
令和 3 年 10 月 21 日

保護者の皆様

鹿児島市立鹿児島玉龍中学校

鹿 児 島 玉 龍 高 等 学 校

校 長 秋 元 達 也

地域が育む「かごしまの教育」県民週間に伴う授業公開等について（御案内）

時下，保護者の皆様には御清祥のこととお喜び申し上げます。また，本校の教育活動の推進に日ご

ろから御協力を賜り，感謝申し上げます。

さて，鹿児島県では，多くの県民の方々に学校開放等の行事に参加していただき，これからの「か

ごしまの教育」について考えていただく機会として，毎年 11 月 1 日から 7 日の期間を「地域が育む
『かごしまの教育』県民週間」として設定しています。

本校でもこの趣旨を踏まえ，中学校・高等学校の同時開催で，授業公開及び文化系部活動のパフォ

ーマンス等を行う予定です。

今年度は，感染対策に留意しながら，事前申し込みをしていただいた保護者の方のみ参観いただけ

るよう準備を進めています(地域住民の方々は，文化系活動のパフォーマンス等のみ参観可能です。

事前のご予約も不要です)。この機会に学校にお越しいただき，授業やパフォーマンス等の様子をご

覧いただければ幸いに存じます。

記

1 授業公開及び美術部・書道部の作品展示

(1) 日 時 11/1(月)～ 11/5(金) ※文化の日(11/3)は除きます。
① 3限目(10:55～ 11:45)～ 4限目(11:55～ 12:45)
② 5限目(13:35～ 14:25)

①，②のいずれかの時間帯の中で，25分間程度
(2) 参観場所 作品展示場所及び生徒の所属する学年のフロアーのみ

(3) 受 付 交龍館 1F玄関

2 文化系部活動ミニコンサート及びパフォーマンス

(1) 内容・日時

① 吹奏楽部によるミニコンサート 11/1(月)及び 11/5(金) 13:10～ 13:25
② 中高合唱部によるミニコンサート 11/2(火) 13:10～ 13:25
③ 高校書道部によるパフォーマンス 11/4(木) 13:10～ 13:20

(2) 場 所 第 1体育館
(3) 受 付 第 1体育館入口

3 注意事項

(1) 保護者の皆様は，事前申し込みが必要です。鹿児島玉龍中高一貫教育 HP の Google フォー
ムからお申し込みください。

(2) 当日体調等が優れない場合は，来校を控えてください。また，来校時に検温をさせていただ

きます。必ず，受付を済ませた後，参観ください。

(3) 校内への車の乗り入れはできません。公共交通機関のご利用をお願いします。

(4) 来場の際は，正門をお通りください。(立て看板が設置されています。)

(5) 詳細につきましては，今後の感染症拡大の状況に応じて, 変更になる可能性があります。
どうぞご了承くださいますようお願いいたします。

連絡先：鹿児島玉龍高等学校

住 所：鹿児島市池之上町 20－ 57
ＴＥＬ：099-247-7161
ＦＡＸ：099-248-3160
担当者：脇(中学校教頭)・酒匂(高校教頭)



校時 A組 B組 C組 A組 B組 C組 A組 B組 C組
11/1 3 数学 数学 数学 音楽 理科 技家 社会 理科 英語

月 4 家庭 社会 国語 数学 数学 数学 理科 英語 国語

5 社会 音楽 英語 英語 国語 理科 数学 数学 数学

11/2 3 国語 数学 音楽 英語 社会 美術 理科 英語 道徳

火 4 英語 道徳 国語 国語 理科 英語 音楽 社会 理科

5 理科 国語 社会 数学 数学 数学 道徳 理科 美術

11/4 3 体育 体育 体育 理科 技家 国語 美術 社会 国語

木 4 数学 数学 社会 道徳 技家 理科 社会 道徳 音楽

5 理科 音楽 国語 社会 国語 社会 体育 体育 体育

11/5 3 体育 体育 体育 技家 理科 社会 数学 数学 数学

金 4 音楽 国語 社会 技家 国語 理科 英語 英語 英語

5 国語 数学 数学 国語 社会 音楽 国語 理科 社会

校時 1組 2組 3組 4組 5組 6組 1組 2組 3組
11/1 3 生基 現社 数Ⅱ 数Ⅱ 数Ⅰ 化基 体育 芸家 体育

月 4 体育 体育 体育 化基 国総 英表 数Ⅱ 英ｺﾐ 地基

5 国総 情報 芸術 芸術 家庭 現社 日地 体育 世史

11/2 3 化基 国総 数Ａ 家庭 芸術 芸術 英ｺﾐ 数Ⅱ 日地

火 4 国総 英ｺﾐ 英ｺﾐ 家庭 芸術 芸術 日地 英表 英表

5 体育 体育 体育 数Ⅰ 数Ａ 国総 数Ⅱ 英ｺﾐ 英ｺﾐ

11/4 3 情報 生基 数Ⅰ 英ｺﾐ 英ｺﾐ 化基 世史 現文 英ｺﾐ

木 4 数Ⅱ 英表 英表 国総 化基 数Ⅱ 英ｺﾐ 英ｺﾐ 芸家

5 芸術 芸術 家庭 数Ａ 数Ⅰ 英表 数Ⅱ 世史 数Ｂ

11/5 3 英ｺﾐ 家庭 化基 数Ａ 保健 英ｺﾐ 現文 世史 数Ⅱ

金 4 化基 家庭 現社 保健 数Ⅱ 国総 英表 現文 古典

5 家庭 化基 国総 国総 現社 保健 世史 日地 地基

校時 4組 5組 6組 1組 2組 3組 4組 5組 6組
11/1 3 数Ⅱ 体育 数Ⅲ 地公Ａ 地公Ａ 地公Ａ 英ｺﾐ 英ｺﾐ 数Ⅲ

月 4 現文 世史 化学 英ｺﾐ 数Ａ 数Ａ 物生 物生 英ｺﾐ

5 体育 現文 体育 英表 現文 生基 数Ⅲ 数Ⅲ 英表

11/2 3 化学 古典 英ｺﾐ 英ｺﾐ 英ｺﾐ 古典 数Ⅲ 数Ⅲ 英ｺﾐ

火 4 古典 世史 化学 生基 体育 生基 体育 英ｺﾐ 体育

5 英ｺﾐ 物生 物生 地公Ａ 地公Ａ 地公Ａ 英表 英表 数Ⅲ

11/4 3 数Ｂ 英ｺﾐ 数Ⅱ 地公Ａ 地公Ａ 地公Ａ 英表 英表 物生

木 4 古典 古典 英ｺﾐ 体育 英ｺﾐ 体育 化学 体育 数Ｂ

5 保健 物生 物生 古典 数Ⅱ 数Ⅱ 日地 日地 古典

11/5 3 数Ⅱ 数Ⅱ 現文 地公Ｂ 地公Ｂ 地公Ｂ 英ｺﾐ 英ｺﾐ 数Ａ

金 4 数Ⅱ 数Ⅱ 英表 英ｺﾐ 生基 地基 日地 日地 英ｺﾐ

5 化学 物生 物生 数Ⅱ 体育 古典 体育 化学 体育

県民教育週間中の時間割

高１年

高3年

中1年 中2年 中3年

高２年

高2年

※ 時間割は，急遽変更になる場合があります。ご了承ください。


