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保護者様 

平成２９年１０月１日 

杉並区立泉南中学校  

校長 風 見  章  

 

 

学校公開・ICT 公開授業のお知らせ 

 

 

清秋の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より本校の教

育活動に対して、温かいご理解とご協力をいただき心より感謝申し上げます。 

 さて、２学期の学校公開週間を下記の日程で実施いたします。また、ICT 公開授業も

下記の要領で行いますので、ぜひ、ご来校いただき、授業のようす、お子様の学校での

ようす、また、ICT の授業をご覧いただいて、ご意見等いただきたいと思います。 

ご多用の折とは存じますが、ご参観いただきますようご案内申し上げます。 

 

 

１ 学校公開週間  平成２９年１０月１０日（火）～１０月２１日（土） 

 

２ 公開の時間   午前８時４５分～午後３時１５分 

 

３ 時間割     裏面を参照 

 

４ ICT 公開授業  平成２９年１０月２０日（金）５校時 １３：２５～１４：１５ 

1-A 1-B 1-C 2-A 2-B‣2-C 3-A 3-B‣3-C 

国語 音楽 理科 理科 数学(少人数) 国語 体育 

金子 影山 十河 吉本 

安井 

中道 

久保 

前野 
若松（男子） 

河野（女子） 

 

５ お願い 

  ・ご来校の際は、名札を忘れずにお持ちください。 

  ・昇降口で、受付名簿に記入をしてください。 

  ・徒歩か自転車でお越しください。駐輪は所定の駐輪スペースをご利用ください。 

  ・スリッパ等をご用意ください。 

 

 

 



６ 公開授業中の時間割(変更がある場合は、当日お知らせいたします。) 

  1-A 1-B 1-C 2-A 2-B 2-C 3-A 3-B 3-C 

月

曜

日 

１ 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 道徳 

２ 社会 英語 体育 国語 美術 理科 数学 理科 数学 

３ 体育 体育 美術 理科 国語 社会 社会 数学 理科 

４ 音楽 国語 美術 社会 理科 国語 英語 英語 社会 

５ 数学 理科 国語 体育 社会 体育 国語 社会 英語 

６ 総合 総合 総合 総合 総合 総合 総合 総合 総合 

火

曜

日 

１ 美術 数学 数学 国語 理科 社会 技術 理科 音楽 

２ 音楽 美術 体育 理科 国語 英語 社会 技術 家庭 

３ 数学 美術 技術 社会 家庭 理科 英語 英語 社会 

４ 体育 体育 技術 美術 家庭 国語 数学 国語 数学 

５ 国語 社会 理科 英語 英語 音楽 体育 数学 国語 

６ 英語 理科 英語 数学 社会 社会 国語 体育 体育 

水

曜

日 

１ 数学 国語 社会 国語 理科 英語 理科 社会 英語 

２ 理科 英語 国語 体育 国語 体育 音楽 数学 社会 

３ 英語 理科 英語 数学 体育 国語 社会 音楽 国語 

４ 社会 数学 数学 英語 英語 理科 体育 国語 理科 

５ 国語 音楽 理科 理科 数学 数学 国語 体育 体育 

木 

曜

日 

１ 技術 数学 数学 家庭 体育 美術 英語 英語 理科 

２ 技術 国語 社会 家庭 数学 数学 体育 美術 英語 

３ 英語 技術 英語 理科 社会 家庭 理科 理科 美術 

４ 数学 技術 国語 英語 英語 家庭 美術 体育 体育 

５ 理科 英語 音楽 国語 理科 英語 数学 社会 数学 

６ 国語 社会 理科 総合 総合 総合 総合 総合 総合 

金

曜

日 

１ 英語 社会 英語 体育 国語 体育 数学 理科 数学 

２ 体育 体育 国語 英語 英語 理科 理科 数学 社会 

３ 社会 英語 体育 数学 音楽 英語 社会 国語 理科 

４ 理科 国語 社会 社会 数学 数学 英語 英語 国語 

５ 国語 数学 数学 音楽 体育 国語 理科 社会 英語 

６ 学活 学活 学活 学活 学活 学活 学活 学活 学活 
 


