
【研究授業予定】平成２８年度　佐南オープンデー　学びシェアプログラムについて

 

下記の日程で、佐南オープンデー（前期公開授業旬間）を 

 

実施いたします。 

  

期 間 平成２８年６月９日（木）～６月２２日（水） 

 

時間割（全学年）を掲載いたしておりますが、ご都合のよ 

 

い時間に来校いただき、学校や生徒の様子、興味・関心をお 

 

持ちの授業をご覧ください。 ただし、研究授業等の都合 

 

により時間割が変更される場合があります。変更について 

 

は、当日、受付（玄関）に掲示いたしますので、ご確認くだ 

 

さい。 

 

      

 

 

期 日 時限 年・組 
教 科 
科 目 

授業者 場 所 内  容 

 9日(木) ５校時 ３－１ 数学Ⅱ 山田 宗光 ３－１教室 微分・積分の演習 

 10日(金） ６校時 １－３ 数学Ⅰ 木佐貫 翼 １－３教室 ２次関数 

14日(火) ６校時 １－１・３ 音楽 平瀬 裕明 和敬館 合唱(あら野のはしに) 

16日(木) ５校時 ２－４ 数学Ｂ 東 彦一郎 ２－４教室 平面ベクトル 

17日(金) ７校時 １－５ 生物基礎 石橋 誠一郎 第２生物実験室 遺伝子とそのはたらき 

20日(月) ５校時 ３－４ 英語 井上 基子 ３－４教室 
Lesson 10  
Water Crisis 

20日(月) ６校時 ２－４ 現代文 貞方 隆宏 ２－４教室 山月記 

21日(火) ２校時 １－１・２ 体育 野口 彩佳 体育館 器械運動（マット） 

21日(火) ４校時 １－５・６ 体育 坂本 徹 体育館 器械運動（マット） 

21日(火) ３校時 １－６ 物理基礎 冨永 美紀 第一物理室 力のつりあい 

22日(水) ３校時 ３－１２３ 世界史Ｂ 山西 善雄 第２社会科教室 
近世ヨーロッパ世界の
形成（宗教改革） 



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3年1組 現文 世日地 体育 数学 古典 生基 ＣＥ 古典 ＣＥ 倫理 現文 数学 ＥＥＴ 世日地 数学 数学 世日地 ＥＥ ＣＥ 化基 ＬＨＲ

3年2組 ＣＥ 世日地 数Ⅱ 倫理 ＥＥ 数Ｂ 古典 ＣＥ 数Ｂ 体育 現文 倫理 化基 世日地 ＣＥ 古典 世日地 生基 現文 数Ⅱ ＬＨＲ

3年3組 化基 世日地 現文 体育 古典 数Ｂ ＣＥ 古典 数Ｂ ＣＥ 倫理 現文 生基 世日地 化基 ＣＥ 世日地 数Ⅱ 体育 古典 ＬＨＲ

3年4組 数学 数学 ＣＥ 体育 化学 古典 物／生 物／生 古典 化学 数学 現文 世日地 ＥＥ ＣＥ 化学 物／生 現文 体育 数学 ＬＨＲ

3年5組 化学 古典 体育 世日地 数学 ＣＥ 物／生 物／生 ＥＥＴ ＣＥ 現文 化学 数学 数学 化学 古典 物／生 世日地 数学 ＣＥ ＬＨＲ

3年6組 古典 ＣＥ ＥＥＴ 世日地 数学 物理 化学 古典 物理 体育 化学 ＣＥ 数学 数学 物理 ＣＥ 現文 世日地 数学 古典 ＬＨＲ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

3年1組 ＣＥ 古典 生基 倫理 数学 体育 総学 世日地 化基 ＣＥ 数学 現文 古典 倫理

3年2組 倫理 ＣＥ 化基 数Ⅱ 体育 古典 総学 世日地 現文 古典 ＥＥＴ 数Ｂ 生基 ＣＥ

3年3組 古典 数Ⅱ 倫理 生基 ＥＥＴ ＣＥ 総学 世日地 現文 ＥＥ 倫理 数Ｂ 数Ⅱ ＣＥ

3年4組 世日地 ＥＥＴ ＣＥ 数学 物／生 現文 総学 ＣＥ 世日地 古典 物／生 化学 数学 数学

3年5組 数学 化学 ＥＥ 現文 物／生 体育 総学 数学 数学 ＣＥ 物／生 現文 世日地 古典

3年6組 数学 化学 物理 現文 体育 ＥＥ 総学 数学 数学 物理 ＣＥ 化学 世日地 現文

５校時 １２：５５～１３：４０

６校時 １３：５０～１４：３５

７校時 １４：５５～１５：４０

本校の短縮日課（予定）

１校時 　８：４０～　９：２５

２校時 　９：３５～１０：２０

３校時 １０：３０～１１：１５

４校時 １１：２５～１２：１０

平成２８年度　佐世保南高校３学年時間割(通常時間割)

月      水      火      
      

      
木      金      本校の平常日課（予定）

７校時 １５：２５～１６：１５

１校時 　８：４０～　９：３０

２校時 　９：４０～１０：３０

３校時 １０：４０～１１：３０

４校時 １１：４０～１２：３０

５校時 １３：１５～１４：０５

６校時 １４：１５～１５：０５



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2年1組 ＣＥ 化基 数Ⅱ 現文 世日地 政経 情報 世日地 ※ＣＥ ＥＥ 現文 数Ｂ 体育Ａ 数Ⅱ 保健 数Ⅱ 政経 古典 化基 ＣＥ ＬＨＲ

2年2組 保健 ＣＥ 化基 数Ⅱ 世日地 数Ｂ 現文 世日地 数Ⅱ ＥＥ 現文 古典 体育Ａ ＣＥ ＥＥ 政経 数Ⅱ 情報 古典 ※ＣＥ ＬＨＲ

2年3組 古典 情報 ＊ＣＥ 数Ⅱ 世日地 数Ｂ ＣＥ 世日地 数Ⅱ ＣＥＴ ＥＥ 化基 現文 政経 ※ＣＥ 体育Ａ 数Ⅱ 現文 古典 情報 ＬＨＲ

2年4組 ＥＥ 化学 数Ｂ 情報 数Ⅱ ＣＥＴ 古典 現社 現文 世日地 化学 数Ⅱ ＣＥ 物生 情報 体育Ａ 古典 ＣＥ 数Ⅱ 化学 ＬＨＲ

2年5組 現社 体育Ａ ＥＥ 古典 数Ⅱ 情報 化学 化学 現文 世日地 ＣＥ ＥＥ 数Ｂ 物生 数Ⅱ 古典 体育Ａ ＣＥＴ 化学 現社 ＬＨＲ

2年6組 物理 体育Ａ 古典 化学 数Ⅱ ＣＥ 現社 化学 ＣＥ 世日地 情報 ＥＥ 現文 数Ｂ 数Ⅱ 化学 体育Ａ 現社 ＣＥＴ 古典 ＬＨＲ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

2年1組 数Ⅱ 世日地 古典 体育Ｂ ※ＣＥ ＣＥ 総学 現文 体育Ａ ＣＥＴ 数Ｂ 情報 古典 ＥＥ

2年2組 化基 世日地 ＣＥＴ 体育Ｂ 古典 数Ｂ 総学 ※ＣＥ 体育Ａ 数Ⅱ ＣＥ 現文 政経 情報

2年3組 古典 世日地 体育Ｂ 保健 ＣＥ 数Ｂ 総学 体育Ａ 政経 数Ⅱ 化基 ＣＥ 現文 ＥＥ

2年4組 保健 ＥＥ 体育Ｂ 物生 数Ｂ 現文 総学 体育Ａ 古典 世日地 化学 ＣＥ 数Ⅱ 現社

2年5組 ＣＥ 体育Ｂ 保健 物生 数Ⅱ 現文 総学 情報 数Ⅱ 世日地 ＣＥ 数Ｂ 化学 古典

2年6組 保健 体育Ｂ 情報 現文 数Ⅱ ＣＥ 総学 化学 数Ⅱ 世日地 物理 古典 ＥＥ 数Ｂ

３校時 １０：３０～１１：１５

４校時 １１：２５～１２：１０

５校時 １２：５５～１３：４０

６校時 １３：５０～１４：３５

７校時 １４：５５～１５：４０

本校の短縮日課（予定）

１校時 　８：４０～　９：２５

２校時 　９：３５～１０：２０

平成２８年度　佐世保南高校２学年時間割（通常時間割）

２校時 　９：４０～１０：３０

３校時 １０：４０～１１：３０

４校時 １１：４０～１２：３０

５校時 １３：１５～１４：０５

６校時 １４：１５～１５：０５

７校時 １５：２５～１６：１５

      

月      火      水      

      

木      金      本校の平常日課（予定）

１校時 　８：４０～　９：３０



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1年1組 数Ⅰ 国総 保健 物基 体育 ＥＥ 世日地 ＣＥ 体育 生基 国総 現社 芸術 数Ⅰ 生基 ＣＥ 国総 数Ａ 数Ⅰ 物基 ＬＨＲ

1年2組 数Ⅰ 国総 現社 保健 体育 ＥＥ 世日地 ＣＥ 体育 国総 ＥＥＴ 芸術 物基 数Ⅰ 国総 ＣＥ 生基 数Ａ 数Ⅰ 現社 ＬＨＲ

1年3組 生基 ＣＥ 現社 家庭 数Ⅰ 体育 国総 保健 国総 数Ａ 家庭 ＥＥ 芸術 物基 数Ⅰ 国総 ＥＥ 体育 生基 日本史 ＬＨＲ

1年4組 国総 ＥＥＴ 生基 物基 数Ⅰ 体育 ＣＥ 国総 保健 数Ａ 現社 芸術 世界史 ＥＥ 数Ⅰ 物基 家庭 体育 国総 ＣＥ ＬＨＲ

1年5組 ＥＥ 家庭 国総 数Ⅰ 現社 数Ａ 物基 数Ⅰ ＥＥ 生基 体育 家庭 国総 芸術 世界史 ＥＥＴ 数Ⅰ 国総 ＣＥ 体育 ＬＨＲ

1年6組 ＣＥ 生基 国総 数Ⅰ ＥＥＴ 数Ａ 音楽 数Ⅰ 家庭 物基 体育 国総 現社 ＥＥ ＥＥ 国総 数Ⅰ 世界史 家庭 体育 ＬＨＲ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1年1組 国総 数Ⅰ 世日地 ＥＥ 芸術 家庭 総学 ＥＥＴ 国総 数Ａ 現社 家庭 体育 ＣＥ

1年2組 家庭 数Ⅰ 世日地 国総 ＣＥ 芸術 総学 物基 生基 数Ａ 家庭 国総 体育 ＥＥ

1年3組 数Ⅰ ＣＥ 物基 数Ａ 芸術 国総 総学 国総 現社 ＣＥ 体育 ＥＥＴ 日本史 数Ⅰ

1年4組 数Ⅰ 国総 ＣＥ 数Ａ 家庭 芸術 総学 生基 世界史 ＥＥ 体育 現社 国総 数Ⅰ

1年5組 ＣＥ 保健 国総 芸術 現社 数Ａ 総学 物基 数Ⅰ 体育 ＣＥ 国総 世界史 生基

1年6組 ＣＥ 生基 保健 現社 国総 数Ａ 総学 ＣＥ 数Ⅰ 体育 世界史 音楽 物基 国総 ７校時 １４：５５～１５：４０

１校時 　８：４０～　９：２５

２校時 　９：３５～１０：２０

３校時 １０：３０～１１：１５

４校時 １１：２５～１２：１０

５校時 １２：５５～１３：４０

６校時 １３：５０～１４：３５

本校の短縮日課（予定）

３校時 １０：４０～１１：３０

４校時 １１：４０～１２：３０

５校時 １３：１５～１４：０５

６校時 １４：１５～１５：０５

７校時 １５：２５～１６：１５

      
木      金      本校の平常日課（予定）

１校時 　８：４０～　９：３０

２校時 　９：４０～１０：３０

月      火      水      

平成２８年度　佐世保南高校１学年時間割（通常時間割）


