
様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 佐倉市 中 6月3日（月）

12:40～13:30
13:40～14:30

2 佐倉市 小 6月19日（水） 14:00～14:45 一部会道徳授業
研修会

3 佐倉市 小 6月25日（火）
12:55～13:40
13:50～14:35

4 佐倉市 小 6月27日（木） 13:55～14:40

5 佐倉市 小 6月28日(金)
10:10～11:00 他者を配慮し・思いや

考えを伝え合う外国語
教育
（公開日 6月28日）

6 佐倉市 小 7月4日(木)
 11:35～12:20
 13:30～14:15

7 佐倉市 中 9月18日（水）
13:25～14:15
14:25～15:15

一部会道徳研修
会を兼ねる

8 成田市 小 7月5日(金)
11:15～11:10
13:40～14:15

9 成田市 小 9月11日(水)
11:15～11:00
13:10～14:05

10 成田市 小 9月15日(日)
11:15～11:10
13:40～14:15

11 成田市 小 10月15日(火) 13:55～14:40 千数研
プレ公開日

12 成田市 小 11月11日(月)
11:15～11:10
13:30～14:15

13 成田市 小 11月19日(火)
11:15～11:10
13:40～14:15

14 成田市 中 6月18日(火) 13:15～14:05

15 成田市 中 7月10日(水)
13:40～14:30

16 成田市 中 7月11日(木)
13：30～14：10
14：30～15：10

17 成田市 中 11月8日(金)

 9：50～11：00
11：00～11：10
13：30～14：10

14：50～16：10

関東甲信越地
区中学校進路
指導研究協議
会　千葉大会
(11月8日)

18 四街道市 小 6月14日(金)
11:30～12:15
13:30～14:15

19 四街道市 小 6月26日(水) 13:30～14:15

20 四街道市 小 7月3日（水） 13:55～14:40

21 四街道市 小 9月26日(木) 13:30～14:15
22 四街道市 中 6月25日(火) 13:50～14:40

山梨小 外国語(2・4)

大日小

算数(1・2・3・4・5・6)
音楽(4)
図工(5)
生活単元(特)

山梨小 外国語(1・6)
旭中 社会(3)･家庭（3）・英語(1・2)・特活(3)

番
号

教育
委員会名

根郷中

学校名

佐倉東中

学
校
種

加良部小

桜田小

大栄中

神宮寺小

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 北総教育事務所

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年
開催日

国語(1・3・5)
国語(2・4・6)

国語(1・3)
国語(4)
算数(1・ 3・4・5・6)

道徳(1)
道徳(6)

算数（3・5・特）
算数（2・4・6）

道徳（1・3）
道徳（2）
算数(1・3・5)
算数(1・4・6)
算数(5)
算数(6)

中央小

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

道徳（2・5）上志津小

内郷小

和田小

道徳（3・4・5）

算数（3・6）

王子台小

臼井小

玉造中

西中

外国語（4・6）

吾妻小

吾妻中

桜田小

平成小

国語(1・5)
国語(6)
道徳(1・3)
国語(1)・社会(1)・数学(1)・理科(1)
音楽(3)・保体(1)・生活単元等(特)

道徳(1・3)
道徳(1)
開会式・全体会
記念講演
公開授業
国語(3)・社会(3)・数学(3)・理科(1)、音楽(1)・美術
(3)・保健体育(1）・英語(1)・道徳(1)・総合(1)・特活
(3)
生活単元等(特)
分科会



23 四街道市 中 7月3日(水)
13:30～14:20
14:30～15:20

24 四街道市 中 7月8日（月）

13:35～14:25

14:35～15:25

印教連指定
生徒指導・教育相談
（11月13日）

25 四街道市 中 7月9日(火)

13:30～14:20

14:30～15:20

特色ある道徳
教育推進校
(公開日未定)

26 四街道市 中 7月11日（木）

12:45～13:35

13:45～14:35

27 四街道市 中 9月25日(水)
13:50～14:40

28 八街市 小 6月5日(水)
11:20～12:05
13:55～14:40

29 八街市 小 6月6日(木)
11:20～12:05
13:55～14:40

30 八街市 小 6月14日(水) 13:45～14:30
31 八街市 小 6月26日(水) 13:15～14:00
32 八街市 小 6月26日(水) 11:25～12:10
33 八街市 小 9月10日(火) 13:45～14:30

34 八街市 中 6月7日(金)

11:40～12:30

13:30～14:20 「学力・学習状
況」検証事業

35 八街市 中 6月21日(金) 13:30～14:20
千葉県小中体連
印旛支部指定公開研
究大会（11/1）

36 八街市 中 6月25日(火) 13:30～14:20

37 八街市 中 9月18日(水)
11:40～12:30
13:30～14:20

38 印西市 小 6月19日(水)
11:20～12:05
13:15～14:00

千葉県教育研
究会国語教育
部会研究指定
（～３２年度）

39 印西市 小 6月20日(木) 13:40～14:25 

40 印西市 小 6月20日（木）
13:00～13:45
13:55～14:40

41 印西市 小 6月20日(木)
11:20～12:05
13:40～14:25

42 印西市 小 6月24日(月)
12:55～13:40
13:50～14:35

43 印西市 小 6月26日(水) 13:45～14:30
44 印西市 小 6月26日(水) 13:40～14:25

45 印西市 中 6月12日(水) 13:50～14:40

46 印西市 中 6月25日(火) 13:30～14:20

千葉県教育研
究会国語教育
部会研究指定
（～３２年度）

47 印西市 中 6月26日（水）
11:40～12:30
13:55～14:45

道徳(2・特)
道徳(5・6)

実住小

千代田中
数学(2・3）・音楽(3)・英語(2・3)
道徳(1・3)・特活(1・3)・国語(特)・作業(特)

四街道北中

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

国語(2)・数学(1・3）・理科(1)・美術(2)・保体(2)・家
庭(1)・英語(1・3)・道徳(3)・生活単元(特)

四街道中

国語(3)･社会(2・3)･数学(1)・理科(2)･保体(2)･家
庭(1)
英語(1・3)
国語(1)･社会(1・3)･数学(3)･理科(1)
音楽(2)･美術(1)・保体(1)･技術(2)
英語(2・3)

四街道西中

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

旭中
国語(1・2)・数学(1・2・3)・理科(2・3)・音楽(3)
美術(3)・体育(3)・道徳(1)

八街中央中 道徳(3)

八街中央中
数学(2)
数学(3)

小林北小 算数(1)

原小
道徳(1・2・3・5)
道徳(4・6)

平賀小
国語(特)・音楽(3)
国語(2・6)

船穂小
道徳(1)・外国語活動(3)・生活単元(特)
国語(6)・算数(5)・総合(4)

小林小 国語(2・3)
小林北小 道徳(5)

算数(1)･日本語指導(1)
国語(3・特)･算数(4)

印西中
国語(2)･社会(1)･数学(3)･理科(3)･保体(2)･技術
(1)･英語(3)

西の原中 国語(3)

本埜中
音楽(3）
社会(2)・保体(3)・技術(1)

西の原小
国語(1・3)
国語(2・4・5)

八街北小 道徳(4・6)

八街中央中

社会(2)･数学(1)･理科(3)･英語(3)･保体(2)･家庭
(2)
国語(2)･社会(2)･数学(3)･理科(2)･英語(3)･音楽
(1)･保体(1)･技術(1)

八街北中 数学(3)【八街市学校群研修会】

八街北小 道徳(2・3・4)
二州小 国語(2)
二州小 国語(3)

実住小



48 印西市 中 9月27日(金) 13:30～14:20

49 印西市 中 9月30日(月)

12:45～13:35

13:45～14:35

50 白井市 小 5月25日(土)
 9:40～10:25

10:45～11:30

51 白井市 小 5月30日(木)

12:55～13:40

13:50～14:35

52 白井市 小 6月26日(水)
13:00～13:45
13:15～14:00

53 白井市 小 6月27日(木)
11:30～12:15
13:45～14:30

54 白井市 小 7月10日(水)
11:40～12:25
13:55～14:40

55 白井市 中 5月25日(土)

 8:35～ 9:25
 9:35～10:25

10:35～11:25

11:35～12:25
13:40～14:30

56 白井市 中 7月2日(火) 13:25～14:15

57 白井市 中 7月5日(金)

11:40～12:30
13:45～14:35

58 白井市 中 7月10日(水) 13:45～14:35

食育（地域におけ
る食育指導推進
事業）・保健体育
（体力向上推進モ
デル校）→いずれ
も平成３１年１月
２１日公開授業実
施済み

59 白井市 中 9月26日(木)

12:45～13:35
13:45～14:35

60 富里市 小 6月26日(水) 13:00～13:45
全国小中学校環
境教育研究大会
(11月22日)

61 酒々井町 小 7月1日(月) 13:45～14:30
確かな学びの早
道「読書」事業

62 酒々井町 小 11月26日(火) 13:45～14:30
確かな学びの早
道「読書」事業

63 酒々井町 小 11月28日(木) 13:30～16：30

酒々井町人権・
同和教育推進校
公開研究会
(11月28日)

64 酒々井町 中 10月29日(火) 13:50～14:40
65 栄町 小 6月25日(火) 13:40～14:25

66 香取市 小 6月20日(木)
12:55～13:40
13:50～14:35

67 香取市 小 6月25日(火)
11:30～12:15
13:35～14:20

「学力・学習状
況」検証事業

68 香取市 小 6月26日(水)

10:30～11:15
11：25～12：10

13：25～14：10

合同訪問
(11月6日)

69 香取市 小 6月26日(水) 13:40～14:25

70 香取市 小 6月27日(木)
12:45～13:30
13:40～14:25

71 香取市 小 7月4日(木)
11:25～12:10
13:35～14:20

72 香取市 小 7月9日(火)
13:00～13:45
14:00～14:45

福田小
国語（1）・生活（2）・外国語（3）・道徳（4）
理科(4）・特活(5)・総合(6)・自立活動(特)

栗源小
算数(2・3)
算数(6)

 小見川西小

体育（2）
体育（3）
体育（5）

津宮小 算数（2・6）

神南小
国語(1)･算数（2）･理科(3)･生活単元(特)
道徳(4)・外国語(5)・総合(6)・算数(特)

清水口小

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

大山口小
道徳(2)
道徳(6)

白井第三小
道徳(2・4)
道徳(6)

桜台小
国語（1・5)・算数(1・2・3・5・6)・理科(6)
体育(特）・道徳(3)・特活(2・4)
国語(5)・社会(6)・算（特・3・5・6)・図工(2)

大山口中

国語(1)
国語(3)・社会(2)・数学(2)・理科(2)・保体(2)・
音楽(1)

桜台中 数学(1)・美術(1)・英語(3)・道徳(2)

七次台中

国語(1・2・3)・社会(1・2・3)・数学(1・2・3)
理科(1・2・3)・音楽(2)・美術(1)・保体(1・2・3)
技術(1)・家庭(2)・英語(1・2・3)・道徳(3)・特活(1)
※どちらの展開時間になるかは未定

桜台小
国語(3・5)
※どちらの展開時間になるかは未定

白井中

国語(1・3)･数学（2）･音楽(1)
数学(3)･保体(2)･英語(3)・道徳(1)
生活単元(特)
国語(1・3)･英語(1・3)・道徳(2)
生活単元(特)
社会(2)･数学(1)・保体(3)・英語(2)
自立活動(特)

大山口中 生活単元(特)

酒々井中 道徳（1・2・3）

大室台小 国語(1・2・3・4・5・6・特）

大室台小 国語(1・2・3・4・5・6・特）

酒々井小 特活(全学年：異学年グループによる)

小見川北小
算数(3)
算数(6)

小見川中央小
体育(1・3・5)
体育(2・4・6)

安食小 総合（2・3・4・6）

西の原中 社会(3)･数学(2)･理科(3)･英語(2)

印旛中

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

根木名小 生活(1・2)・理科(3・4・5・6)



73 香取市 小 7月10日(水)
11:25～12:10
13:40～14:25

市教研
香教研（道徳研
究部）指定公開
（11月19日）

74 香取市 小 7月12日（金） 13:30～14:15
香取市教育研究
協議会
（7月12日）

75 香取市 小 9月11日(水)
11:25～12:10
13:40～14:25

市教研
香教研（道徳研
究部）指定公開
（11月19日）

76 香取市 中 6月19日(水)
11:35～12:25
13:25～14:15

香取市教育研究
協議会指定道徳
科授業公開
（11月19日）

77 香取市 中 9月27日(金)
13:05～13:55
14:10～15:00

78 香取市 中 9月30日（月）

12:45～13:35
 

13:50～14:40

79 神崎町 小 6月17日(月)
11:25～12:10
13:25～14:10

80 神崎町 小 6月26日（水）
12:55～13:40
13:55～14:40

81 東庄町 小 6月3日（月） 13:35～14:20

82 東庄町 小 6月13日（木）
10:35～11:20
11:30～12:15

83 東庄町 小 6月18日（火）
11:20～12:05
13:05～13:50

84 東庄町 小 6月26日（水） 9:15～10:00

85 多古町 中 6月19日(水)

13:25～14:15

14:30～15:20

86 多古町 小 6月28日（金） 13:35～14:20
地域における食
育推進事業(8月
２８日)

87 多古町 小 7月4日(木) 10:30～11:15

88 多古町 小 7月16日（火）
11:30～12:15
13:35～14:20

89 多古町 小 11月9日(土) 10：30～11：15

90 多古町 小 11月21日(木)
11:25〜12:10
13:35〜14:20

91 多古町 中 11月21日(木)
13:20～14:10
14:25～15:15

92 多古町 小 12月17日（火）
11:30～12:15
13:35～14:20

93 多古町 小 １月27日（月） 13:35〜14:20

94 銚子市 小 6月13日(木)
10:30～11:15
11:30～12:15

令和元年度
千国研東総大会
（１１月8日）

95 銚子市 小 6月17日(月)

12:45～13:30

13:40～14:25
福祉教育推進校

96 銚子市 小 6月21日(金)
11:30～12:15
13:15～14:00

97 銚子市 小 6月27日(木) 10:30～11:15
98 銚子市 小 6月28日(金) 10:20～ 11:05

東大戸小
道徳(2・知)
道徳(5)

香取小 道徳(2・4)

東大戸小
道徳(3・情)
道徳(4)

多古中

国語(1・3)・社会(1)・数学(2)・理科(2)
美術(2)・保体(1)・英語(3)・生活単元(特)
国語(2)・社会(2)・数学(1)・理科(1・3)
音楽(3)・保体(2)・技術(3)・英語(1)

橘小 自立活動（特）

石出小
道徳（2）

佐原五中
道徳（1）
道徳（2）

新島中
社会(2)・英語(3)
国語(1)・数学(2)・保体(3)

小見川中

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

常磐小 国語（4・5・6）

久賀小 道徳(2)

多古中
道徳(1)
道徳(2)

椎柴小 道徳(5)
豊里小 道徳(2)

海上小
道徳(2)
道徳(6)

神崎小
道徳(2・4)
道徳(6)

米沢小 外国語(3・4）

明神小
国語(2)
国語(3)

双葉小

国語(1)･社会(6)･算数(3)･理科(6)･生活(2)･音楽
(4)･道徳(1)･自立活動(特)
国語(2・特)･図工(4)･家庭(6)･体育(4・5)･特活(5)･
自立活動(特)

多古第一小
外国語（1・特別支援）
外国語（4・5）

久賀小 生活単元学習　情緒

多古第一小 特別活動（4）

常磐小 国語（1・2・3）

多古第一小
外国語（3）
外国語（6）

神代小 算数（2・4・5）

神代小 道徳（4）



99 銚子市 小 7月1日(月)

12:45～13:30

13:40～14:25

100 銚子市 小 7月3日(水)
11:15～12:00
13:15～14:00

101 銚子市 小 7月4日(木) １３：５０～１４：３５
令和元年度
千国研東総大会
（１１月8日）

102 銚子市 小 7月4日(木)
12:45～13:30
13:45～14:30

103 銚子市 小 7月5日(金)
12:45～13:30
13:45～14:30

104 銚子市 小 7月12日(金)
11:15～12:00
13:00～13:45

105 銚子市 小 7月16日(火) 13:50～14:35

106 銚子市 小 7月16日(火)
9:35～10:20

10:30～11:15

107 銚子市 小 9月19日(木)
 9:20～10:05
10:30～11:15

108 銚子市 小 9月26日(木)

12:45～13:30

13:40～14:25

109 銚子市 中 6月18日(火)
13:25～14:15
14:25～15:15

令和元年度
千国研東総大会
（１１月8日）

110 銚子市 中 6月24日(月)
10:50～11:40
12:35～13:25
13:40～14:30

111 銚子市 中 7月8日(月)

12:35～13:25

13:40～14:30

112 銚子市 中 7月17日(水)
10:50～11:40
12:40～13:30
13:40～14:30

113 銚子市 中 9月5日(木)
12:35～13:25
13:35～14:25
14:35～15:25

114 旭市 小 6月10日(月)
11:30～12:15
13:45～14:30

高等学校と連携
した食育活動支
援事業

115 旭市 小 6月24日(月)
10:35～11:20
11:30～12:15
13:50～14:35

116 旭市 小 6月28日(金) 11:30～12:15
「学力・学習状
況」検証事業

117 旭市 小 6月28日(金)
10:30～11:15
11:25～12:10
13:10～13:55

118 旭市 小 7月10日(水)
10:30～11:15
11:30～12:15
13:45～14:30

119 旭市 小 9月17日(火)
10:25～11:10
11:25～12:10

120 旭市 小 9月20日(金)
10:30～11:15
11:30～12:15
13:45～14:30

121 旭市 中 6月13日(木) 11:35～12:25
オリンピック・パラ
リンピック教育推
進校

嚶鳴小
算数(2)
算数(4)

春日小

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

豊岡小
道徳(4)
道徳(6)

明神小 国語(2)

高神小
道徳(2・4)
道徳(6)

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

琴田小
算数(2・3)
算数(6)

三川小
算数(1)
算数(4)
算数(5)

鶴巻小
算数（2）
算数（4）
算数（5）

干潟小 算数(5)

中和小
道徳(2)
道徳(4)
道徳(6)

第二中 道徳(1・2・3)

三川小
算数(2)
算数(3)
算数(6)

船木小
道徳(2)
道徳(4)

本城小 道徳(6)

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

銚子二中

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

銚子三中
音楽(2)･保体(1)･英語(3)
国語(特)･数学(1)･理科(3)･保体(2)
国語(2)･社会(3)･道徳(1)

椎柴小
道徳(2・6)
道徳(3)

豊里小

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

銚子一中
国語(2)
国語(1)

銚子三中
国語(2)･理科(3)･保体(1)
国語(3)･社会(3)･保体(2)･道徳(1)
数学(1)･音楽(2)･英語(3)

銚子五中

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



122 旭市 中 7月3日(水)
10:30～11:20
11:30～12:20
13:20～14:10

123 匝瑳市 小 7月9日(火)
10:30～11:15
11:25～12:10

124 匝瑳市 小 7月12日(金)
11:15～12:00
13:30～14:15

125 匝瑳市 小 9月18日(水)
11:30～12:15
13:45～14:30

126 匝瑳市 中 6月26日(水)

13:10～14:00
14:15～15:05

127 匝瑳市 中 7月2日(火)
13:20～14:10

14:20～15:10

体験活動を通し自主的
に防災について考え行
動できる生徒の育成
(11月27日（水）)

128 匝瑳市 中 9月12日(木）

12:35～13:25

13:35～14:25

野栄中
国語(3)・社会(2)・数学(2)・音楽(1)・英語(3)
特活(1)・自立活動(特)
社会(1)・数学(3)・理科(3)・保体(2)・家庭(1)　道徳(2)

八日市場第一中

国語(1)･社会(1)・数学(2)・理科(1)・音楽(2)・
美術(3)・外国語(2)・道徳(3)・自立活動(特)

国語(3)・社会(3)・数学(3)・保体(2)・外国語(1)
道徳(2)・数学(特)

椿海小
算数(2)
算数(4)

栄小
道徳(3)
道徳(6)

八日市場二中

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

旭一中
国語(2)・社会(1)・数学(1・3)・理科(2)・英語(1)
国語(1)・体育(2)・数学(1)・理科(3)・社会(1)
総合(1・2・3)

共興小
算数(3)
算数(6)


