
平成２９年度「長崎っ子の心を見つめる教育週間」 

地域の皆様に学校を開放し授業を公開いたします 

 

１．期  間  平成２９年６月１９日（月）～２３日（金） ５日間 

 

２．時  間  ２校時から４校時 

 

３．内  容  校内で実施されている授業や実習を自由にご覧ください。 

 

４．お 願 い 

 （１）正面玄関の事務室前で受付を済ませてください。 

 （２）校内では，受付で渡された名札を着用してください。 

（３）時間割や校内図は，受付でお渡しします。 

 （４）授業が実施されていない場所への立ち入りはご遠慮ください。 

 

是非，お気軽にお立ち寄りください。 

 

 

 

 

 



平成２９年度　学校開放期間中の時間割

6/19（月） 6/20（火） 6/21（水）
２校時 ３校時 ４校時 ２校時 ３校時 ４校時 ２校時 ３校時 ４校時

9:50－10:35 10:45－11:30 11:40-12:25 9:50－10:35 10:45－11:30 11:40-12:25 9:40－10:25 10:35－11:20 11:30-12:15
世界史 国語総合 数学Ⅰ ﾌｧｯｼｮﾝ造形 国語総合 英語Ⅰ 国語総合 世界史 体　育
教　室 教　室 教　室 被服室 教　室 教　室 教　室 教　室 グラウンド
数学Ⅰ 体　育 ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 簿　記 芸術（選） 芸術（選） 世界史 科学と人間 簿　記
教　室 グラウンド 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室

ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 体　育 国語総合 数学Ⅰ 英語Ⅰ 簿　記 簿　記 英語Ⅰ 数学Ⅰ
教　室 グラウンド 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室
現代文 生　物 数学Ａ 音　楽 生　物 生活産業情報 体　育 英語Ⅱ 現代社会
教　室 教　室 教　室 音楽室 教　室 4FPC グラウンド 教　室 教　室
数学Ａ 選択Ａ 英語Ⅱ 選択Ａ 体　育 ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報管理 家庭基礎 財務会計 英語Ⅱ
教　室 教　室 グラウンド 2FPC 教　室 教　室 教　室
財務会計 選択Ａ 数学Ａ 選択Ａ 体　育 財務会計 財務会計 原価計算 家庭基礎
教　室 教　室 グラウンド 教　室 教　室 教　室 教　室
現代社会 数学Ⅱ 課題研究 現代社会 選択Ⅱ 選択Ⅱ 選択Ａ 選択Ｂ 選択Ｂ
教　室 教　室 各教室 教　室
選択Ｄ 現代文 英語Ⅱ 体　育 数学Ⅱ 英語Ⅱ 電子商取引 ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報管理 現代社会

教　室 教　室 グラウンド 教　室 教　室 4FPC 4FPC 教　室
選択Ｄ 現代社会 広告と販売促進 体　育 現代文 現代社会 英語会話 現代文 広告と販売促進

教　室 4FPC グラウンド 教　室 教　室 教　室 教　室 4FPC

6/22（木） 6/23（金）
２校時 ３校時 ４校時 ２校時 ３校時 ４校時

9:50－10:35 10:45－11:30 11:40-12:25 9:50－10:35 10:45－11:30 11:40-12:25
生活産業情報 フードデザイン フードデザイン ﾌｧｯｼｮﾝ造形 体　育 家庭基礎

2FPC 調理室 調理室 被服室 グラウンド 教　室
ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎 体　育 簿　記 情報処理 簿　記 国語総合
教　室 グラウンド 教　室 2FPC 教　室 教　室
国語総合 体　育 英語Ⅰ 情報処理 科学と人間 数学Ⅰ
教　室 グラウンド 教　室 4FPC 教　室 教　室
選択Ⅲ 音　楽 数学Ａ 現代社会 選択Ⅱ 選択Ⅱ

音楽室 教　室 教　室
原価計算 数学Ａ 生　物 保　健 ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報管理 英語Ⅱ
教　室 教　室 教　室 教　室 2FPC 教　室
原価計算 生　物 数学Ａ 現代文 英語Ⅱ 現代社会
教　室 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室
体　育 英語Ⅱ 数学Ⅱ 数学Ⅱ 英語会話 現代文

グラウンド 教　室 教　室 教　室 教　室 教　室
数学Ⅱ 選択Ｃ 選択Ｃ 英語Ⅱ 数学Ⅱ 課題研究
教　室 教　室 教　室
家庭基礎 選択Ｃ 選択Ｃ 総合実践 英語Ⅱ 課題研究
教　室 3FPC 教　室
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【留意事項】

・水曜日は７校時日課のため，１０分早い日程
　になりますので，ご注意ください。

・時間割変更がある場合がありますので，ご了
　承ください。

・実施場所についても，変更になる場合があり
　ます。

・選択科目の科目名と実施場所については，裏
　面をご覧ください。
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Ｈ２９年度　選択科目部屋割

１年＜選択芸術＞ ２年１組（2単位）＜家庭選択Ⅰ＞ ３年１組（２単位）＜家庭選択Ⅰ＞ ３年２，３組（２単位）＜選択Ｃ＞

科目名 ｸﾗｽ 部屋 科目名 ｸﾗｽ 部屋 科目名 ｸﾗｽ 部屋 科目名 ｸﾗｽ 部屋

音楽Ⅰ 2,3 音楽室 子どもの発達と保育 1 保育・福祉総合実習室 子どもの発達と保育 1 保育・福祉総合実習室 国語表現 2,3 多目的室１

美術Ⅰ 2,3 美術室 生活と福祉 1 保育・福祉総合実習室 生活と福祉 1 保育・福祉総合実習室 化学基礎 2 多目的室２

書道Ⅰ 2,3 書道室 中国語 2 ３－２

２年１組（4単位）＜家庭選択Ⅱ＞ ３年１組（４単位）＜家庭選択Ⅱ＞ ビジネス実務 2 ２ＦＰＣ室

３年＜課題研究＞ 科目名 ｸﾗｽ 部屋 科目名 ｸﾗｽ 部屋 ビジネス実務 3 ３ＦＰＣ室

講座名 ｸﾗｽ 部屋 ファッション造形 1 ４F被服室 ファッション造形 1 ４Ｆ被服室 商品開発 3 ４Ｆ奥ＰＣ室

検定取得 2,3 簿記室 フードデザイン 1 調理室 フードデザイン 1 調理室

郷土芸能 2,3 体育館 ３年２，３組（３単位）＜選択Ｄ＞

地元企業ＰＲ 2,3 ４Ｆ奥ＰＣ室 ２年１組（2単位）＜家庭選択Ⅲ＞ ３年１組（２単位）＜選択Ａ＞ 科目名 ｸﾗｽ 部屋

ビジネススキル 2,3 多目的室１ 科目名 ｸﾗｽ 部屋 科目名 ｸﾗｽ 部屋 英語表現Ⅱ 2,3 ３－３

英語表現Ⅰ 1 ２－１ 国語表現 1 多目的室１ 数学Ｂ 2 ３－２

子ども文化 1 音楽室 化学基礎 1 ３－１ 情報処理 2 ４奥ＰＣ室

ビジネス実務 1 ４Ｆ奥ＰＣ室 子ども文化 1 音楽室 プログラミング 2 ２ＦＰＣ室

ビジネス実務 1 ２ＦＰＣ室 ビジネス情報 3 ３ＦＰＣ室

２年２，３組（３単位）＜選択Ａ＞ 応用簿記 3 簿記室

科目名 ｸﾗｽ 部屋 ３年１組（３単位）＜選択Ｂ＞

英語表現Ⅰ 2,3 ２－２ 科目名 ｸﾗｽ 部屋

ビジネス実務 2 ３ＦＰＣ室 数学Ｂ 1 ３－１

情報処理 2 ２ＦＰＣ室 英語表現Ⅱ 1 多目的室１

情報処理 3 ４Ｆ奥ＰＣ室 生活産業情報 1 ３ＦＰＣ室

応用簿記 3 簿記室 フードデザイン 1 調理室

２年３組（２単位）＜選択Ｂ＞

科目名 ｸﾗｽ 部屋

ビジネス実務 3 ３ＦＰＣ室

マーケティング 3 ２－３
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