
様式4

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
(公開日)

1 横芝光町 小 5月29日(水)
13:00～13:45
14:00～14:45

2 横芝光町 小 6月13日(木)
13:00～13:45
13:55～14:40

3 横芝光町 小 6月25日(火)
13:50～14:35

4 横芝光町 小 6月27日(木)
11:35～12:20
13:45～14:30

5 山武市 小 5月20日(月)

13:45～14:30

14:40～15:25

6 山武市 小 5月30日(木) 13:45～14:30

7 山武市 小 6月26日(水)
13:40～14:25
14:25～15:20

8 山武市 小 6月27日(木)

10:25～11:10
11:20～12:05
13:35～14:20

9 山武市 小 7月2日(火)

9:30～10:15
10:35～11:20
11:30～12:15

10 山武市 小 7月2日(火)
11:25～12:10
13:55～14:40

11 山武市 小 9月12日(木)
11:25～12:10
13:35～14:20

オリパラ教育推
進校

12 山武市 小 9月19日(木)
11:15～12:00
13:45～14:30

13 山武市 中 6月14日(金)

11:10～12:00

13:05～13:55

14 山武市 中
7月1日(月)～
5日(金)

8:30～9:20
9:30～10:20
10:30～11:20
11:30～12:20
13:15～14:05
14:15～15:05

オリパラ教育推
進校

15 山武市 中 9月13日(金)

8:40～15:10

オリパラ教育推
進校

16 長生村 小 6月3日(月)
10:30～11:15
11:25～12:10

オリパラ教育推
進校

17 長生村 小 6月6日(木)

11:30～12:15
13:45～14:30

「ちばっ子の学
び変革」推進事
業
(1月24日)

自立活動(特)
音楽(2)
算数(6)

外国語活動(1，2)
外国語活動(3，4)
外国語(5，6)

国語(2)
国語(6)

国語(2)
国語(3)

成東小

蓮沼中
国語，社会，数学，理科，音楽，保体，英語，学活，
道徳，総合(全学年・全学級)

大平小

一松小

山武中

成東中

国語(1,2)・社会(全)数学(全)・理科(全)・英語(全)・
保体(1,2)・音楽(2)・美術(2)・道徳(3)・総合(全)

国語(4)
国語(6)

算数(3)・算数(4)・国語(特・知的)
上堺小

東陽小
算数(3)
算数(5)

山武西小

睦岡小

南郷小

緑海小

高根小

算数(6)・外国語活動(4)・道徳(2)
国語(3)・理科(4)・図工(1)・体育(5)

算数(2)
算数(3)

番
号

教育
委員会名

鳴浜小

南郷小

学校名

東陽小

学
校
種

南条小

国語(2)・社会(3)・数学(1)・保体(3)
技術(2)・英語(1)・道徳(2)・生活単元(特)
国語(3)・社会(2)・数学(3)・理科(1)
家庭(1)・英語(2)・特活(3)・生活単元(特)

算数(4)
算数(6)

道徳(2)
外国語(6)

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 東上総教育事務所

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年
開催日

道徳(1)・生活(2)・算数(3)・社会(4)・国語(6)・
生活単元(特)
体育(5)・理科(6)・生活単元(特)

体育(6)

道徳(1)・音楽(2)・国語(3)・総合(4)・体育(5)
家庭(6)・生活単元(特)・理科(5)



18 長生村 小 6月19日(水)

11:30～12:15
13:45～14:30

「ちばっ子の学
び変革」推進事
業
(1月24日)

19 長生村 小 6月21日(金)

9:35～10:20
10:40～11:25
11:35～12:20

オリパラ教育推
進校

20 長生村 小 6月24日(月)

11:30～12:15
13:45～14:30

「ちばっ子の学
び変革」推進事
業
(1月24日)

21 長生村 小 7月3日(水)

10:30～11:15

11:30～12:15

特色ある道徳教
育推進校
(11月29日)

22 長生村 小 7月10日(水)

11:30～12:15
13:45～14:30

「ちばっ子の学
び変革」推進事
業
(1月24日)

23 長生村 中 6月14日(金)

 9:30～10:20
10:30～11:20

東京2020大会
に向けた機運醸
成県内開催競
技支援事業
(9月5,6日)

24 勝浦市 小 7月1日(月) 13:40～14:25

25 勝浦市 小 9月20日(金)

11:30～12:15

13:50～14:35

26 勝浦市 小 9月25日(水) 14:15～15:00

27 勝浦市 中 6月10日(月)

10:25～11:15

 

11:30～12:20

28 長柄町 小 5月29日(水)
10:30～11:15
11:25～12:10

29 いすみ市 小 6月11日(火)

13:30～14:15

14:25～15:10

30 いすみ市 小 6月20日(木)

11:05～11:50

13:05～13:50

31 いすみ市 小 7月9日(火)
13:30～14:15
14:30～15:15

32 いすみ市 小 9月19日(木)
11:30～12:15
13:50～14:35

33 いすみ市 小 9月26日(木)
11:30～12:15
13:50～14:35

34 いすみ市 小 9月27日(金)
13:35～14:20
14:40～15:25

35 いすみ市 小 9月30日(月)

10:35～11:20
11:30～12:15

全教科(全)
全教科(全)

中根小

音楽(1)　国語(2，特)　算数(5，特)
外国語活動(3)
道徳(4)　体育(5，6)　言語通級指導(1)
理科(3)

長者小

社会(4)･算数(2)･体育(6)･外国語(5)
・生活単元(特)
国語(4)･算数(5．6特)･理科(5)･図工(1)
道徳(3)

勝浦小

道徳(1)・算数(2)・体育(3)・国語(4)・外国語(5)
自立活動(ことば)・生活単元(特)・理科(6)
生活(1)・特活(2)・音楽(3)・国語(4)・
体育(5)・外国語(6)・社会(6)・

豊浜小 外国語活動(4)

高根小

一松小

上野小

長生中

八積小

高根小

高根小

算数(3)

国語(5)
国語(6)

算数(1)・理科(4)・音楽(2)・外国語(6)
算数(2，4)・理科(6)・総合(5)・外国語活動(3)
国語(2，6)・算数(5)・理科(3)・生活(1)・道徳(4)

国語(5)
国語(6)

国語(1)・算数(4)・生活(2)
体育(6)・外国語(6)・自立活動(特)
社会(4)・算数(2)・理科(6)・図工(5)
道徳(3)・生活単元(特)
国語(1)
国語(4)

勝浦中

国語(1)・国語(3)・社会(1)・数学(2)・
理科(2)・美術(1)・技術・家庭(2)・英語(1)・
英語(3)・道徳(3)・自立活動(1,2,3)・
自立活動(1,2)
国語(2)・社会(2)・数学(1)・理科(1)・
音楽(1)・保健体育(3)・英語(2)・学活(1)・
生活単元(2,3)・生活単元(2)

日吉小
図工(1)・社会(3)・道徳(4)・算数(6)
体育(2)・理科(4)・家庭(5)・生活単元(特)

夷隅小
道徳(低)
道徳(高)

浪花小

国語(1)・算数(3)・家庭(6)・自立活動(特)
図工(2)・外国語活動(4)・道徳(5)・算数(特)

東海小
外国語(4)
外国語(5)

東小
国語(1)
国語(6)

中根小
外国語(3)
外国語(4)



36 いすみ市 中 6月7日(金)

9:35～10:25

10:35～11:25
「学力・学習状
況」検証事業

37 いすみ市 中 7月1日(月)

11:00～11:50

13:05～13:55

38 白子町 小 7月11日(木)
13:30～13:55

39 白子町 小 9月17日(火)
9:40～10:25

40 白子町 中 7月10日(水)
10:40～11:30

41 九十九里町 小 6月11日(火)
10:00～10:45
11:00～12:00

42 九十九里町 小 6月26日(水)
13:40～14:25

43 九十九里町 小 7月5日(金)

11:15～12:00

13:10～13:55

44 九十九里町 中 6月20日(木)
13:30～14:20

45 大網白里市 小 6月13日(木)

11:30～12:15
13:50～14:35 千葉県学校体育

研究大会
(11月8日)

46 大網白里市 小 6月19日(水)

8:25～9:10
9:15～10:00
10:20～11:05

11:15～12:00

47 大網白里市 小 6月20日(木)

13:00～13:45
13:55～14:40 「学力・学習状況」

検証事業

48 大網白里市 小 6月26日(水)
11:25～12:10
13:20～14:05

49 大網白里市 小 7月4日(木)

11:30～12:15
13:50～14:35

千葉県学校体
育研究大会
(11月8日)

50 大網白里市 小 9月20日(金)

13:00～13:45
13:55～14:40

令和元,2年度「学
力・学習状況」検証
事業検証協力校

51 大網白里市 小 9月26日(木)
9:15～10:00

52 大網白里市 小 9月28日(土)

8:20～9:05
9:15～10:00
10:20～11:05
11:15～12:00

53 一宮町 小 9月11日(水)
13:45～14:30
14:50～15:35

白潟小
国語(1)・算数(4)

白子中
道徳(2)・技術(1)

九十九里小

算数(3)・家庭(6)・道徳(2)・外国語(5)・生活単元(特)
国語(1)・理科(5)・体育(4)・自立活動(特)

大原中

数学(1)･社会(1)･理科(1)･国語(1)
保体(2)･英語(2)･学活(3)･数学(3)
国語(3)･自立活動(特)
家庭(1)･英語(1)･保体(1)･数学(2)
道徳(2)･理科(2)･美術(2)･社会(3)
音楽(3)･英語(3)

白里小

体育(1)
体育(6)

増穂北小

国語(2,3,4,5,特)算数(1,6)
国語(1)社会(4,6)算数(2,3,5,特)
書写(2)算数(4)理科(3)社会(4)音楽(5)
総合(6)体育(1)生活単元(特)
理科(6)音楽(4)図工(1)体育(2,特)
特活(5)道徳(3)

瑞穂小

算数(3)
算数(6)

片貝小
道徳(5)

豊海小

国語(1)・算数(3)・理科(6)・音楽(4)・家庭(5)・
外国語(3)・生活単元(特)
社会(5)・算数(6)・理科(3)・生活(2)・図工(1)・
道徳(6)・総合(4)・生活単元(特)

九十九里中
道徳(1,2,3)

増穂北小
道徳(1,2,3,4,5,6,特)

大網東小

学活(1,3)・国語(2,4,5,6)
算数(2,3,5)・社会(4,6)
国語(1,3)・算数(4)
生活(1)・国語(2)・体育(5)・算数(6)

一宮小
全教科(学年未定)
全教科(学年未定)

大網小
道徳(4)
道徳(6)

白里小

体育(4)
体育(5)

瑞穂小

算数(2)
算数(5)

岬中

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

南白亀小
道徳(3年)



54 御宿町 中 6月24日(月)
10:20～11:10
11:25～12:15

55 茂原市 小 6月20日(木)
13:00～16:30

56 茂原市 小 6月24日(月)

9:40～10:25

10:35～11:20

57 茂原市 小 6月24日(月)

13:30～14:15
14:25～15:10

58 茂原市 小 6月26日(水)

11:05～11:50

13:10～13:55

59 茂原市 小 6月27日(木)
13:00～16:30

60 茂原市 小 6月27日(木)
13:30～14:15

61 茂原市 小 7月4日(木)
13:45～14:30

62 茂原市 小 7月4日(木)
13:00～16:30

63 茂原市 小 9月9日(月)
11:00～11:45

64 茂原市 小 9月24日(火)
13:30～14:15

65 茂原市 中
6月19日(水)
～
6月21日(金)

8:45～9:35
9:45～10:35
10:45～11:35
11:45～12:35
13:30～14:20
14:30～15:20

66 茂原市 中
6月25日(火)
～
6月27日(木)

8:40～9:30
9:40～10:30
10:40～11:30
11:40～12:30

67 茂原市 中 9月30日(月)
13:25～14:15
14:25～15:15

68 睦沢町 小 7月3日(水)
13:35～14:20

69 東金市 小 6月13日(木)
11:20～12:05
13:20～14:05

70 東金市 小 6月17日(月)
11:15～12:00

71 東金市 小 6月19日(水)
13:25～14:10

72 東金市 小 6月25日(火)
13:05～13:50
14:05～14:50

73 東金市 中 6月7日(金)

10:40～11:30

11:40～12:30

74 東金市 中 9月9日(月)

9:40～10:30

10:40～11:30

睦沢小
国語(2)

御宿中
音楽(1)・社会(1)・道徳(2)・英語(3)・自立活動(特)
数学(1)・家庭(1)・理科(2)・保健体育(3)

豊田小
道徳(6)

西小
道徳(5)

新治小
道徳(1)・算数(2)・図工(3,4)・外国語(5)・体育(6)

五郷小
算数(2)

西小
算数(1)

茂原小

国語(1)・音楽(1)・図工(2)・生活(2)
学活(3)・算数(3)・理科(5)
道徳(4)・体育(4)・外国語(5)・算数(5)
家庭(6)・体育(6)

中の島小

国語(5)･算数(2,4)･道徳(2)･理科(4,6)
生活(2)･音楽(1)･道徳(1)・図工(3)･体育(5,6)
社会(4)･家庭(6)･特活(3)・生活単元(特)

本納小

生活単元(特)・道徳(1)・理科(4)・体育(6)・
言語指導(特)
生活単元(特)・国語(2)・外国語活動(3)・
社会(4)・理科(5)

西小
国語(6)

福岡小
道徳(4)

鴇嶺小
国語・算数他(全)
国語・算数他(全)

西中

国語(2,3)・社会(特)・数学(3)・理科(1,特)・美術(1)・保
体(3)・技家(1,2)・英語(2)
国語(1,特)･社会(2,3)･数学(3)･理科(2･3)･保体(1)･
技家(1･2)・自立活動(特)

東金中

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

西陵中
国語(3)・理科(2)
数学(3)・社会(2)

冨士見中 全教科(全)

全教科(全)早野中

城西小
国語(2)
国語(5)

源小
国語(1)･算数(3)･特活(4･5)･理科(6)
道徳(2)･生活単元(特)

五郷小
算数(4)


