
様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 松戸市 小 6月8日(土)

9:30～10:15

10:25～11:10

2 松戸市 小 6月10日(月)
11:30～12:15
13:45～14:30

3 松戸市 小 6月12日(水) 13:40～14:25

4 松戸市 小 6月18日(火) 13:40～14:25

5 松戸市 小 6月18日(火)
11:20～12:05
13:40～14:25

6 松戸市 小 6月22日(土)
8:45～9：30
9：35～10：20
10：40～11：25

7 松戸市 小 6月27日(木)
11:30～12:15
13:40～14:25

8 松戸市 小 6月27日(木)
11:30～12:15
13:40～13:55

9 松戸市 小 6月27日(木) 14:00～14:45

10 松戸市 小 6月27日(木)
11:25～12:10
13:55～14:40

11 松戸市 小 6月28日(金) 13:55～14:40

12 松戸市 小 6月28日(金) 13:45～14:30

13 松戸市 小 7月2日(火)
11:30～12:15
13:40～14:25

14 松戸市 小 7月3日(水)
13:40～14:25
14:30～15:15

15 松戸市 小 9月19日(木)
11:20～12:05
13:40～14:25

16 松戸市 小 9月26日(木)
13：35～13：50
13：55～14：40

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 東葛飾教育事務所

番
号

教育
委員会名

学
校
種

学校名 開催日

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年

殿平賀小

国語(2,4,6)･算数(2,3,5)･理科(6) ･音楽(1,2)･
家庭(6)･体育(1)･総合(3)
国語(2,6)･社会(5)･算数(1,2,6)･理科(4)･
音楽(1,2)･家庭(6)･体育(1,3)･道徳(3)･総合(3)

上本郷第二小
算数(3)
算数(5)

中部小 自立活動(特)

常盤平第二小 生活(2)

古ヶ崎小
算数(4)
算数(6)

松飛台小 全教科･全学年

旭町小
国語(3)
国語(6)

常盤平第三小 外国語(未定)

小金北小 外国語(5)

根木内小
国語(3)
国語(4)

東松戸小 国語(4,6)

矢切小 生活(1)･総合(6)

中部小
国語(1)
国語(3)

相模台小 算数(3,6)

古ヶ崎小
算数(2)
算数(5)

上本郷小 全教科･全学年



17 松戸市 中 5月11日(土)

8:40～9:30

9:40～10:30

10:40～11:30

13:00～13:50

18 松戸市 中 6月5日(水)

8:45～9:35
9:45～10:35
10:45～11:35
11:45～12:35
13:40～14:30

19 松戸市 中 6月6日(木)

8:45～9:35
9:45～10:35
10:45～11:35
11:45～12:35
13:40～14:30
14:40～15:30

20 松戸市 中 6月7日(金)

8:45～9:35
9:45～10:35
10:45～11:35
11:45～12:35
13:40～14:30
14:40～15:30

21 松戸市 中 7月1日(月) 午後

22 松戸市 中 9月12日(木)

13:35～14:25

14:35～15:25

23 松戸市 中 9月13日(金)

9:45～10:35

10:45～11:35

24 松戸市 中 9月17日(火)

13:30～14:20

14:30～15:20

和名ヶ谷中

国語(1,2)･社会(1,2,3)･数学(1,2,3)･
理科(1,2,3)･保体(3)･家庭(2)･英語(1,2,3)
国語(2)･社会(2,3)･数学(1,2,3)･理科(1,3)･
保体(1,3)･家庭(2)･英語(1,2,3)
国語(1,2)･社会(1)･数学(1,2)･保体(2)･
家庭(2)･英語(1,2)
道徳(1,2,3)

古ヶ崎中 全教科･全学年

古ヶ崎中 全教科･全学年

古ヶ崎中 全教科･全学年

第四中 英語(全)

第五中

国語(2)･社会(2,3)･数学(全)･理科(全)･音楽(3)･美
術(1)･保体(3,1)･技術(2)･家庭(1)･英語(2)
道徳(全)

第五中

国語(全)･社会(2,3)･数学(全)･音楽(2)･美術(1)･保
体(3)･技術(2)･家庭(1)･英語(全)
国語(2,3)･社会(全)･数学(1,3)･理科(2,3)･
音楽(3)･美術(3)･保体(1,2)･技術(2)･家庭(1)･
英語(1,2)

第四中

国語(未定)･社会(未定)･理科(未定)･音楽(未定)･
保体(未定)･英語(未定)
国語(未定)･社会(未定)･理科(未定)･音楽(未定)･
保体(未定)･英語(未定)



様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 柏市 小 6月8日(土)

9:20～10:05

10:35～11:20

11:25～12:10

2 柏市 小 6月10日(月) 13:30～14:15

平成３１年
度柏市研究
指定校
全教科・領
域（教育課
程編成）

3 柏市 小 6月12日(水)
9:35～10:20
10:40～11:25

4 柏市 小 6月14日(金)
9:25～10:10
10:30～11:15

5 柏市 小 6月14日(金) 13:10～13:55

6 柏市 小 6月18日(火)
9:30～10:15
10:35～11:20

7 柏市 小 6月18日(火)
10:20～11:05
11:10～11:55

8 柏市 小 6月21日(金)
11:20～12:05
13:35～14:20

9 柏市 小 6月21日(金)
11:25～12:10
13:40～14:25

10 柏市 小 6月21日(金)
11:15～12:00
13:25～14:10

11 柏市 小 6月22日(土) 9:30～10:15

12 柏市 小 6月22日(土)

11:25～12:10

13:35～14:20

13 柏市 小 6月24日(月)
10:30～11:15
11:25～12:10

14 柏市 小 6月24日(月)
11:25～12:10
13:45～14:30

「学力・学習
状況」検証

事業

15 柏市 小 6月26日(水)
10:35～11:20
11:25～12:10

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 東葛飾教育事務所

番
号

教育
委員会名

学
校
種

学校名 開催日

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年

柏三小

国語(1,2,3,6)　社会（4,6）　算数(1,2,3,4,5,6）
理科(3,5,6)　音楽(4,5）　図画工作(1,2,3,6）
体育(2,4,5） 道徳(4)　総合(5)
国語(1,2,3,4)　社会(4)　算数(2,3,4,5,6)
理科(5)　生活(2)　音楽(5)　図画工作(3,6)
体育(1,4,5,6)　道徳(3)  外国語活動（6)
国語(1,2,4,5)　社会(3,4)　算数(1,2,3,4,5,6)
理科(6)　生活(1)　音楽(2,3,4,5)
図画工作(3,6)　体育(1,2,3,4)
道徳(1)　外国語活動(6)　総合(5)

酒井根東小 道徳(1)

豊小
算数(4)
算数(5)

増尾西小
国語(4)
国語(6)

風早北部小 算数(5)

富勢小
道徳(2)
道徳(4)

富勢東小
国語(6)
国語(3)

花野井小
算数(2)
算数(4)

高柳西小
道徳(2)
道徳(6)

風早南部小
算数(1)
算数(6)

高田小
国語(1,2,6)社会(6)理科（3,4,5）
音楽(2,5)体育(3)総合(3,4,6)

土南部小

国語(2,3,5)社会（4)算数（1,3,5,6,)
生活(2)　音楽（4,6) 　体育（1)道徳（3)
国語(1,2,6) 社会(3) 理科（3,4,5）
生活(1)体育(3,4,5)　道徳(6)
学級活動（3,5,6）外国語(特）
外国語(特)学活(3,5,6)

柏第七小
道徳(3)
道徳(5)

西原小
算数(4)
算数(5)

手賀東小
算数(1)
算数(2)



16 柏市 小 6月27日(木)
9:20～10:05
10:25～11:10

17 柏市 小 6月27日(木)
10:20～11:05

18 柏市 小 6月27日(木)
10:35～11:20
11:30～12:15

19 柏市 小 6月27日(木)
10:35～11:20
11:30～12:15

20 柏市 小 6月27日(木) 10:40～11:25

21 柏市 小 6月27日(木)
10:35～11:20
11:25～12:10

22 柏市 小 6月28日(金)
10:35～11:20
13:45～14:30

平成31年度
柏市研究指
定校
全教科
（6/28)

23 柏市 小 6月28日(金) 13:10～13:55

24 柏市 小 6月28日(金)
11:15～12:00
13:30～14:15

25 柏市 小 6月28日(金) 13:15～14:00
幼保こ小
連絡会

26 柏市 小 6月28日(金)
11:25～12:10
13:40～14:25

平成31年度
柏市研究指
定校
国語
（6/28)

27 柏市 小 7月2日(火)
10:35～11:20
11:30～12:15

28 柏市 小 7月2日(火) 13:40～14:25
29 柏市 小 7月5日(金) 13:40～14:25

30 柏市 小 7月12日(金)
13:55～15:30
（予定）

平成31年度
千葉県教育
研究会
（理科・生
活）
11月15日

31 柏市 中 7月3日(水) 13:35～14:25

32 柏市 中 7月4日(木)
11:40～12:30
13:30～14:20

33 柏市 中 9月25日(水) 13:35～14:25

34 柏市 中 9月20日(金) 13:35～14:25

35 柏市 中 9月30日(月) 13:30～14:20

柏第一小
国語(2)
国語(6)

富勢西小 算数(6)

柏第六小
音楽（2)
外国語(6)

光ヶ丘小
国語(2)
国語(4)

土小 体育(5)

逆井小
算数(2）
算数(6)

酒井根小
理科(4)
社会(5)

風早北部小 算数（2)

柏五小 算数（3，6）

酒井根西小 国語(1)

中原小
国語(5)
国語(6)

十余二小
道徳(3)
道徳(5)

柏第二小 算数(6)
手賀西小 算数(2)

田中小 理科 （６）

光ケ丘中 社会(3)理科(1)音楽(1)家庭(1)

豊四季中 国語(2)社会(1)数学(2)理科(3)保体(1)

富勢中 道徳(2)(3)

高柳中
道徳(1)
道徳(2)(3)

大津ケ丘中
国語(1)社会(1)数学(2)理科(3)
音楽(1)保体(2)英語(2)英語(特）



様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 野田市 小 6月17日(月)
11:20～12:05
13:30～14:15

2 野田市 小 6月20日(木)
11:15～12:00
13:30～14:15

新教育課程
対応研究
外国語科・
外国語活動

(公開日11月29
日)

3 野田市 小 6月25日(火) 13:40～14:25

4 野田市 小 6月26日(水)
11:10～11:55
13:20～14:05

5 野田市 小 6月26日(水) 13:40～14:25

6 野田市 小 6月27日(木) 13:40～14:25

東葛飾教育事
務所

指導室訪問
(公開日6月27

日)

7 野田市 小 6月28日(金)
11:30～12:15
13:45～14:30

8 野田市 小 7月3日(水)
11:40～12:25
13:50～14:35

9 野田市 小 7月3日(水)
11:25～12:10
13:45～14:30

10 野田市 小 7月4日(木)
11:25～12:10
13:40～14:25

11 野田市 小 7月8日(月)
11:30～12:15
13:45～14:30

12 野田市 小 7月8日(月)
11:25～12:10
13:40～14:25

13 野田市 小 7月10日(水)
11:25～12:10
13:40～14:25

14 野田市 小 7月11日(木) 13:40～14:25

15 野田市 小 7月12日(金)
11:20～12:05
13:35～14:20

16 野田市 小 7月17日(水)
11:30～12:15
13:45～14:30

17 野田市 小 7月18日(木)
11:30～12:15
13:25～14:10

学校人権教
育

(11月15日)

18 野田市 小 9月12日(木)
11:30～12:15
13:45～14:30

19 野田市 小 9月24日(火)
11:20～12:05
13:30～14:15

20 野田市 小 9月30日(月)
11:25～12:10
13:40～14:25

21 野田市 小 9月 未定

22 野田市 中 6月14日(金) 14:05～14:55

23 野田市 中 6月28日(金) 14:05～14:55

24 野田市 中 7月3日(水) 14:00～14:50

25 野田市 中 7月3日(水) 14:05～14:55

26 野田市 中 7月10日(水) 未定

27 野田市 中 9月9日(月) 14:00～14:50

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 東葛飾教育事務所

番
号

教育
委員会名

学
校
種

学校名 開催日

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年

清水台小
算数(5)
国語(特)

福田第一小
外国語(3)
外国語(5)

みずき小 算数(3)

東部小
国語(2)
国語(4)

尾崎小 国語（4）

七光台小
国語(3)･社会(6)･算数(5)･理科(5)･生活(1)･
音楽(4)･図工(1)･家庭科(5)･体育(6)･道徳(2)･
外国語(6)･総合(4)･特別活動(3)･生活単元(特)

山崎小
算数(2)
算数(6)

関宿中央小
算数(2,5)
算数(3,6)

岩木小
道徳(3,4)
道徳(6)

宮崎小
算数(1)
算数(3)

二川小
算数(2)
算数(6)

福田第二小
国語(2)
国語(5)

中央小
算数(1,2)
算数(4)

川間小 国語（4）

南部小
理科(3)
理科(4)

北部小
外国語（2）
外国語（6）

木間ケ瀬小
道徳(特,4)
道徳(2,6)

二川小 算数(4,5)

清水台小
算数(4)
国語(1)･国語(6)

福田第二小
国語(1)
国語(4)

北部小
外国語（1）
外国語（3）

第二中 社会(2)･理科(3)

第二中 理科(1)･保体(2)

岩名中 数学(1)･英語(1)

第二中 国語(1)･数学(3)

川間中 国語(未定)･数学(未定)･家庭(未定)･道徳(未定)

岩名中 道徳(3)



様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 流山市 小 5月25日(土)

8:40～9:25

9:35～10:20

2 流山市 小 6月10日(月)
11:30～12:15
13:45～14:30

3 流山市 小 6月20日(木) 13:45～14:30

4 流山市 小 7月2日(火)
11:30～12:15
13:45～14:30

5 流山市 小 7月2日(火) 13:40～14:25
「学力・学習
状況」検証

事業

6 流山市 小 7月4日(木)
11:30～12:15
13:45～14:30

7 流山市 小 9月下旬
11:30～12:15
13:45～14:30

8 流山市 中 5月30日(木) 14:10～15:00

9 流山市 中 6月11日(火)

8:45～ 9:35

9:45～10:35

10:45～11:35

11:45～12:35

13:35～14:25

14:35～15:25

10 流山市 中 6月18日(火) 13:30～14:20

11 流山市 中 6月18日(火) 14:25～15:15

12 流山市 中 6月24日(月) 13:30～14:20

13 流山市 中 6月26日(水) 10:30～11:15

14 流山市 中 7月9日(火) 13:10～16:30

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 東葛飾教育事務所

番
号

教育
委員会名

学
校
種

学校名 開催日

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年

おおたかの森小

国語(2,3,4,特)･社会(6)･算数(1,2,4,6)・理科(特)･生
活(特)･音楽(4,6)･体育(2)･家庭(6)･道徳(4)･外国
語(3)･総合(6)･特活(5)･自立活動(特)
国語(2)･社会(6,特)･算数(2,3,4,5)･理科(5)･生活
(2)･音楽(1,3)･体育(2,3,4)･道徳(4)外国語(3)･総合
(6)･特活(特)･自立活動(特)

八木北小
算数(3)
算数(4)

長崎小 国語(2)

八木南小
国語(2)
国語(6)

流山北小 算数(4)

鰭ヶ崎小
外国語(2)
外国語(6)

新川小
道徳(2)
道徳(特)

南流山中 国語(3)・社会(3)・数学(3)・英語(3)

北部中

国語(1,2,3)･社会(1,2,3)･数学(3,特)･理科(1,2,3)･
音楽(2)･美術(3)･保体(1)･英語(2)
国語(1,2)･社会(1,2)･数学(1,2,3)･理科(2,3)･美術
(3)･保体(1,特)･英語(1,2,3)
国語(1,2,3)･社会(2,3)･数学(1,2,3)･理科(特)･音楽
(1)･保体(3)･技術(1)･家庭(2)･英語(1)
国語(3)･社会(3)･数学(1)･理科(2,3)･音楽(1)･美術
(1)･保体(2)･技術(3)･家庭(3)･英語(1,2,3)･自立活
動(特)
国語(1,2,3)･社会(2,3)･数学(2)･理科(1,2,3)･音楽
(1)･保体(1)技術(3)･家庭(3)･英語(2,特)
国語(3)･社会(1)･数学(1,2)･理科(1,2,3)･音楽(2)･
美術(1)･保体(2)･技術(3)･家庭(3)･英語(1,3)･特活
(特)

東部中 道徳(1)･数学(2)･自立活動(特)

八木中 社会(2)･理科(2)

八木中 道徳(2)

西初石中
国語(1,2)･社会(3)・数学(3)･理科(1,特)･音楽(2)･
技家(1)
・英語(1,2)

南部中
国語(2)･社会(2)･数学(1)･理科(3)・音楽(3)･美術
(1)･保体(3)･技術(1)･家庭(2)･英語･(2)･道徳(3)･
総合(2)･特活(1)･自立活動(特)



様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 我孫子市 小 6月18日(火) 13:30～14:15

2 我孫子市 小 6月19日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

3 我孫子市 小 6月19日(水)
9:25～10:10
10:35～11:20

4 我孫子市 小 6月20日(木) 13:55～14:40

平成３１年度
我孫子市
研究指定
（6月20日）

5 我孫子市 小 6月21日(金) 13:20～14:05

6 我孫子市 小 6月26日(水)
10:20～11:05
11:10～11:55

7 我孫子市 小 6月27日(木)
10:40～11:25
11:30～12:15

8 我孫子市 小 6月28日(金)
10:35～11:20
11:25～12:10

9 我孫子市 小 ７月３日（水）
10:30～11:15
11:20～12:05

10 我孫子市 小 9月25日（水） 13:30～14:15

11 我孫子市 小 9月26日（木）
11:35～12:20
13:45～14:30

校内研究
公開

（11月14日）

12 我孫子市 小 9月26日(木) 13:40～14:25

学校安全
千葉県通学
推進事業
(9月26日)

13 我孫子市 小 9月26日(木)
11:25～12:10
13:55～14:40

14 我孫子市 小 9月下旬予定
10:40～11:25
11:30～12:15

15 我孫子市 小 9月30日(月)
9:25～10:10
10:35～11:20

16 我孫子市 中 6月7日（金） 13:40～14:30

17 我孫子市 中 6月11日(火) 13:40～14:30

東葛飾教育
事務所指導
室訪問
（6月11日）
「学力・学習
状況」検証
事業

18 我孫子市 中 6月26日(水) 13:55～14:45

19 我孫子市 中 6月27日（木） 14：00～14：50

20 我孫子市 中 7月10日(水) 13:25～14:15 公開日未定

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 東葛飾教育事務所

番
号

教育
委員会名

学
校
種

学校名 開催日

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年

並木小 算数(2)

湖北小
国語(2)
国語(3)

高野山小
算数(2)
算数(6)

我孫子第一小 国語(4)

根戸小 国語(4)

湖北台東小
算数(3)
算数(6)

布佐南小
国語(3)
国語(6)

我孫子第三小
算数(3)
算数(6)

布佐小
国語(2)
国語(5)

並木小 算数(4)

我孫子第二小
国語(2・4)
国語(6・特)

我孫子第三小 特活(2,3,6)

新木小
国語(4)
国語(6)

湖北小
国語(1)
国語(5)

高野山小
算数
算数　　※実施未定

湖北台中 国語(2)･数学(3)

布佐中 社会(3)・英語(1)

我孫子中 数学(1)・理科(3,特)・英語（2）

白山中

国語(1,2,特)・社会(2)・数学(3)・理科(1)・
音楽(3)・美術(1)・保体(2)・技術(1)・
家庭(2)・英語(1)・道徳(3)・総合(3)・
特活(3)

湖北中 社会(3)



様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 鎌ケ谷市 小 6月20日(木)
  9:30～10:15
11:35～12:20

2 鎌ケ谷市 小 7月4日(木)
10:45～11:30
11:35～12:20

福祉教育

3 鎌ケ谷市 中 6月20日(木） 14:00～14:50

4 鎌ケ谷市 中 7月11日(木) 13:45～14:35

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 東葛飾教育事務所

番
号

教育
委員会名

学
校
種

学校名 開催日

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年

第三中
国語(1,2)・社会(1,2,3)・数学(1,2)・理科(1,2)・
音楽(1)・美術(3)・保体(3)・英語(2)

初富小
国語(1)
国語(6)

南部小
総合(3)
総合(6)

第三中
国語(3)・数学(3)・理科(3)・音楽(2)・保体(1)・
家庭(2)・英語(1)・道徳(2)


