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平成２７年度 第２回 授業公開週間について（ご案内） 

 

 

  秋冷の候、保護者の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。  

また、日頃より本校の教育活動にご理解とご協力をいただいていることに対し、衷心より感謝申し

上げます。 

  さて、本年度第２回目の授業公開週間を下記のとおり設定いたしました。本校では、日本の工業技

術を支える人材を育成すべく様々な教育の工夫と授業実践を行っております。普段なかなか目にする

ことのない、工業高校での専門性の高い学習内容を修める生徒の学ぶ姿・意欲をこの機会にぜひご覧

ください。 

  また、参観にあたりましては、お子様の時間割をご参照の上、興味のある授業や実習をお選びいた

だければと存じます。 

  ご多忙中とは存じますが、ひとりでも多くの保護者の方にご来校いただき、工業高校の教育実践に

ご理解をいただくとともに、お子様の学ぶ意欲を応援していただく機会になればと存じます。 

 

 

記 

 

  １．期  日 

    平成２７年１０月２２日（木）～ ２８日（水） 

 

  ２．場  所 

    都城工業高校の全教室と実習室、体育館、運動場 

 

  ３．そ の 他 

    ・ご来校の際は事務室にて受付をお願いします。 

    ・教室や実習室は土足禁止です。上履きのご準備をお願いいたします。 

・この期間の時間割（裏面）については学校 HPにも掲載しますのでご覧下さい。 

・２年建設システム科は１０月２６日（月）～２８日（水）はインターンシップ 

１年建設システム科は１０月２８日（水）は現場見学会 

のため不在となりますので、ご注意下さい。 

 

 



 １機械 １制御 １電気 １建設 １化工 １インテ

1 製図 保健 国総 測量 科学と 保健

2 製図 国総 電気基 ｺﾐ英Ⅰ 現社 ｺﾐ英Ⅰ

3 保健 数学Ⅰ 工業技 美術Ⅰ 化学工 科学と

4 ｺﾐ英Ⅰ 現社 工業技 美術Ⅰ 保健 数学Ⅰ

5 数学Ⅰ 情報技 工業技 数学Ⅰ 工業化 美術Ⅰ

6 体育 情報技 工業技 体育 ｺﾐ英Ⅰ 美術Ⅰ

1 工業技 国総 情報技 保健 数学Ⅰ エレ

2 工業技 数学Ⅰ 電気基 建築構 ｺﾐ英Ⅰ 情報技

3 工業技 ｺﾐ英Ⅰ 電気基 国総 現社 数学Ⅰ

4 工業技 科学と ｺﾐ英Ⅰ 現社 国総 科学と

5 製図 現社 数学Ⅰ ｺﾐ英Ⅰ 体育 体育

6 数学Ⅰ 体育 体育 科学と 化学工 現社

1 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ

2 ｺﾐ英Ⅰ 生産シ 現社 工業技 数学Ⅰ 国総

3 国総 工業技 電気基 工業技 音楽Ⅰ　美術Ⅰ 工業技

4 情報技 工業技 保健 工業技 音楽Ⅰ　美術Ⅰ 工業技

5 機械工 工業技 音楽Ⅰ　美術Ⅰ 製図 情報技 工業技

6 科学と 工業技 音楽Ⅰ　美術Ⅰ 製図 情報技 工業技

1 総学 総学 総学 総学 総学 総学

2 現社 ｺﾐ英Ⅰ 情報技 測量 工業化 製図

3 音楽Ⅰ　美術Ⅰ 機械設 電気基 国総 工業技 製図

4 音楽Ⅰ　美術Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 数学Ⅰ 工業技 製図

5 情報技 音楽Ⅰ　美術Ⅰ 科学と 建築構 工業技 数学Ⅰ

6 科学と 音楽Ⅰ　美術Ⅰ ｺﾐ英Ⅰ 情報技 工業技 ｺﾐ英Ⅰ

1 ｺﾐ英Ⅰ 体育 体育 情報技 工業化 国総

2 国総　 機械設 科学と ｺﾐ英Ⅰ 数学Ⅰ エレ

3 現社 生産シ ｺﾐ英Ⅱ 数学Ⅰ 体育 体育

4 数学Ⅰ ｺﾐ英Ⅰ 現社 科学と 国総 情報技

5 体育 情報技 数学Ⅰ 体育 ｺﾐ英Ⅰ 現社

6 機械工 科学と 国総 現社 科学と ｺﾐ英Ⅰ

 ２機械 ２制御 ２電気 ２建設 ２化工 ２インテ
1 国総 実習 物理基 建築構 化学工 製図
2 数学Ⅱ 実習 ｺﾐ英Ⅱ 実習 地球環 製図
3 物理基 実習 数学Ⅱ 実習 ｺﾐ英Ⅱ 製図
4 ｺﾐ英Ⅱ 実習 ２Ａ 実習 ２Ａ 国総
5 機械工 保健 保健 製図 工業化 保健
6 機械設 世界史 電力技 製図 国総 ｲ装備
1 保健 数学Ⅱ 電気機 建築計 数学Ⅱ 世界史
2 体育 物理基 体育 物理基 世界史 数学Ⅱ
3 家庭基 体育 物理基 国総 体育 ｺﾐ英Ⅱ
4 家庭基 生産シ 電力技 体育 国総 体育
5 機械工 国総 世界史 ｺﾐ英Ⅱ 地球環 物理基　化学基

6 数学Ⅱ ｺﾐ英Ⅱ 数学Ⅱ 建築構 化学基 国総
1 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ
2 ２Ａ ２Ａ ２Ａ 国総 実習 物理基　化学基

3 製図 家庭基 電気基 土木基　建築構 実習 世界史
4 製図 家庭基 国総 保健 実習 ２Ａ
5 世界史 物理基 電力技 物理基 実習 ｺﾐ英Ⅱ
6 物理基 機械設 電気機 土木施 実習 数学Ⅱ
1 ２Ａ ２Ａ 世界史 ｺﾐ英Ⅱ 保健 ｲ装備
2 機械設 機械設 電気基 数学Ⅱ 化学基 ｲ計画
3 実習 ｺﾐ英Ⅱ 実習 世界史 家庭基 実習
4 実習 生産シ 実習 土木基　建築構 家庭基 実習
5 実習 製図 実習 家庭基 ２Ａ 実習
6 実習 製図 実習 家庭基 化学工 実習
1 世界史 国総 ｺﾐ英Ⅱ 建築計 工業化 物理基　化学基

2 ｺﾐ英Ⅱ 体育 国総 物理基 体育 ２Ａ
3 機械設 物理基 物理基 土木施 ｺﾐ英Ⅱ 家庭基
4 体育 世界史 体育 数学Ⅱ 世界史 家庭基
5 物理基 機械設 家庭基 世界史 化学基 ｲ計画
6 国総 数学Ⅱ 家庭基 体育 数学Ⅱ 体育

３機械 ３制御 ３電気 ３建設 ３化工 ３インテ
1 ３Ｃ ３Ｃ 数学Ⅱ ３Ｃ 工業化 ３Ｃ
2 国表 体育 電気基 体育 3C工化 地理Ａ
3 生産シ 体育 地理Ａ 体育 地球環 国表
4 機械設 国表 電子計 地理Ａ 化学工 ｺﾐ英Ⅱ
5 ３Ｂ ３Ｂ 電気機 ３Ｂ ３Ｂ ３Ｂ
6 ３Ｂ ３Ｂ ｺﾐ英Ⅱ ３Ｂ ３Ｂ ３Ｂ
1 体育 課題研 体育 建築法 実習 実習
2 ｺﾐ英Ⅱ 課題研 製図 実習 実習 実習
3 地理Ａ 実習 製図 実習 実習 実習
4 数学Ⅱ 実習 製図 実習 実習 課題研
5 原動機 実習 課題研 製図 数学Ⅱ 課題研
6 国表 実習 課題研 製図 コミ英Ⅱ 課題研
1 ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ ＬＨＲ
2 数学Ⅱ 電子機 電力技 建築施 国表 地理Ａ
3 機械設 数学Ⅱ ｺﾐ英Ⅱ 数学Ⅱ 工業化 製図
4 ｺﾐ英Ⅱ コミ英Ⅱ 数学Ⅱ 国表 3C 工化 製図
5 製図 体育 電気基 体育 数学Ⅱ 製図
6 製図 地理Ａ 国表 ｺﾐ英Ⅱ 体育 体育
1 ３Ｃ ３Ｃ 地理Ａ ３Ｃ 地球環 ３Ｃ
2 生産シ プロ技 電気機 地理Ａ 体育 体育
3 地理Ａ 製図 国表 ｺﾐ英Ⅱ 体育 体育
4 原動機 製図 電力技 建築法 ｺﾐ英Ⅱ 国表
5 体育 ｺﾐ英Ⅱ 体育 国表 化学工 ｲ装備
6 体育 生産シ 体育 建築施 地理Ａ 数学Ⅱ
1 実習 生産シ 電子計 数学Ⅱ 国表 ｲ装備
2 実習 プロ技 実習 課題研 地理Ａ ｺﾐ英Ⅱ
3 実習 地理Ａ 実習 課題研 課題研 数学Ⅱ
4 実習 国表 実習 課題研 課題研 実習
5 課題研 電子機 実習 製図 実習 実習
6 課題研 数学Ⅱ 実習 製図 実習 実習
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