
教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

1 国語（現代文Ｂ） ２年 月 11:50～12:40 クラス固定 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2067
（FAX) 0978-62-2122

2 国語（古典Ｂ） ２年 水 15:25～16:15 クラス固定 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2067
（FAX) 0978-62-2122

3 国語（現代文Ｂ） ３年
（国公立難関ｺｰｽ） 月 14:25～15:15 クラス固定 山田　ゆう子 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人

（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

4 国語（古典Ｂ） ３年
（国公立・私立ｺｰｽ） 金 10:40～11:30 クラス固定 山田　ゆう子 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人

（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

5 国語（現代文Ｂ）
３年

（国公立文系） 木 10:35～11:20 クラス固定 佐藤　秀信 大分鶴崎高等学校 教頭 鹿島　正隆
（TEL) 097-527-2166
（FAX) 097-521-5443

6 国語（古典Ｂ）
３年

（私立文系） 木 15:10～15:55 選択 佐藤　秀信 大分鶴崎高等学校 教頭 鹿島　正隆
（TEL) 097-527-2166
（FAX) 097-521-5443

7 国語（国語総合・古典）
１年

（応用） 月  9:30～10:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

8 国語（国語総合・古典）
１年

（標準） 月 14:05～14:55 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

9 国語（国語総合・現代文）
１年

（標準） 月 15:05～15:55 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

10 国語（国語総合・古典）
１年

（応用） 火 11:30～12:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

11 国語（国語総合・現代文）
１年

（標準） 水 10:30～11:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

12 国語（国語総合・現代文）
１年

（応用） 木 10:30～11:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

13 国語（現代文Ｂ）
３年

（理系） 水 13:45～14:35 小野　裕史 中津南高等学校 教頭 小原井　一成
（TEL) 0979-22-0224
（FAX) 0979-23-4678

14 国語（古典Ｂ）
３年

（理系） 金  9:55～10:45 小野　裕史 中津南高等学校 教頭 小原井　一成
（TEL) 0979-22-0224
（FAX) 0979-23-4678

15 地理歴史（世界史Ｂ） ２年
（国立進学文系） 月 14:25～15:15 選択 古宮　太造 高田高等学校 教頭 長岡　幸次郎

（TEL) 0978-22-3145
（FAX) 0978-24-0956

16 地理歴史（世界史Ｂ） ２年
（国立進学文系） 水 14:05～14:55 選択 古宮　太造 高田高等学校 教頭 長岡　幸次郎

（TEL) 0978-22-3145
（FAX) 0978-24-0956

17 地理歴史（地理Ｂ）
２年

（理系） 水 10:10～11:00 クラス固定 宇佐美　悦子 大分雄城台高等学校 教頭 佐藤　秀信
（TEL) 097-541-0123
（FAX) 097-541-3654

18 地理歴史（地理Ｂ）
２年

（理系） 木 12:45～13:35 クラス固定 宇佐美　悦子 大分雄城台高等学校 教頭 佐藤　秀信
（TEL) 097-541-0123
（FAX) 097-541-3654

19 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 月  8:40～ 9:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

20 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 火  9:40～10:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

21 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 水  9:40～10:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

22 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 木  9:40～10:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

23 数学（数学Ⅱ）
２年

（理系） 月  9:35～10:25 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

24 数学（数学Ⅱ）
２年

（理系） 木  8:35～ 9:25 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

25 数学（数学Ⅱ）
２年

（理系） 月  8:35～ 9:25 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

公　　開　　す　　る　　授　　業
NO

指導教諭氏名等 問合せ先

大分県教育庁高校教育課平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧
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26 数学（数学Ｂ）
２年

（文系） 水 13:10～14:00 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

27 数学（数学Ⅲ）
３年

（理系） 水 14:15～15:05 習熟度別 山田　誠司 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

28 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 木 10:40～11:30 習熟度別 山田　誠司 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

29 数学（数学ⅡＢ）
３年

（文系） 月 11:40～12:30 習熟度別 上杉　俊尚 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

30 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系応用） 火 10:50～11:40 クラス固定 菅　淳司 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

31 数学（数学Ⅲ）
３年

（理数科） 月 10:50～11:40 習熟度別 菅　淳司 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

32 数学（数学Ⅱ）
３年

（理系） 月 14:05～14:55 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

33 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 月 15:05～15:55 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

34 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 火 11:30～12:20 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

35 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 水 14:05～14:55 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

36 数学（数学Ⅱ）
３年

（理系） 木 11:30～12:20 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

37 数学（数学Ⅱ）
３年

（理系） 金  9:30～10:20 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

38 数学（数学Ｂ）
２年

（SS理系） 月 13:20～14:10 習熟度別 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

39 数学（数学Ⅲ）
３年

（理系） 火 14:20～15:10 習熟度別 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

40 数学（数学Ｂ）
３年

（文系） 月 11:40～12:30 クラス固定 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

41 数学（数学Ⅱ）
２年

（国立理系） 月 10:30～11:20 習熟度別標準 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

42 数学（数学Ｂ）
２年

（国立理系） 木 13:05～13:55 習熟度別応用 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

43 数学（数学Ⅱ）
２年

（国立文系） 金 13:05～13:55 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

44 理科（物理）
３年

（理系） 月 14:25～15:15 クラス固定 梶谷　秀継 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

45 理科（物理）
３年

（理系） 火 14:25～15:15 クラス固定 梶谷　秀継 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

46 理科（物理）
２年

（理系） 月 10:35～11:25 選択 谷口　篤志 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

47 理科（物理）
２年

（理系） 木 10:35～11:25 選択 谷口　篤志 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

48 理科（化学）
３年

（理系） 木  9:50～10:40 クラス固定 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

49 理科（化学）
３年

（理系） 金 13:40～14:30 クラス固定 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

50 理科（化学）
３年

（理数科） 火 11:50～12:40 クラス固定 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293
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51 理科（応用生物）
２年

（文系） 月 13:20～15:10 選択 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

52 理科（生物基礎） １年 火  9:40～10:30 クラス固定 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

53 理科（生物基礎） １年 木  9:40～10:30 クラス固定 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

54 理科（科学と人間生活）
３年

（３教科文系） 木 11:40～12:30 クラス固定 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

55 保健体育（保健） １年 月 14:10～15:00 クラス固定 安部　新悟 大分商業高等学校 教頭
今石　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

56 保健体育（体育） １年 水 13:10～14:00 吉田　賢一 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

57 保健体育（保健） ２年 木  8:35～ 9:25 吉田　賢一 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

58 芸術（日本美術史）
３年

（美術科） 月 10:40～11:30 クラス固定 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

59 芸術（西洋美術史）
２年

（美術科） 火 13:15～14:05 クラス固定 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

60 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（文系） 火 10:55～11:45 クラス固定 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

61 英語（英語表現Ⅱ）
３年

（文理混合） 金 11:55～12:45 クラス固定 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

62 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（理系） 月 15:10～16:00 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

63 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（理系） 木 10:35～11:25 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

64 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（文系） 木  8:35～ 9:25 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

65 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（理系国公立ｺｰｽ） 火 10:35～11:25 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

66 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（理系国公立ｺｰｽ） 金  9:35～10:25 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

67 英語（英語表現Ⅱ） ３年
（文系国公立ｺｰｽ） 火 11:35～12:25 習熟度 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司

（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

68 英語（英語表現Ⅱ） ３年
（文系国公立ｺｰｽ） 水 10:35～11:25 習熟度 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司

（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

69 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（文理クラス） 火 14:05～14:55 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

70 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（文理クラス） 木  8:30～ 9:20 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

71 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（総合進学クラス） 火 11:30～12:20 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

72 英語（英語表現Ⅱ）
２年

（文理クラス） 木  9:30～10:20 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

73 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（普通科） 木 14:10～15:00 クラス固定 佐々木　寿恵 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

74 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
３年

（地域産業科） 金  8:35～ 9:25 クラス固定 佐々木　寿恵 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

75 英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
１年

（標準） 水 10:40～11:30 習熟度別 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

公　　開　　す　　る　　授　　業
NO

指導教諭氏名等 問合せ先

大分県教育庁高校教育課平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧

76 英語（英語表現Ⅰ）
１年

（標準） 木 11:40～12:30 習熟度別 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264

77 家庭（フードデザイン） ３年（総合学科
生活創造系列） 月 10:40～11:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八

（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

78 家庭（フードデザイン） ３年（総合学科
生活創造系列） 水  9:40～12:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八

（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

79 家庭（生活産業基礎） ２年（総合学科
生活創造系列） 火 13:15～15:05 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八

（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

80 家庭（家庭総合）
１年

（総合学科） 火 10:40～11:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

81 家庭（家庭総合）
１年

（総合学科） 火 15:15～16:05 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

82 家庭（家庭総合）
１年

（総合学科） 木  8:40～ 9:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

83 家庭（家庭基礎）
１年

（総合学科） 金 10:45～12:35 ２クラス３分割 小野　由紀子 日田三隈高等学校 教頭 山田　彰
（TEL) 0973-23-3130
（FAX) 0973-23-3131

84 農業（課題研究　草花） ３年 水 13:05～14:55 類型選択 栗木　眞一 三重総合高等学校久住校 副校長 小俣　秀之
（TEL) 0974-77-2200
（FAX) 0974-77-2272

85 農業（課題研究） ３年
（地域産業科） 月 13:10～16:00 類型選択 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久

（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

86 農業（野菜） ３年
（地域産業科） 月  8:35～10:25 類型選択 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久

（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

87 農業（野菜） ２年
（地域産業科） 火  9:35～10:25 類型選択 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久

（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

88 工業（土木基礎力学） ２年 金  9:50～10:40 クラス固定 足立　正和 大分工業高等学校 教頭 日永　達也
（TEL) 097-568-7322
（FAX) 097-568-7319

89 工業（建築計画）
２年

（建築科） 木 11:45～12:35 クラス固定 佐藤　安典 鶴崎工業高等学校 教頭 稗田　芳樹
（TEL) 097-527-5261
（FAX) 097-527-5236

90 工業（建築法規）
３年

（建築科） 木 10:45～11:35 クラス固定 佐藤　安典 鶴崎工業高等学校 教頭 稗田　芳樹
（TEL) 097-527-5261
（FAX) 097-527-5236

91 商業（財務会計Ⅱ）
３年

（商業科） 月  9:35～10:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

92 商業（財務会計Ⅱ）
３年

（商業科） 火 13:10～14:00 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

93 商業（財務会計Ⅱ）
３年

（商業科） 金  9:35～10:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

94 商業（管理会計）
３年

（商業科） 火 10:35～11:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

95 商業（管理会計）
３年

（商業科） 水  9:35～10:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

96 商業（ソフト開発）
３年

（情報管理科） 金 14:25～15:15 選択 佐藤　正男 情報科学高等学校 教頭 藤本　幸二
（TEL) 097-553-1212
（FAX) 097-553-1214

97 商業（広告と販売促進） ３年
（総合ビジネス科） 水 10:45～11:35 クラス固定 森　浩三 津久見高等学校 教頭 石井　利治

（TEL) 0972-82-4126
（FAX) 0972-82-4128

98 商業（商品開発） ２年
（総合ビジネス科） 木  8:45～ 9:35 総合選択 森　浩三 津久見高等学校 教頭 石井　利治

（TEL) 0972-82-4126
（FAX) 0972-82-4128



教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

1 国語 午後 県下全域 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2037
（FAX) 0978-62-2122

2 国語 午後 県下全域 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2037
（FAX) 0978-62-2122

3 国語 午後 県下全域 山田　ゆう子 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

4 国語  8:30～17:00 県下全域 佐藤　秀信 大分鶴崎高等学校 教頭 鹿島　正隆
（TEL) 097-527-2166
（FAX) 097-521-5443

5 国語 13:00～16:30 県下全域 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

6 国語 13:00～16:30 県下全域 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

7 国語 13:00～17:00 県下全域 小野　裕史 中津南高等学校 教頭 小原井　一成
（TEL) 0979-22-0224
（FAX) 0979-23-4678

8 地理歴史（世界史） 13:00～16:30 県下全域 古宮　太造 高田高等学校 教頭 長岡　幸次郎
（TEL) 0978-22-3145
（FAX) 0978-24-0956

9 地理歴史（地理）  9:30～15:30 県下全域 宇佐美　悦子 大分雄城台高等学校 教頭 佐藤　秀信
（TEL) 097-541-0123
（FAX) 097-541-3654

10 地理歴史（日本史） 14:30～15:30 県下全域 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博
（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

11 地理歴史（日本史）  9:30～15:30 県下全域 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博
（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

12 数学 10:30～16:00 県下全域 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

13 数学  8:25～12:15 県下全域 山田　誠司 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

14 数学 13:15～15:30 大分市内 上杉　俊尚 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

15 数学 11:30～16:30 県下全域 菅　淳司 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

16 数学 13:00～16:30 県下全域 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

17 数学 13:00～16:30 県下全域 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

18 数学 13:30～16:30 県下全域 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

19 数学 13:30～16:30 県下全域 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

20 数学 13:30～16:00 県下全域 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

21 数学  9:30～12:00 県下全域 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

22 理科（物理） 14:00～16:30 県下全域 梶谷　秀継 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

23 理科（物理）  9:30～15:00 県下全域 谷口　篤志 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

24 理科（化学）  9:30～14:00 車で１時間以内の地区 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

25 理科（生物）  9:30～15:00 県下全域 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167
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水
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水

水
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火

木

水

金

金

金
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金

木

金

金
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木

金

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

曜日
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教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

曜日

26 理科（生物）  9:30～15:00 県下全域 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

27 芸術（美術）  9:30～15:30 県下全域 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

28 芸術（美術）  9:30～15:30 県下全域 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

29 英語 13:00～16:00 県下全域 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

30 英語  9:00～12:00 県下全域 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

31 英語 10:30～16:00 県下全域 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

32 英語  9:35～14:00 県下全域 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

33 英語  9:00～16:00 県下全域 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

34 英語 13:00～16:00 県下全域 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

35 英語 13:00～16:40 県下全域 佐々木　寿恵 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

36 英語 13:00～16:00 県下全域 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264

37 英語 13:00～16:00 県下全域 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264

38 保健体育  9:00～12:00 大分市 安部　新悟 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

39 保健体育 13:00～15:00 県下全域 吉田　賢一 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

40 家庭  9:30～15:00 県下全域 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

41 家庭 13:20～15:30 県下全域 小野　由紀子 日田三隈高等学校 教頭 山田　彰
（TEL) 0973-23-3130
（FAX) 0973-23-3131

42 農業 10:00～15:00 県下全域 栗木　眞一 三重総合高等学校久住校 副校長 小俣　秀之
（TEL) 0974-77-2200
（FAX) 0974-77-2272

43 農業  9:30～15:00 県下全域 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

44 農業  9:30～15:00 県下全域 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

45 工業（土木） 13:00～16:30 県下全域 足立　正和 大分工業高等学校 教頭 日永　達也
（TEL) 097-568-7322
（FAX) 097-568-7319

46 工業（土木） 13:00～16:30 県下全域 足立　正和 大分工業高等学校 教頭 日永　達也
（TEL) 097-568-7322
（FAX) 097-568-7319

47 工業（建築）  9:30～15:00 県下全域 佐藤　安典 鶴崎工業高等学校 教頭 稗田　芳樹
（TEL) 097-527-5261
（FAX) 097-527-5236

48 商業（会計分野） 13:00～16:30 県下全域 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

49 商業（会計分野） 13:00～16:30 県下全域 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

50 商業 13:00～15:00 県下全域 佐藤　正男 情報科学高等学校 教頭 藤本　幸二
（TEL) 097-553-1212
（FAX) 097-553-1214

金

水

金

火

水

金

月

月

木

金

月

金

火

金

金

金

火

金

木

水

金

火

金

水

木
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平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

曜日

51 商業  9:00～15:00 県下全域 森　浩三 津久見高等学校 教頭 石井　利治
（TEL) 0972-82-4126
（FAX) 0972-82-4128

金



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

1 国語（現代文Ｂ） ２年 月 11:50～12:40 クラス固定 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2067
（FAX) 0978-62-2122

2 国語（古典Ｂ） ２年 水 15:25～16:15 クラス固定 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2067
（FAX) 0978-62-2122

3 国語（現代文Ｂ） ３年
（国公立難関ｺｰｽ） 月 14:25～15:15 クラス固定 山田　ゆう子 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人

（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

4 国語（古典Ｂ） ３年
（国公立・私立ｺｰｽ） 金 10:40～11:30 クラス固定 山田　ゆう子 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人

（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

5 国語（現代文Ｂ）
３年

（国公立文系） 木 10:35～11:20 クラス固定 佐藤　秀信 大分鶴崎高等学校 教頭 鹿島　正隆
（TEL) 097-527-2166
（FAX) 097-521-5443

6 国語（古典Ｂ）
３年

（私立文系） 木 15:10～15:55 選択 佐藤　秀信 大分鶴崎高等学校 教頭 鹿島　正隆
（TEL) 097-527-2166
（FAX) 097-521-5443

7 国語（国語総合・古典）
１年

（応用） 月  9:30～10:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

8 国語（国語総合・古典）
１年

（標準） 月 14:05～14:55 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

9 国語（国語総合・現代文）
１年

（標準） 月 15:05～15:55 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

10 国語（国語総合・古典）
１年

（応用） 火 11:30～12:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

11 国語（国語総合・現代文）
１年

（標準） 水 10:30～11:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

12 国語（国語総合・現代文）
１年

（応用） 木 10:30～11:20 クラス固定 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

13 国語（現代文Ｂ）
３年

（理系） 水 13:45～14:35 小野　裕史 中津南高等学校 教頭 小原井　一成
（TEL) 0979-22-0224
（FAX) 0979-23-4678

14 国語（古典Ｂ）
３年

（理系） 金  9:55～10:45 小野　裕史 中津南高等学校 教頭 小原井　一成
（TEL) 0979-22-0224
（FAX) 0979-23-4678

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

1 国語 午後 県下全域 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2037
（FAX) 0978-62-2122

2 国語 午後 県下全域 池邉　良介 杵築高等学校 教頭 大鳥　秀峰
（TEL) 0978-62-2037
（FAX) 0978-62-2122

3 国語 午後 県下全域 山田　ゆう子 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

4 国語  8:30～17:00 県下全域 佐藤　秀信 大分鶴崎高等学校 教頭 鹿島　正隆
（TEL) 097-527-2166
（FAX) 097-521-5443

5 国語 13:00～16:30 県下全域 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

6 国語 13:00～16:30 県下全域 廣田　直樹 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

7 国語 13:00～17:00 県下全域 小野　裕史 中津南高等学校 教頭 小原井　一成
（TEL) 0979-22-0224
（FAX) 0979-23-4678

木

木

金

金

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

金

金

月～金(応相談)

曜日

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

15 地理歴史（世界史Ｂ） ２年
（国立進学文系） 月 14:25～15:15 選択 古宮　太造 高田高等学校 教頭 長岡　幸次郎

（TEL) 0978-22-3145
（FAX) 0978-24-0956

16 地理歴史（世界史Ｂ） ２年
（国立進学文系） 水 14:05～14:55 選択 古宮　太造 高田高等学校 教頭 長岡　幸次郎

（TEL) 0978-22-3145
（FAX) 0978-24-0956

17 地理歴史（地理Ｂ）
２年

（理系） 水 10:10～11:00 クラス固定 宇佐美　悦子 大分雄城台高等学校 教頭 佐藤　秀信
（TEL) 097-541-0123
（FAX) 097-541-3654

18 地理歴史（地理Ｂ）
２年

（理系） 木 12:45～13:35 クラス固定 宇佐美　悦子 大分雄城台高等学校 教頭 佐藤　秀信
（TEL) 097-541-0123
（FAX) 097-541-3654

19 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 月  8:40～ 9:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

20 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 火  9:40～10:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

21 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 水  9:40～10:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

22 地理歴史（日本史Ｂ） ２年
（進学） 木  9:40～10:30 選択 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博

（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

8 地理歴史（世界史） 13:00～16:30 県下全域 古宮　太造 高田高等学校 教頭 長岡　幸次郎
（TEL) 0978-22-3145
（FAX) 0978-24-0956

9 地理歴史（地理）  9:30～15:30 県下全域 宇佐美　悦子 大分雄城台高等学校 教頭 佐藤　秀信
（TEL) 097-541-0123
（FAX) 097-541-3654

10 地理歴史（日本史） 14:30～15:30 県下全域 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博
（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

11 地理歴史（日本史）  9:30～15:30 県下全域 岡　義宏 由布高等学校 教頭 竹田　博
（TEL) 097-582-0244
（FAX) 097-582-0341

木

金

曜日

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

金

金

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

23 数学（数学Ⅱ）
２年

（理系） 月  9:35～10:25 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

24 数学（数学Ⅱ）
２年

（理系） 木  8:35～ 9:25 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

25 数学（数学Ⅱ）
２年

（理系） 月  8:35～ 9:25 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

26 数学（数学Ｂ）
２年

（文系） 水 13:10～14:00 クラス固定 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

27 数学（数学Ⅲ）
３年

（理系） 水 14:15～15:05 習熟度別 山田　誠司 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

28 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 木 10:40～11:30 習熟度別 山田　誠司 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

29 数学（数学ⅡＢ）
３年

（文系） 月 11:40～12:30 習熟度別 上杉　俊尚 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

30 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系応用） 火 10:50～11:40 クラス固定 菅　淳司 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

31 数学（数学Ⅲ）
３年

（理数科） 月 10:50～11:40 習熟度別 菅　淳司 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

32 数学（数学Ⅱ）
３年

（理系） 月 14:05～14:55 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

33 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 月 15:05～15:55 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

34 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 火 11:30～12:20 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

35 数学（数学Ⅱ）
３年

（文系） 水 14:05～14:55 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

36 数学（数学Ⅱ）
３年

（理系） 木 11:30～12:20 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

37 数学（数学Ⅱ）
３年

（理系） 金  9:30～10:20 習熟度別 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

38 数学（数学Ｂ）
２年

（SS理系） 月 13:20～14:10 習熟度別 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

39 数学（数学Ⅲ）
３年

（理系） 火 14:20～15:10 習熟度別 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

40 数学（数学Ｂ）
３年

（文系） 月 11:40～12:30 クラス固定 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

41 数学（数学Ⅱ）
２年

（国立理系） 月 10:30～11:20 習熟度別標準 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

42 数学（数学Ｂ）
２年

（国立理系） 木 13:05～13:55 習熟度別応用 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

43 数学（数学Ⅱ）
２年

（国立文系） 金 13:05～13:55 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

問合せ先

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等



教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

12 数学 10:30～16:00 県下全域 塩月　孝弘 別府翔青高等学校 教頭 梅木　伸彦
（TEL) 0977-22-3141
（FAX) 0977-22-3142

13 数学  8:25～12:15 県下全域 山田　誠司 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

14 数学 13:15～15:30 大分市内 上杉　俊尚 大分上野丘高等学校 副校長 山下　浩之
（TEL) 097-543-6249
（FAX) 097-546-5400

15 数学 11:30～16:30 県下全域 菅　淳司 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

16 数学 13:00～16:30 県下全域 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

17 数学 13:00～16:30 県下全域 江川　俊彦 竹田高等学校 教頭 岩田　秀士
（TEL) 0974-63-3401
（FAX) 0974-63-1865

18 数学 13:30～16:30 県下全域 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

19 数学 13:30～16:30 県下全域 秋國　勲 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

20 数学 13:30～16:00 県下全域 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

21 数学  9:30～12:00 県下全域 立山　勇司 宇佐高等学校 教頭 竹尾　栄一
（TEL) 0978-37-0117
（FAX) 0978-37-0866

火

木

水

水

月

金

月

大分県教育庁高校教育課平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧

指導教諭氏名等 問合せ先

水

月

曜日

金

NO



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

44 理科（物理）
３年

（理系） 月 14:25～15:15 クラス固定 梶谷　秀継 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

45 理科（物理）
３年

（理系） 火 14:25～15:15 クラス固定 梶谷　秀継 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

46 理科（物理）
２年

（理系） 月 10:35～11:25 選択 谷口　篤志 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

47 理科（物理）
２年

（理系） 木 10:35～11:25 選択 谷口　篤志 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

48 理科（化学）
３年

（理系） 木  9:50～10:40 クラス固定 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

49 理科（化学）
３年

（理系） 金 13:40～14:30 クラス固定 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

50 理科（化学）
３年

（理数科） 火 11:50～12:40 クラス固定 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

51 理科（応用生物）
２年

（文系） 月 13:20～15:10 選択 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

52 理科（生物基礎） １年 火  9:40～10:30 クラス固定 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

53 理科（生物基礎） １年 木  9:40～10:30 クラス固定 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

54 理科（科学と人間生活）
３年

（３教科文系） 木 11:40～12:30 クラス固定 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

22 理科（物理） 14:00～16:30 県下全域 梶谷　秀継 大分豊府高等学校 教頭 阿部　尚人
（TEL) 097-546-2222
（FAX) 097-546-2405

23 理科（物理）  9:30～15:00 県下全域 谷口　篤志 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

24 理科（化学）  9:30～14:00 車で１時間以内の地区 藤田　正徳 大分舞鶴高等学校 教頭 金田　浩嗣
（TEL) 097-558-2268
（FAX) 097-558-2293

25 理科（生物）  9:30～15:00 県下全域 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

26 理科（生物）  9:30～15:00 県下全域 船津　勇一 日田高等学校 教頭 甲斐　耕司
（TEL) 0973-23-0166
（FAX) 0973-23-0167

水

水

金

曜日

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧

問合せ先

大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業

金

指導教諭氏名等

水

問合せ先

大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

55 保健体育（保健） １年 月 14:10～15:00 クラス固定 安部　新悟 大分商業高等学校 教頭
今石　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

56 保健体育（体育） １年 水 13:10～14:00 吉田　賢一 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

57 保健体育（保健） ２年 木  8:35～ 9:25 吉田　賢一 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

38 保健体育  9:00～12:00 大分市 安部　新悟 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

39 保健体育 13:00～15:00 県下全域 吉田　賢一 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先

火

金

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

曜日



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

58 芸術（日本美術史）
３年

（美術科） 月 10:40～11:30 クラス固定 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

59 芸術（西洋美術史）
２年

（美術科） 火 13:15～14:05 クラス固定 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

27 芸術（美術）  9:30～15:30 県下全域 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

28 芸術（美術）  9:30～15:30 県下全域 岩佐　まゆみ 芸術緑丘高等学校 教頭 渡邉　悦子
（TEL) 097-543-2981
（FAX) 097-543-2979

水

金

曜日

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

60 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（文系） 火 10:55～11:45 クラス固定 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

61 英語（英語表現Ⅱ）
３年

（文理混合） 金 11:55～12:45 クラス固定 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

62 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（理系） 月 15:10～16:00 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

63 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（理系） 木 10:35～11:25 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

64 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（文系） 木  8:35～ 9:25 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

65 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（理系国公立ｺｰｽ） 火 10:35～11:25 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

66 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（理系国公立ｺｰｽ） 金  9:35～10:25 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

67 英語（英語表現Ⅱ） ３年
（文系国公立ｺｰｽ） 火 11:35～12:25 習熟度 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司

（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

68 英語（英語表現Ⅱ） ３年
（文系国公立ｺｰｽ） 水 10:35～11:25 習熟度 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司

（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

69 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（文理クラス） 火 14:05～14:55 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

70 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（文理クラス） 木  8:30～ 9:20 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

71 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
２年

（総合進学クラス） 火 11:30～12:20 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

72 英語（英語表現Ⅱ）
２年

（文理クラス） 木  9:30～10:20 クラス固定 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

73 英語（コミュニケーション英語Ⅲ）
３年

（普通科） 木 14:10～15:00 クラス固定 佐々木　寿恵 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

74 英語（コミュニケーション英語Ⅱ）
３年

（地域産業科） 金  8:35～ 9:25 クラス固定 佐々木　寿恵 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

75 英語（コミュニケーション英語Ⅰ）
１年

（標準） 水 10:40～11:30 習熟度別 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264

76 英語（英語表現Ⅰ）
１年

（標準） 木 11:40～12:30 習熟度別 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先



教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

29 英語 13:00～16:00 県下全域 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

30 英語  9:00～12:00 県下全域 川野　敬吾 別府鶴見丘高等学校 教頭 田口　理一
（TEL) 0977-21-0118
（FAX) 0977-26-4825

31 英語 10:30～16:00 県下全域 麻生　朋成 臼杵高等学校 教頭 中川　高志
（TEL) 0972-62-5145
（FAX) 0972-62-5146

32 英語  9:35～14:00 県下全域 髙橋　美津子 佐伯鶴城高等学校 教頭 堤　荘司
（TEL) 0972-22-3101
（FAX) 0972-23-2115

33 英語  9:00～16:00 県下全域 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

34 英語 13:00～16:00 県下全域 藤塚　紀子 三重総合高等学校 教頭 倉原　浩二
（TEL) 0974-22-5500
（FAX) 0974-22-4669

35 英語 13:00～16:40 県下全域 佐々木　寿恵 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

36 英語 13:00～16:00 県下全域 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264

37 英語 13:00～16:00 県下全域 長屋　悦子 安心院高等学校 教頭 小田　雅彦
（TEL) 0978-44-0008
（FAX) 0978-44-0264

火

月

金

曜日

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

水

金

月

月

木

金



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

77 家庭（フードデザイン） ３年（総合学科
生活創造系列） 月 10:40～11:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八

（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

78 家庭（フードデザイン） ３年（総合学科
生活創造系列） 水  9:40～12:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八

（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

79 家庭（生活産業基礎） ２年（総合学科
生活創造系列） 火 13:15～15:05 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八

（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

80 家庭（家庭総合）
１年

（総合学科） 火 10:40～11:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

81 家庭（家庭総合）
１年

（総合学科） 火 15:15～16:05 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

82 家庭（家庭総合）
１年

（総合学科） 木  8:40～ 9:30 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

83 家庭（家庭基礎）
１年

（総合学科） 金 10:45～12:35 ２クラス３分割 小野　由紀子 日田三隈高等学校 教頭 山田　彰
（TEL) 0973-23-3130
（FAX) 0973-23-3131

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

40 家庭  9:30～15:00 県下全域 大野　裕美 佐伯豊南高等学校 教頭 永楽　仁八
（TEL) 0972-22-2361
（FAX) 0972-22-2362

41 家庭 13:20～15:30 県下全域 小野　由紀子 日田三隈高等学校 教頭 山田　彰
（TEL) 0973-23-3130
（FAX) 0973-23-3131

金

曜日

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

金

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

84 農業（課題研究　草花） ３年 水 13:05～14:55 類型選択 栗木　眞一 三重総合高等学校久住校 副校長 小俣　秀之
（TEL) 0974-77-2200
（FAX) 0974-77-2272

85 農業（課題研究） ３年
（地域産業科） 月 13:10～16:00 類型選択 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久

（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

86 農業（野菜） ３年
（地域産業科） 月  8:35～10:25 類型選択 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久

（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

87 農業（野菜） ２年
（地域産業科） 火  9:35～10:25 類型選択 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久

（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

42 農業 10:00～15:00 県下全域 栗木　眞一 三重総合高等学校久住校 副校長 小俣　秀之
（TEL) 0974-77-2200
（FAX) 0974-77-2272

43 農業  9:30～15:00 県下全域 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

44 農業  9:30～15:00 県下全域 河津　文昭 玖珠美山高等学校 教頭 塩月　光久
（TEL) 0973-72-1148
（FAX) 0973-72-1149

金

曜日

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

火

水

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

88 工業（土木基礎力学） ２年 金  9:50～10:40 クラス固定 足立　正和 大分工業高等学校 教頭 日永　達也
（TEL) 097-568-7322
（FAX) 097-568-7319

89 工業（建築計画）
２年

（建築科） 木 11:45～12:35 クラス固定 佐藤　安典 鶴崎工業高等学校 教頭 稗田　芳樹
（TEL) 097-527-5261
（FAX) 097-527-5236

90 工業（建築法規）
３年

（建築科） 木 10:45～11:35 クラス固定 佐藤　安典 鶴崎工業高等学校 教頭 稗田　芳樹
（TEL) 097-527-5261
（FAX) 097-527-5236

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

45 工業（土木） 13:00～16:30 県下全域 足立　正和 大分工業高等学校 教頭 日永　達也
（TEL) 097-568-7322
（FAX) 097-568-7319

46 工業（土木） 13:00～16:30 県下全域 足立　正和 大分工業高等学校 教頭 日永　達也
（TEL) 097-568-7322
（FAX) 097-568-7319

47 工業（建築）  9:30～15:00 県下全域 佐藤　安典 鶴崎工業高等学校 教頭 稗田　芳樹
（TEL) 097-527-5261
（FAX) 097-527-5236

火

金

水

曜日

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先



教科（科目）
実施学年

（コース） 曜日 時間 実施形態 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

91 商業（財務会計Ⅱ）
３年

（商業科） 月  9:35～10:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

92 商業（財務会計Ⅱ）
３年

（商業科） 火 13:10～14:00 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

93 商業（財務会計Ⅱ）
３年

（商業科） 金  9:35～10:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

94 商業（管理会計）
３年

（商業科） 火 10:35～11:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

95 商業（管理会計）
３年

（商業科） 水  9:35～10:25 選択 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

96 商業（ソフト開発）
３年

（情報管理科） 金 14:25～15:15 選択 佐藤　正男 情報科学高等学校 教頭 藤本　幸二
（TEL) 097-553-1212
（FAX) 097-553-1214

97 商業（広告と販売促進） ３年
（総合ビジネス科） 水 10:45～11:35 クラス固定 森　浩三 津久見高等学校 教頭 石井　利治

（TEL) 0972-82-4126
（FAX) 0972-82-4128

98 商業（商品開発） ２年
（総合ビジネス科） 木  8:45～ 9:35 総合選択 森　浩三 津久見高等学校 教頭 石井　利治

（TEL) 0972-82-4126
（FAX) 0972-82-4128

教科（科目） 時間 地域 氏名 所属校名 職名 氏名 電話・FAX

48 商業（会計分野） 13:00～16:30 県下全域 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

49 商業（会計分野） 13:00～16:30 県下全域 冨髙　将王 大分商業高等学校 教頭
今西　恒夫
新貝　正典

（TEL) 097-558-2611
（FAX) 097-552-8120

50 商業 13:00～15:00 県下全域 佐藤　正男 情報科学高等学校 教頭 藤本　幸二
（TEL) 097-553-1212
（FAX) 097-553-1214

51 商業  9:00～15:00 県下全域 森　浩三 津久見高等学校 教頭 石井　利治
（TEL) 0972-82-4126
（FAX) 0972-82-4128

木

金

平成２９年度「指導教諭」校外での指導可能日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
指導教諭氏名等 問合せ先

曜日

金

木

平成２９年度「指導教諭」授業公開日一覧 大分県教育庁高校教育課

NO
公　　開　　す　　る　　授　　業 指導教諭氏名等 問合せ先


