
校種 所　属　校 職名 氏　　名 得意とする分野

1 小 八千代市立八千代台東小学校
（スーパーコーディネーター）

教諭 向後
コウゴ

　理恵
リエ

①教材研究や指導法に関すること　②既習の内容と関連付けて考え
る力を育むための算数科指導の在り方　③既習の内容と関連付けて
考える力を育むための指導法の工夫

2 中 船橋市立古和釜中学校 教諭 辻
ツジ

　知哉
トモヤ

①教材研究や指導法に関すること　②生徒の表現力を高める授業づ
くり、生徒の気付きから考察が広がる指導　③授業の流れを大切に
した板書の工夫、生徒の発見を引き出す指導法の工夫

3 中 市川市立塩浜学園 教諭 鴇田　拓也
トキタ　　タクヤ

①ＩＣＴ活用を生かした教材研究や指導法に関すること　②言語活
動(ﾍﾟｱ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ)を生かした授業実践　③生徒の興味・関心を高め
る導入の工夫に関すること

4 中 浦安市立見明川中学校 教諭 篠原
シノハラ

　康夫
ヤスオ

①教材研究や指導方法に関すること　②ＩＣＴ(パワーポイント）
の利用によって、問題把握やイメージづくりをしたわかる授業　③
分からない、間違えるからこそ学習するということを基盤にして、
できた喜びを味わわせる学習指導

5 小 柏市立土小学校
（スーパーコーディネーター）

教諭 須藤　美加
スドウ　　　ミカ

①基本的な1時間の学習の流し方やめあてを意識した授業　②効果
的な単元の構成の工夫　③算数科の基本的な流し方やそれぞれの過
程でのポイントについて

6 小 松戸市立上本郷小学校 教諭 黒岩　美貴子
クロイワ    ミキコ

①身近な素材を使った、導入の工夫　②「なぜ」に対し、自らが既
習を活かして解き、答えを導き出す過程を楽しむ授業　③基本的な
授業の組み立て方や思考の流れがわかる板書づくり

7 小 野田市立みずき小学校 教諭 河野　明子
コウノ　 アキコ

①自ら問いを持たせる導入の工夫に関すること　②児童のつぶやき
を大切にし、対話を通してお互いの考えを深め合う授業づくり　③
基本的な授業展開、ノート、板書構成の工夫

8 中 松戸市立旭町中学校 教諭 藍川　美佳
アイカワ　ミカ

①教材研究や指導法に関すること　②学習課題を明確にし、既習事
項とのつながりを意識した授業展開　③学習課題の把握から自己評
価までの基本的な授業の組み立て方

9 中 松戸市立第五中学校 教諭 大迫　康
オオサコ ヤスシ

①粘り強く、課題に取り組むための発問・課題の工夫　②様々な場
面で、個別支援を意識した授業実践　③基礎基本の定着を図るため
に、生徒指導の機能を生かした授業実践の工夫

10 中 流山市立南部中学校 教諭 浅沼　克俊
アサヌマ カツトシ

①教材研究や指導法に関すること　②見通しや振り返りを通して学
習のつながりを大切にする授業展開　③生徒の対話を中心とし、既
習の内容と関連付けて問題を解決する授業展開

11 中 鎌ケ谷市立第四中学校 教諭 松本　弘子
マツモト ヒロコ

①学習のサイクル（予習→授業→復習→テスト）を意識した指導
②生徒が自身の学びの段階に応じた目標を持ち、仲間との対話を大
切にした授業実践　③学習習慣づくりや個に応じた指導の工夫

12 小 成田市立下総みどり学園
（スーパーコーディネーター）

教諭 小野寺　由紀子
オノデラ　ユキコ ①対話を通して、学びを深める指導　②児童のつぶやきや誤答を生

かした授業展開　③算数の授業による学級経営について

13 小 香取市立山田小学校 教諭 柿澤　慎也
カキザワ　シンヤ

①教材研究や発問・板書の工夫、ノート分析に関すること　②問い
を大切にし、根拠をもたせる授業づくり　③教科書をもとにした教
材研究や板書計画による授業づくり

14 中 佐倉市立志津中学校 教諭 渡邊　淳
ワタナベ　ジュン

①教材研究や指導法に関すること　②発言や発表をした生徒の考え
をみんなで解釈する活動を通して学びを深める授業　③生徒との対
話を通して学びを深める指導の工夫

15 中 八街市立八街中央中学校 教諭 程田　晃博
ホドタ　アキヒロ

①教材研究や指導法に関すること　②生徒一人一人の思考やつぶや
きを大切にし、「できた」や「わかった」を実感できる指導　③ア
クティブ・ラーニングの視点に立った授業改善の工夫

16 中 銚子市立第五中学校 教諭 宮内　夕佳里
ミヤウチ　ユカリ

①教材研究や指導法に関すること　②既習の内容や方法の振り返り
と生徒のつぶやきを、本時の学習問題・目標へつなぎ、生徒に解決
の見通しをもたせる授業展開　③問いかけの工夫、生徒の発言を大
切にしながら課題を解決していく指導

17 中 東庄町立東庄中学校 教諭 多田　朋子
タダ　トモコ

①生徒が調べたいと思う課題の工夫　②いろいろな求め方を生徒が
伝え合えるような授業　③発言や質問が普段からしやすい授業の雰
囲気作り
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18 小 茂原市立五郷小学校 教諭 宇野　友美
ウノ　　　トモミ

①教材研究や指導法に関すること  ②ユニバーサルデザインの視点
を取り入れた算数科の学習指導  ③どの子も「わかる」「できる」
楽しさを味わうための指導法の工夫

19 小 茂原市立茂原小学校
（スーパーコーディネーター）

教諭 大貫　明宏
オオヌキアキヒロ

①教材開発や指導法に関すること　②考える楽しさを味わわせる指
導　③「きまりがありそうと思う」「だってと説明をしたくなる」
「だったらと発展的に考えたくなる」ような、素材・課題の提示、
問いかけの工夫

20 中 いすみ市立岬中学校 教諭 久野　朱美
クノ　　アケミ

①教材研究や指導法に関すること　②生徒のつぶやきを大切にし、
既習の内容と関連付けて考える力を育む指導　③数学科における基
本的な授業の組み立て方と一人一人を大切にした授業づくり

21 中 山武市立蓮沼中学校 教諭 柿崎　皇治
カキザキ　コウジ

①教材研究や指導法に関すること　②対話的活動を中心とした「数
学的に表現すること」を重視した授業展開　③数学的な思考を促す
ための問題提示の工夫など

22 中 横芝光町立光中学校 教諭 村井　佐代子
ムライ　　サヨコ

①教材開発や指導法に関すること　②生徒の発言を取り上げなが
ら、考えることを大切にする授業づくり　③授業内容を振り返り、
まとめを自分自身の言葉で行い、より良い表現を身に付けさせるた
めの授業実践

23 中 長柄町立長柄中学校 教諭 大野　敦史
オオノ　アツシ

①教材研究や指導法に関すること　②数学的活動の充実を図る授業
実践、視覚化した教材・教具を積極的に活用した授業実践　③「わ
かる授業」実践のための視覚化した教材・教具の工夫

24 小 市原市立若葉小学校 教諭 岡田　明子
オカダ　アキコ

①教材研究や指導法に関すること　②児童のつぶやきを生かし、考
える楽しさを味わわせる授業　③算数科の基本的な授業の組み立て
方

25 小 館山市立館山小学校
（スーパーコーディネーター）

教諭 庄司
ショウジ

　章子
アキコ

①授業の最初の振り返りとまとめにせまる中心発問で４５分で終わ
る算数の授業　②子供が作るアイディア貯金を活用して算数の学力
向上を図る実践　③授業中における対話的活動を促すための指導法
の工夫

26 中 市原市立市原中学校 教諭 池亀　渓
イケガメ　 ケイ

①教師と生徒、生徒と生徒の対話を生かした授業　②問題解決のた
めに活用できる教具を準備し、その教具を生徒自ら選び、考え表現
する授業実践　③生徒が主体的に取り組むための手立て、またその
研究

27 中 袖ケ浦市立蔵波中学校 教諭 齊藤　崇
サイトウ　タカシ

①教材研究や指導法に関すること　②生徒が問題解決に向けて思考
を進めていくための方法や導入に視点を置いた指導　③数学の系統
性を意識した授業づくりの工夫

28 中 富津市立大佐和中学校 教諭 三平
サンペイ

　正美
マサミ

①教材研究や指導法に関すること　②興味・関心や疑問を持たせ、
数学的活動を通して、「できた」「なるほど」を実感できる授業展
開　③数学的活動の楽しさや数学のよさを実感できる指導方法の工
夫

29 中 南房総市立白浜中学校 教諭 野村　大介
ノムラ　ダイスケ

①ＩＣＴを活用した授業づくり　②生徒の発言を中心とした授業づ
くり　③子供が興味を持ち、意欲的に取り組むことのできる授業の
導入

※①は特に得意とする分野　②は特徴的な授業実践　③は初任者や若年経験者への指導に適した内容
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