科 数学 美術 理科 音楽 技・家（技） 理科 教科 理科 社会 数学 英語 音楽 社会

実施場所 ３－１教室 美術室 第２理科室 第１音楽室 ＰＣ室 ６組教室 実施場所 ３－１教室 ３－２教室 ３－３教室 ３－４教室 第１音楽室 ６組教室

教室は校舎２Ｆ

7/12(水）国分寺中学校　学校開放　実施授業一覧（１～４校時）

※ＰＣ室は２階，理科室は３階，音楽室・美術室は４階にあります。
※出張、その他の都合で授業が変更になる場合があります。

横山真樹・久保美紀

保健体育

プール

川井信一・横山真樹・久保美紀

保健体育

プール

教室は校舎１F 教室は校舎２Ｆ

教室は校舎１F 教室は校舎２Ｆ

教室は校舎１F 教室は校舎２Ｆ

教室は校舎１F

教室は校舎３F

【4校時】 公開授業④　11：20～12：05
教室は校舎４F

教室は校舎３F

【3校時】 公開授業③　10：25～11：10
教室は校舎４F

【１校時】 公開授業①　8：30～9：15

教室は校舎３F

【２校時】 公開授業②　9：25～10：10

教室は校舎４F

教室は校舎３F

教室は校舎４F


