
様式４

備考

展開時間
平成３１年度

研究指定
（公開日）

1 船橋市 小 10月3日(木) 13：40～14：25
2 船橋市 小 10月8日（火） 14:50～15:35

3 船橋市 小 10月15日(火)
11:20～12:05
13:40～14:25

4 船橋市 小 10月17日（木） 13:30～14:15

5 船橋市 小 10月17日(木)
11:30～12:15
13:45～14:30

6 船橋市 小 10月23日（水） 13:30～14:15
図書館ガイドライ

ン
（10月23日）

7 船橋市 小 10月24日(木)
13:40～14:25
14:30～15:15

8 船橋市 小 10月26日(土)
8:40～ 9:25
9:30～ 10:15
10:40～11:25

9 船橋市 小 10月26日(土)
9:35～10:20
10:30～11:15

10 船橋市 小 10月26日(土) 8:35～10:15
11 船橋市 小 10月26日（土） 8:30～11:05

12 船橋市 小 10月26日（土）

8:40～9:25

9:35～10:20

13 船橋市 小 10月30日(水) 13:35～14:20
確かな学力の
向上中間発表

(10月30日)

14 船橋市 小 10月30日(水) 10:45～11:30

15 船橋市 小 11月1日(金)
11:30～12:15
13:45～14:30

16 船橋市 小 11月2日(土)

9:30～10：15

10:40～11:25

17 船橋市 小 11月2日(土)
10：20～11：05
11：15～12：00

18 船橋市 小 11月2日(土)

8:40～9:25

9:35～10:20

19 船橋市 小 11月2日（土）
10:40～11:25
11:30～12:15

番
号

教育
委員会名

学校名
学
校
種

ちば「授業練磨の公開日」実施予定一覧

教育事務所名 葛南教育事務所

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年
開催日

芝山西小 道徳（1,2,3,4,5,6)
高根小 算数（4）

海神小
算数(2)
算数(4)

湊町小 国語（特）

塚田小
国語(5)
国語(6)

高根台第二小

国語(3)
展開場所は高根台中学校
全体会は高根台第二小学校

行田東小
算数(3)
算数(4)

二和小
国語・算数・生活(1,2)
国語・社会・算数(3,4)
国語・算数・理科(5,6)

法典西小
教科等未定（1,2,3,4,5,6）
教科等未定（1,2,3,4,5,6）

中野木小 オープンスクール(1,2,3,4,5,6)
二宮小 オープンスクール(1,2,3,4,5,6)

飯山満小

国語（1,2,4,5,6）・社会（5）算数（1,2,3,6）・理科（4,6)・体
育（5）・道徳（2,3,6）・図工（1）

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

船橋小 理科(3,4,5,6)・生活(1,2)・音楽(特)

高郷小 道徳(1)

金杉小
生活単元（特）
社会(4)

峰台小

国語(4,5,6)･社会(4,5)･算数(1,2,3,5,6)
理科(3,5)･生活(1)･音楽(4)･体育(2,4,特)
外国語(1)･総合(3)

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

前原小
国語(1,2,4,特)・社会(6)・算数（3,5,6）・理科(6)・生活
(1,2)・音楽(3,特)・図工(4)・道徳（4,5）・外国語(5)

飯山満南小

国語(1,3,4,5,6)・社会(3)・算数(1,2,3,4,5,6)・理科(4,6)・生
活(1)・体育(2)・道徳(2,5)

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

薬円台小 各教科・領域(1,2,3,4,5,6,特)



20 船橋市 小 11月7日(木)
13:00～13:45
14:00～14:45

学校体育
（11月7日）

21 船橋市 小 11月7日（木） 13:45～14:30

22 船橋市 小 11月9日(土)
8:25～9:10
9:20～10:05

23 船橋市 小 11月9日(土)
8:30～9:15
9:25～10:10
10:20～11:05

24 船橋市 小 11月9日(土) 9:00～11:30

25 船橋市 小 11月9日（土）
9:30～10:15
10:40～11:25

26 船橋市 小 11月9日（土）
9:35～10:20
10:40～11:25

27 船橋市 小 11月9日(土)
8:35～9:20
9:20～10:10

28 船橋市 小 11月11日（月）
11:30～12:15
13:45～14:30

29 船橋市 小 11月12日（火） 14:50～15:35
30 船橋 小 11月12日(火) 13:15～14:20

31 船橋市 小 11月14日(木)
11:30～12:15
13:45～14:30

32 船橋市 小 11月15日(金)
13:40～14:25
14:30～15:15

33 船橋市 小 11月16日(土)

9:00～9:45

9:55～10:40

34 船橋 小 11月16日（土）

9:30～10:15

10:35～11:20

35 船橋市 小 11月16日(土)
9:30～10:15
10:35～11:20

36 船橋市 小 11月16日（土）
9:35～10:20
10:30～11:15

37 船橋市 小 11月16日(土)

9:30～10:15

10:25～11:10

38 船橋市 小 11月16日(土)

8:35～9:20

9:25～10:10

10:15～11:00

39 船橋市 小 １１月１６日（土）
9:10～9:55
10:05～10:50

40 船橋市 小 11月16日(土)
9:00～9:45
9:55～10:40
10:50～11:35

41 船橋市 小 11月16日(土) 13:25～14:10

42 船橋市 小 11月22日(金)
11:20～12:05
13:40～14:25

43 船橋市 小 11月22日(金) 11:35～12:20

44 船橋市 小 11月25日(月)
11:30～12:15
１3:45～14:30

45 船橋市 小 11月25日（月） 13:40～14:25

三咲小
体育(2,4)
体育(3,5)

習志野台第一小 生活(1)

八木が谷北
国語(1,2,3,4,6)・算数(4,5)・理科(5)・総合（特）
国語(3,5,6)・算数(1,2,4,5,6)・社会(4)・総合（特）

芝山東小
国語(1,2,5,6)・社会(6)・算数(3,4,5,6)・理科(3,5)・生活
(1,2)・道徳(1,2,3,4)・総合(4)

芝山西小 生活（1,2,3)・総合（4,5,6）

習志野台第一小 各教科及び道徳(1,2,3,4,5,6)

習志野台第二小 展開教科は未定(1,2,3,4,5,6)

坪井小 全教科(1,2,3,4,5,6)

塚田小
国語（1）
国語（2）

高根小 算数（6）
高根東小 生活(1,2)・総合(3,4,5,6)

行田西小 道徳(1,2)

行田東小
算数(1)
算数(2)

小栗原小

国語（1,3,5）・社会（3,5）・算数（2,4,6）・理科（4,6）・生活
（1,2）・体育（3,5）・道徳（1,2）・特活（4,6）

国語（2,4,6）・社会（4,6）・算数（1,3,5）・理科（3,5）・生活
（1,2）・体育（4,6）・道徳（1,2）・特活（3,5）

法典小

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

国語(2,3,4,5,6)・社会(5)・算数(2,3,4)・理科(5)・生活(1)・
音楽(3,5)・図工(2)・体育(4)・外国語(5)・総合(6)

丸山小 未定(1,2,3,4,5,6）

七林小 全教科(1,2,3,4,5,6)

田喜野井小

国語・社会・算数・理科・生活・図工
家庭・体育・道徳・総合・特活から選択
(1,2,3,4,5,6)

国語・社会・算数・理科・生活・図工
家庭・体育・道徳・総合・特活から選択
(1,2,3,4,5,6)

三山小

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

古和釜小 国語・算数・道徳・総合(1,2,3,4,5,6）

大穴小
音楽(2,4,6)
国語(6)・社会(5)・算数(1)・道徳(2,3,4)
音楽(1,3,5,特)

大穴北小 全学級・全教科予定

海神小
算数(1)
算数(3)

高郷小 道徳(6)

宮本小
国語（1）
国語（3）

坪井小 理科(6)・図工(2)・総合(3)



46 船橋市 小 11月26日（火）
13:45～14:30
14:35～15:20

47 船橋市 小 11月27日（水）
11:30～12:15
13:45～14:30

48 船橋市 小 11月29日(金)
11:30～12:15
13:45～14:30

49 船橋市 小 11月30日(土) 10:00～10:45

50 船橋市 小 11月30日(土)
8:40～9:25
9:30～10:15
10:40～11:25

51 船橋市 小 11月30日（土）
8:40～9:25
9:30～10:15
10:25～11:10

52 船橋市 小 11月31日（土）
9:20～10:05
10:15～11:00
11:05～11:50

53 船橋市 小 12月3日（火）
13：50～14：35
14：40～15：25

54 船橋市 小 12月10日(火)
9:30～10:15
10:40～11:25

55 船橋市 小 12月10日(火) 13:40～14:25

56 船橋市 小 12月10日（火）
13:40～14:25
14:30～15:15

57 船橋市 小 12月11日(水)

8:45～9:25
9:30～10:15
10:40～11:25
11:30～12:15

58 船橋市 小 12月12日(木)
9:30～10:15
10:40～11:25
11:30～12:15

59 船橋市 小 12月13日(金)
9:30～10:15
10:40～11:25
11:30～12:15

60 船橋市 小 12月14日(土) 10:15～11:00
61 船橋市 小 12月17日（火） 14:50～15:35

62 船橋市 小 12月20日(金)
11:25～12:10
13:45～14:30

63 船橋市 小 1月20日（月） 13:55～14:40
64 船橋市 小 1月24日（金） 13:45～14:30 
65 船橋市 小 1月27日（月） 13:45～14:30

66 船橋市 小 1月30日(木)
13:30～14:15
14:30～15:15

67 船橋市 小 2月3日(月) 13:40～14:25
68 船橋市 小 2月7日(木) 13:40～14:25
69 船橋市 小 2月13日(水) 13:40～14:25

70 船橋市 小 2月18日(火)
13:40～14:25
14:30～15:15

71 船橋市 小
学力向上交流会
（１１月２２日）

72 市川市 小 10月2日(水) 13:40～14:25

73 市川市 小 10月3日(木)
11:20～12:05
13:35～14:20

74 市川市 小 10月11日(金)
11:30～12:15
13:45～14:30

75 市川市 小 10月16日(水)
11:15～12:00
13:00～13:45

76 市川市 小 10月16日(水) 11:30～12:15

77 市川市 小 10月21日(月)
11:30～12:15
13:35～14:20

78 市川市 小 10月23日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

79 市川市 小 10月23日(水)
11:25～12:10
13:45～14:20

80 市川市 小 10月23日(水) 13:45～14:30

国語(1)
国語(1)

大町小
国語(3)
国語(6)

南新浜小 算数(3,6)

総合(3)
総合(4)

柏井小 国語(3)

百合台小
算数(1)
算数(1)

音楽(5)

宮久保小
国語(1)
国語(1)

八幡小
国語(1)
国語(2)

大和田小

八幡小

菅野小

習志野台第一小 理科(5)

塚田小
国語（3）
国語（4）

海神南小
国語（1）
国語（2）

南本町小 道徳（1,2,3,4,5,6）

夏見台小

国語（1,2,3,4,5,6）・社会（3,4,5,6）・算数（1,2,3,4,5,6）・理
科（3,4,5,6）・生活（1,2）・音楽（1,2,3,4,5,6）・図工
（1,2,3,4,5,6）・家庭（5,6）・体育（1,2,3,4,5,6）・道徳
（1,2,3,4,5,6）・総合（3,4,5,6）

三山東小
社会（3,4）・算数（1,6）・生活（2）・図工（5）
国語（1,2）・算数（3）・理科（4,5）・家庭（6）
道徳（1,2,3）・体育（4,5,6）

高根台第二小

国語（1,5）・算数（3）・道徳（1,5）
社会(2)・理科(2)・図工(1)
体育(3)・生活(2)・総合(3)

湊町小
国語（3）
国語（4）

八木が谷小
英語(1,2)

丸山小 国語(1)

坪井小
社会(4)
算数(5)

八木が谷小
英語(6)

八木が谷小
英語(5)

八木が谷小
英語(3,4)

金杉台小 道徳(1,2,3,4,5,6)
高根小 算数（2）

西海神小
国語(1)
国語(3)

小室小 展開教科は未定(1,2,3,4,5,6)
習志野台第二小 展開教科は未定(1,2,3)
習志野台第二小 展開教科は未定(4,5)

八栄小
道徳(1)
道徳(2)

二和小 国語(1)・社会(5) ・算数(2,4)・理科(3)
芝山西小 国語（4,5,6）・算数（4,5,6）
芝山西小 国語（1,2,3）・算数（1,2,3）

二和小 総合(6)

葛飾小



81 市川市 小 10月24日(木) 13:40～14:25
82 市川市 小 10月28日(月) 11:30～12:15
83 市川市 小 10月30日(水) 11:30～12:15

84 市川市 小 11月1日(金)
11:25～12:10
13:45～14:30

学力向上推進
校

(6月21日
9月20日
11月1日
11月29日
12月13日
1月24日）

85 市川市 小 11月7日(木)
11:30～12:15
13:35～14:20

86 市川市 小 11月8日(金)
11:30～12:15
13:35～14:20

87 市川市 小 11月11日(月) 13:45～14:30

学力向上推進校
(6月5日
9月30日

11月11日)

88 市川市 小 11月11日(月)
10:35～11:20
11:25～12:10
13:40～14:25

89 市川市 小 11月18日(月)
11:30～12:15
13:25～14:10

90 市川市 小 11月18日(月)
11:25～12:10
13:45～14:20

91 市川市 小 11月19日(火)
13:45～14:30
14:35～15:20

92 市川市 小 11月20日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

93 市川市 小 11月20日(水)
11:15～12:00
13:15～14:00
14:05～14:50

94 市川市 小 11月20日(水) 11:30～12:15

95 市川市 小 11月21日(木) 時間未定

市川市理科研
修センター校・
学力向上推進

校

96 市川市 小 11月21日(木)
10:35～11:20
11:25～12:10
13:40～14:25

97 市川市 小 11月22日(金)
11:25～12:10
13:45～14:30

学力向上推進
校

(6月21日
9月20日
11月1日
11月29日
12月13日

98 市川市 小 11月25日(月)
11:30～12:15
13:40～14:25

99 市川市 小 11月26日(火)
11:30～12:15
13:30～14:15

学力向上推進
校

100 市川市 小 11月27日(水)
13:00～13:45
14:00～14:45

101 市川市 小 11月27日(水)
11:30～12:15
13:35～14:20

102 市川市 小 11月27日(水) 13:45～14:30

理科(3・4・5・6年)
生活(1・2年)

南新浜小 算数(2)(5)

市川小
国語(1,3,5年)
国語(2,4,6年)

若宮小
理科(3,5)・生活(1)
理科(4,6)・生活(2)

百合台小
算数(3)
算数(3)

国語(4)
国語(4)

百合台小
算数(5)
算数(5)

百合台小
算数(4)
算数(4)

算数(3)
柏井小 国語(1)

稲荷木小 国語(3)

国語(1)
国語(2)

北方小

二俣小

真間小

新井小

大町小

大野小

大和田小

菅野小

大和田小

国分小

真間小

大柏小

柏井小

中山小

国語(5)
国語(6)

国語(5)
国語(5)

理科(5)･生活(2)

国語(3)
国語(3)
国語(3)
国語(3)
国語(3)

国語(6)
国語(6)
国語(6)

国語(2)
国語(2)

算数(1)
算数(1)

算数(1)
算数(2,4)
算数(5)
国語(2)



103 市川市 小 11月28日(木) 未定
学力向上推進

校

104 市川市 小 11月29日(金) 未定
学力向上推進

校
(11月29日)

105 市川市 小 11月29日(金)
11:30～12:15
13:40～14:25

106 市川市 小 12月2日(月)
11:20～12:05
13:35～14:20

107 市川市 小 12月3日(火)
11:30～12:15
13:35～14:20

108 市川市 小 12月3日(火)
13:35～14:20
14:25～15:10

109 市川市 小 12月4日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

学力向上推進
校

110 市川市 小 12月4日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

111 市川市 小 12月4日(水) 11:30～12:15

112 市川市 小 12月4日(水)
11:20～12:05
13:35～14:20

113 市川市 小 12月4日(水)
11:30～12:15
13:35～14:20

114 市川市 小 12月4日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

学力向上推進
校

115 市川市 小 12月5日(木)
11:30～12:15
13:45～14:30

116 市川市 小 12月9日(月)
11:30～12:15
13:25～14:10

117 市川市 小 12月10日(火) 13:25～14:10
学力向上推進

校

118 市川市 小 12月12日(木) 11:30～12:15

119 市川市 小 12月12日(木)
11:30～12:15
13:40～14:25

学力向上推進
校

（12月12日）

120 市川市 小 12月12日(木)
11:30～12:15
13:35～14:20

121 市川市 小 12月12日(木)
10:35～11:20
11:25～12:10
13:40～14:25

122 市川市 小 12月13日(金) 未定

123 市川市 小 12月18日(水) 13:45～14:30

124 市川市 小 1月22日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

学力向上推進
校

(10月30日)

125 市川市 小 1月22日(水)
11:30～12:15
13:50～14:35

126 市川市 小 1月23日(木)
11:25～12:10
13:40～14:25

127 市川市 小 1月27日(月)
11:30～12:15
13:40～14:25

128 市川市 小 1月28日(火) 13:35～14:20
129 市川市 小 1月29日(水) 13:15～14:00

130 市川市 小 1月29日(水)
11:15～12:00
13:15～14:00
14:05～14:50

131 市川市 小 1月31日(金)
11:30～12:15
13:40～14:25

柏井小 国語(5)

大野小
算数(1)
算数(3,4)
算数(6)

曽谷小
国語(1)
国語(1)

大和田小
国語(5)
国語(5)

菅野小
国語(4)
国語(4)

百合台小 算数(特)

南新浜小 算数(1,4)

宮田小
特活(2,5)
特活(3,5)

福栄小 未定

新浜小
算数(1)
算数(2)

大和田小
国語(4)
国語(4)
国語(4)

二俣小 未定

幸小 算数(2,3,6)

稲荷木小 国語(1)

鶴指小
国語(3)・算数(4)
国語(5)・算数(6)

塩焼小
国語(1)・算数(3)
国語(4)・算数(5)

国府台小
国語(1)
国語(3)・算数(2)

 国分小
国語(1)
国語(1)

稲荷木小 国語(4)

宮久保小
国語(2)
国語(2)

大洲小
国語(3)
国語(5)

算数(4)
算数(6)

宮田小
特活(1,2,3)
特活(4,5,6)

菅野小
国語(2)
国語(2)

信篤小 道徳(2,5)

宮久保小
国語(3)
国語(3)

百合台小
算数(2)
算数(2)

平田小 国語(1～6)

冨貴島小 国語(1～6)

富美浜小



132 市川市 小 1月31日(金)
11:30～12:15
13:45～14:30

学力向上推進
校

133 習志野市 小 10月3日(木)
9:15～9:45
9:50～10:20
11:00～11:45

134 習志野市 小 10月4日(金)

9:00～9:45
9:50～10:20
10:30～10:45
10:55～11:25
11:30～12:00

135 習志野市 小 10月7日(月)
9:15～10:00
10:15～11:00

136 習志野市 小 10月9日(水)

9:15～9:38
9:37～10:00
10:15～10:38
10:37～11:00
9:15～10:00
10:15～11:00

137 習志野市 小 10月10日(木)
9:15～10:00
10:15～11:00

138 習志野市 小 10月17日(木)
9:15～10:00
10:15～11:00

139 習志野市 小 10月18日(金)
9:00～9:45
10:00～10:45

140 習志野市 小 10月24日(木)
9:15～10:00
10:15～11:00

141 習志野市 小 10月29日(火)
9:15～10:00
10:10～10:55

142 習志野市 小 10月30日(水)
9:15～10:00
10:10～10:55
11:05～11:50

143 習志野市 小 11月6日(水)
9:15～10:00
10:15～11:00

144 習志野市 小 11月7日(木)
9:15～10:00
10:15～11:00

145 習志野市 小 11月8日(金)
9:20～10:05
10:20～11:05

市指定研究公開日

11月8日(金)

146 習志野市 小 11月26日(火)
13:45～14:30
14:00～14:45

147 八千代市 小 10月3日(木) 13:50～14:35
（市）ユネスコス
クール推進校

148 八千代市 小 10月4日(金)
 9:00～ 9:45
 9:55 ～10:40
10:50～11:35

149 八千代市 小 10月8日(火) 13:45～14:30

150 八千代市 小 10月10日(木) 13:50～14:35
（市）ユネスコス
クール推進校

151 八千代市 小 10月15日(火)
10:45～11:30
11:35～12:20
13:45～14:30

152 八千代市 小 10月15日(火) 13:50～14:35
（市）ユネスコス
クール推進校

153 八千代市 小 10月17日(木) 13:50～14:35
（市）ユネスコス
クール推進校

154 八千代市 小 10月18日（金）

12:55～13:40
①
13:50～14:35
②

155 八千代市 小 10月18日(金) 午後
（県）「学力・学習状
況」検証事業協力

156 八千代市 小 10月19日(土) 10:25～11:10

157 八千代市 小 10月19日(土)
9:35～10:20
10:45～11:30

158 八千代市 小 10月23日(水) 未定

159 八千代市 小 10月24日(木) 13:50～14:35
（市）ユネスコス
クール推進校

みどりが丘小
体育(1)
自立活動(特)

八千代台小 教科未定(1,2,3,4,5,6,特)

勝田台南小
国語(1,2)･算数(1,2)･生活(2)･社会(3,5)
理科(4,6)･体育(3)･道徳(6),音楽(4)･外国語(5)

西高津小 体育(1,2,3,4,5,6)

みどりが丘小 外国語(1,5)

萱田南小 国語(1,2)･理科(3,4,5,6)

南高津小 全学年　展開教科未定

みどりが丘小 道徳(1,特)

八千代台東小

体育(1)
体育(4)
体育(6)

みどりが丘小
生活(2)
特活(3)

みどりが丘小
国語(4)
算数(2)

勝田台小
体育(2,3,4,5,6)
体育(1,2,3,5,6)
体育(1,4,5,6)

八千代台東小 特活(1,2)

実籾小
生活科(1・2)理科(3・4・5・6)
生活科(1・2)理科(3・4・5・6)

藤崎小
算数(1～6)
算数(1～6)

袖ケ浦西小
道徳(1)国語(2)算数(3)自立活動(特)
算数(4)家庭(5)社会・算数(6)

袖ケ浦東小
国語(1～6)
国語(1～6)

秋津小
体育(1～6)
体育(1～6)
体育(1～6)

谷津南小
生活科(1・2)社会(3・4・5・6)
生活科(1・2)社会(3・4・5・6)

大久保小
国語(1～6)
国語(1～6)

東習志野小 生活科(1・2)理科(3・4・5・6)
生活科(1・2)理科(3・4・5・6)

大久保東小
国語(1～6)
国語(1～6)

谷津小
生活科(1・2)社会(3・4・5・6)
生活科(1・2)社会(3・4・5・6)

向山小

外国語活動（1,2）
外国語活動（1,2）
外国語活動（1,2）
外国語活動（1,2）
外国語活動・外国語（3～6）
外国語活動・外国語（3～6）

鷺沼小
生活科(1・2)理科(3・4・5・6)生活単元学習(特)
生活科(1・2)理科(3・4・5・6)

妙典小
国語(1)・総合(3,5)
国語(2)・総合(4,6)
体育(1～6)
体育(1～6)
体育(1～6)

屋敷小

体育(1～6)
体育(1～6)
業間体育(1～6)
体育(1～6)
体育(1～6)

津田沼小



160 八千代市 小 10月25日(金) 9:35～10:20

161 八千代市 小 10月29日(火)
10:45～11:30
11:35～12:20
13:45～14:30

162 八千代市 小 10月31日(木) 13:50～14:35
（市）ユネスコス
クール推進校

163 八千代市 小 11月6日(水)
13:10～13:55
14:00～14:45

国立教育政策研究
所

実践研究協力校
（特別活動）

164 八千代市 小 11月6日（水） 未定

165 八千代市 小 11月12日(火)
10:45～11:30
11:35～12:20
13:45～14:30

166 八千代市 小 11月14日(木) 13:40～15:15

167 八千代市 小 11月15日(金) 未定
（市）理科セン

ター
（11月15日）

168 八千代市 小 11月26日(火)
10:45～11:30
11:35～12:20
13:45～14:30

169 八千代市 小 11月26日(火)
9:30～10:15
10:30～11:15

（市）小中連携
教育

170 八千代市 小 11月27日(水) 10:20～12:00
（市）道徳

(11月27日)

171 八千代市 小 11月28日(木)
10:20～11:05
11:15～12:00

（市）ユネスコス
クール推進校

172 八千代市 小 11月28日(木) 13:40～14:25

173 八千代市 小 11月29日(金)
13:00～13:45
13:50～14:35

（市）ICT活用推
進校

174 八千代市 小 12月3日(火) 13:45～14:30

175 八千代市 小 2月5日(水)
13:10～13:55
14:00～14:45

国立教育政策研究
所

実践研究協力校
（特別活動）

176 八千代市 小 2月12日(水) 13:05～14:40

177 八千代市 小 2月13日(木) 午後
（県）「学力・学習状
況」検証事業協力

校

178 八千代市 小 2月13日(水) 13:45～14:30
179 八千代市 小 12月10日(火) 13:45～14:30

180 八千代市 小 11月12日（火） 午前（予定）
（市）ユネスコス
クール推進校

181 浦安市 小 10月2日(水) 11:40～12:25
182 浦安市 小 10月17日(木) 13:45～14:30

183 浦安市 小 10月18日(金)
13:45～14:30
14:35～15:20

184 浦安市 小 10月24日（木）
　9：15～10：00
10：15～11：00
11：15～12：00

千葉県教育委員会
研究指定「学校体
育」
市体力向上推進校
　（公開日10月24
日）

新木戸小 外国語（全）

南高津小 全学年　展開教科未定

八千代台小 全学級
八千代台東小 音楽(3)

八千代台東小 体育(4,6)

大和田小
特活(特,3)
特活(2,3,6)

阿蘇小 国語(1,2)

大和田南小
生活(1,2)･社会(3,4,5,6),交流活動
総合，イマージョン学習(未定)

大和田西小 社会（3）

八千代台西小 生活(1,2)･総合(3,4,5,6)

八千代台東小

体育(2)
体育(3)
体育(5)

村上小
算数(1,2,3,4,5,6)
算数(1,2,3,4,5,6)

村上北小 道徳(1,2,3,4,5,6,特)

八千代台東小

体育(2)
体育(3)
体育(5)

阿蘇小 国語(1,5)

村上東小 理科(3,4,5,6)･生活(1,2)

みどりが丘小
理科(4)
社会(3)

大和田小
特活(1,3,5)
特活(2,4,6)

米本南小 国語(1,2,3,4,5,6,特)

八千代台東小 算数(2)

八千代台東小

体育(1)
体育(4)
体育(6)

南小 社会(6)
美浜北小 生活（1）

美浜北小
社会（6）
社会（6）

東小
体育（1）・体育（2）
体育（3）・体育（4）
体育（5）・体育（6）



185 浦安市 小 10月25日(金)
11:25～12:10
13:35～14:20

県福祉教育推
進校

186 浦安市 小 10月30日(水) 13:45～14:30

187 浦安市 小 10月30日(水)
11:10～11:55
13:00～13:45

県福祉教育推進
校

市体力向上推進

188 浦安市 小 10月31日(木)
13:00～13:45
13:55～14:40

189 浦安市 小 10月31日(木)
11:35～12:20
13:50～14:35

190 浦安市 小 10月31日(木)
11:35～12:20
13:45～14:30

市小中連携教
育教科推進校

（理科）
市理科センター

校

191 浦安市 小 11月6日(水)
11:35～12:20
13:50～14:35

192 浦安市 小 11月7日(木） 13:40～14:25

193 浦安市 小 11月7日(木)
11:40～12:25
13:55～14:40

194 浦安市 小 11月7日（木）
11:40～12:25
13:50～14:25

市小中連携教
育教科推進校
（表現）
市体力向上推
進校

195 浦安市 小 11月8日(金)
11:25～12:10
13:35～14:20

県福祉教育推
進校

196 浦安市 小 11月12日(火)
13:45～14:30
14:35～15:20

197 浦安市 小 11月15日(金)
10:00～10:45
13:45～14:15

市幼保小中連携
教育教科推進校

（道徳）
公開日9月10,17

198 浦安市 小 11月15日(金)

10:35～ 11:20

11:35～ 12:20

市小中連携教
育教科推進校
（表現）
市体力向上推
進校

199 浦安市 小 11月19日(火)
11:30～12:15
13:45～14:30

200 浦安市 小 11月19日(火) 13:25～14:10
201 浦安市 小 11月20日(水) 13:45～14:30

202 浦安市 小 11月26日（火）
11:25～12:10
13:20～14:05

市幼保小中連
携

教育教科推進

203 浦安市 小 11月28日(木）
11:30～12:15
13:40～14:25

204 浦安市 小 11月28日(木)
11:40～12:25
13:55～14:40

205 浦安市 小 11月28日(木)
11:10～11:55
13:00～13:45

県福祉教育推進
校

市体力向上推進

206 浦安市 小 11月28日(木)
11:30～12:15
13:45～14:30

207 浦安市 小 12月3日(火)
13:55～14:40
14:45～15:30

208 浦安市 小 12月3日(火)
11:30～12:15
13:45～14:30

209 浦安市 小 12月4日(水) 13:45～14:30

210 浦安市 小 12月5日(木)
13:30～14:15
14:20～15:05

国オリンピック・パ
ラリンピック教育推
進校、
市小中連携教育教
科推進校（算数・数
学）
(公開日6月20・27
日、9月5日)

生活科（1）
生活科（2）

高洲小

入船小

北部小 算数（3）

富岡小
算数(1)
算数(4)

舞浜小
国語(2)
国語(3)

高洲小
国語(3)
国語(4)

東野小
国語(1)
国語(3)

国語(2)
国語(5)

浦安小 国語（4）

南小
算数(2)
算数(5)

明海小
外国語活動（3,4）
外国語活動（3,4）

東野小
国語(2)
国語(6)

美浜北小
社会（4）
社会（4）

日の出小
道徳（1,3,5）
道徳（2,4,6）

明海南小

国語（1）・社会（3）・算数（5）・生活（2）・音楽（4）・外国
語（4）・特別支援
算数（4）・理科（1）・図工（2）・体育（5）・道徳（3）・特別
活動（6）・総合（5）

美浜北小
生活（2）
生活（2）

高洲北小 国語（4,5）
北部小 算数（1）

日の出南小
道徳（1）
道徳（5）

浦安小
国語(1)
国語(6)

南小
算数(1)
算数(4)

富岡小
算数(3)
算数(5)

美浜北小
社会（5）
社会（5）

南小
道徳(1)
道徳(5)

美浜北小
社会（3）
社会（3）

北部小 算数（2）

見明川小
算数（3）
算数（5）



211 浦安市 小 １2月5日（木）
11:40～12:25
13:50～14:25

市小中連携教
育教科推進校
（表現）
市体力向上推
進校

212 浦安市 小 12月12日(木)
13:00～13:45
13:55～14:40

213 浦安市 小 1月16日(木) 13:45～14:15

市幼保小中連携
教育教科推進校

（道徳）
公開日9月10,17

214 浦安市 小 1月17日（金）
11:25～12:10
13:20～14:05

市幼保小中連携
教育教科推進校

（道徳）
公開日9月10,17

215 浦安市 小 1月21日(火)
11:25～12:10
13:45～14:15

市幼保小中連携
教育教科推進校

（道徳）
公開日9月10,17

216 浦安市 小 1月24日(金) 13:35～14:20
県福祉教育推
進校

217 浦安市 小 1月30日(木）
11:30～12:15
13:40～14:25

218 浦安市 小 1月30日(木) 未定
219 船橋市 中 10月23日(水) 13:50～14:40

220 船橋市 中 10月24日(木)
10:40～11:30
11:45～12:35

221 船橋市 中 10月24日(木)

8:45～  9:35
9:45～10:35
10:45～11:35
11:45～12:35

222 船橋市 中 10月25日（金）

8:45～9:35

9:45～10:35

10:45～11:35

11:45～12:35

13:25～14:15

14:25～15:15

223 船橋市 中 10月27日(土)
 8:40～ 9:00
 9:15～10:05
10:20～11:10

224 船橋市 中 11月13日(水) 13:30～14:20
確かな学力の向上

（11月13日）

225 船橋市 中 11月15日（金） 13:30～14:20

226 船橋市 中 11月16日（土） 8:45～10:35 学校体育

227 船橋市 中 11月16日(土)
8:45～9:35
9:45～10:35

228 船橋市 中 11月16日(土)
8:55～9:45
9:55～10:45
10:55～11:45

229 船橋市 中 11月16日(土)
9:10～10:10
10:15～11:05

230 船橋市 中 11月16日(土)
8:45～9:35
9:50～10:40

日の出小
道徳（4）
道徳（2）

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

七林中
国語(2)・社会(2)・数学(3)・理科(2)・音楽(3)・美術(1)保
体(2)・技術家庭(3)・英語（3)

二宮中 道徳(1,2,3)・特活(特)

船橋中
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（2,3）・保体（1,2,3）・技術（2,3）・家庭（1,3）・
英語（1,2,3）・道徳（1,2,3）・総合（1,2）

湊中 全教科(1,2,3)

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

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

高根台中 国語(1)

法田中 道徳(1,2,3)

高根台中

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

宮本中

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

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

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

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

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

特活(1,2,3)

東野小 国語(5)

浦安小
国語(5)
国語(特)

南小 理科(3)

明海小
外国語活動（1,2）
外国語活動（1,2）

舞浜小
国語(1)
国語(5)

日の出小 道徳（6）

日の出南小
道徳（2）
道徳（3）

御滝中
国語(1,2,3)・社会(1,2)・数学(1,2,3)・理科(1,2,3)・音楽
(1,2,特）・美術(1,2)・保体(3)・英語(1,2,3)



231 船橋市 中 11月16日(土) 11:45～12:35

232 船橋市 中 11月16日（土）

13:25～14:15

14:25～15:15
船橋市教育委員会
研究指定校（道徳教

育）

233 船橋市 中 １１月２１日（木） 13:25～14:15

234 船橋市 中 １１月２１日（木）
10:45～11:35
11:45～12:35

235 船橋市 中 11月22日(金) 13:20～14:10
学力向上交流会
（１１月２２日）

236 船橋市 中 11月23日（土） 10：45～11：35

237 船橋市 中 12月7日(土)
8:45～9:35
9:50～10:40
10:55～11:45

238 船橋市 中 12月7日（土）

8:45～9:35

9:45～10:35

239 市川市 中 10月8日(火)

9:40～10:30
10:40～11:30

11:40～12:30

240 市川市 中 10月10日(木)

9:40～10:30

10:40～11:30

11:40～12:30

市川市
中高連携
推進研究校

241 市川市 中 10月23日(水)

8：45～9：35

9：45～10：35

10：45～11：35

11：45～12：35

242 市川市 中 11月6日(水) 14:00～14:50

市川市中高
連携推進研究・
学力向上推進

校

243 市川市 中 11月6日(水)
11:30～12:20
14:00～14:50

244 市川市 中 11月8日(金) 13:25～14:15
特色ある道徳
教育推進校
(11月8日)

245 市川市 義 11月21日(木)
11:40～12:30
13:45～14:35

246 市川市 中 12月11日(水) 13:15～15:05
247 市川市 中 2月7日(金) 13:50～15:40

248 習志野市 中 9月30日(月)

9:45～10:35

10:50～11:40

「ちばっ子の学
び変革」推進事
業
9月30日（月）

249 習志野市 中 10月25日(金)

10:40～11:30

11:30～12:30

東国分中

第八中

第五中

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

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

第一中

福栄中

南行徳中

全教科(未定)

塩浜学園

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

社会(1)・数学(1)･理科(2,3)
保体(2,3)・英語(1)

道徳(2)

ふるさと防災科(8)
ふるさと防災科(9)
総合(1,2,3)
国語(1,2)・社会(1,2,3)・数学(1,2,3)
数学(1)・国語(1)・保健体育(1)
社会(2)・国語(2)・英語(2)・理科(2)
理科(3)・国語(3)・数学(3)・英語(3)
美術(1)・理科(1)・音楽(1)・数学(1)
家庭(2)・理科(2)・数学(2)・社会(2)
保健体育(3)・英語(3)・社会(3)

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

下貝塚中

南行徳中

第三中

第一中

葛飾中 国語(1,3)･数学(1,2)･理科(1)・英語(3)･道徳(1)

三田中
国語（1,2,3)・社会（1,3）・数学（1,2）・理科（2）・美術（2）・
保体（3）・英語（1,2）

旭中 全教科(1,2,3)

高根中

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

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

芝山中
国語(1,2)・社会(1,3)・数学(3)・理科(2,3)・美術(2)・英語
(1)

坪井中

国語・社会・数学・理科・音楽・美術・技術・英語(1,2,3)

国語・社会・数学・理科・音楽・保体・技術・家庭・英語
(1,2,3)

習志野台中
国語(1,2)・社会(1,2)・数学(2) ・理科(1,2,3)・音楽(3)・美
術(3) ・保体(3)・英語(1,2,3)

古和釜中
国語(1)・数学(3)・理科(1)
社会(1)・保体(1)・英語(1)



250 習志野市 中 10月25日(金)

9:20～10:10

10:25～11:15
市指定研究公開日

10月25日(金)

251 習志野市 中 10月26日(土) 9:35～10:25

252 習志野市 中 10月26日（土）
 9:10～ 10:00
 10:10～ 11:00
 11:10～ 12:00

253 習志野市 中 11月1日（金）

8:40～  9:30

9:40～10:30

10:40～11:30

11:40～12:30

254 習志野市 中 11月9日（土）

8:45～ 9:35

9:45～10:35

10:45～11:35

11:45～12:35

255 八千代市 中 10月24日（木）
  9:40～10:30
10:40～11:30

（市）ユネスコス
クール推進校

256 八千代市 中 10月25日(金)
9:55～10:45
11:00～11:50
13:00～13:50

257 八千代市 中 10月25日（金） 13:20～14:10
（市）ユネスコス
クール推進校

258 八千代市 中 10月26日(土) 8:40～9:30

259 八千代市 中 10月26日(土) 未定
（市）ユネスコス
クール推進校

260 八千代市 中 10月26日（土） 13:45～14:35
（市）ユネスコス
クール推進校

261 八千代市 中 10月29日(火)

10:25～11:25

11:30～12:20

262 八千代市 中 11月16日(土) 未定
（県）「学力・学
習状況」検証事

業協力校

263 八千代市 中 11月25日(月)
9:30 ～10:20
10:30～11:20
11:30～12:20

（市）小中連携
教育

264 八千代市 中 1月21日(火)
10:15～11:05
11:15～12:05
13:40～14:30

265 浦安市 中 10月1日（火）

10:25～11:15

11:30～12:20

市小中連携教育
教科推進校（理

科）
（公開日　10月1

266 浦安市 中 10月1日(火)

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

県福祉教育推
進校

市体力向上推
進校

睦中
国語(3)･数学(3)･音楽(1)
社会(1)･体育(2)
理科(2)･外国語(1)

阿蘇中
未定
未定
国語(1)・英語(2)・理科(2)

東高津中
国語・社会・数学・理科・英語
音楽・技術（1,2,3）

勝田台中

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

八千代台西中 未定

大和田中 全教科(1,2,3)

高津中 未定

第二中

第六中

東高津中

未定
未定
社会(2)･理科(3)

国語（3）

国語(3)･社会(1)･数学(2)･理科(1)･体育(3)･家庭(2)･英
語(3)
国語(2)･社会(3)･数学(3)･理科(3)･音楽(1)･体育(2)･技
術(1)･英語(3)

道徳(1～3)

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

国語(1・2)、家庭科(1)、道徳（1)、美術（1)、社会(2・3)、
理科（2・3)、数学(2)、技術（2)、体育（3)
英語(1・2・3)、家庭科(1)、音楽(1)、美術(1)、国語(2)、理
科(2・3)、技術（2)、社会(2・3)、数学(3)、道徳(3)
数学(1・2・3)、英語(1・2・3)、美術(1)、国語(1・3)、理科
(2・3)、体育(2)、音楽(3)
道徳(1)、国語(1・2)、英語(1・2)、理科(1・3)、数学（2・
3)、社会(2・3)、音楽(3)、体育(3)

道徳（2）
道徳（3）

阿蘇中

東高津中

入船中

社会（3）・数学（2）・理科（3）・道徳（1）・特別活動（1）・
生活（特）
国語（2）・社会（1）・理科（1）・音楽（1）・保健体育（3）・
英語（2）

富岡中 時間割どおり（全教科）

第七中

第五中

第四中



267 浦安市 中 10月2日（水）

8:45～ 9:35

9:45～10:35

10:45～11:35

11:45～12:35

13:30～14:20

268 浦安市 中 10月2日(水)

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

県福祉教育推
進校

市体力向上推
進校

269 浦安市 中 10月7日(月)

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

県福祉教育推
進校

市体力向上推
進校

270 浦安市 中 10月10日(木)

8:40～9:30

9:40～10:30

10:40～11:30

11:40～12:30

13:25～14:15

市小中連携教育
教科推進校

（表現）

271 浦安市 中 10月15日（火）

8:45～9:35
9:45～10:35
10:45～11:35
11:45～12:35

市小中連携教育
教科推進校
（算数・数学）

272 浦安市 中 10月15日(火)

 8:50～9:40
 9:50～10:40
10:50～11:40
11:50～12:40
13:35～14:25
14:35～15:25

市体力向上推
進校

273 浦安市 中 10月17日（木）

8:45～9:35
9:45～10:35
10:45～11:35
11:45～12:35

市小中連携教育
教科推進校
（算数・数学）

274 浦安市 中 10月18日（金) 13:30～14:20

市幼保小中連携
教育教科推進校

（道徳）
（公開日　10月18

日）

275 浦安市 中 10月23日（水）

 8:30～9:20

 9:30～10:20

10:30～11:20
13:05～13:55

276 浦安市 中 11月8日（金） 8：50～15：30

浦安中

国語（2,3）・社会（3）・数学（2,3）・理科（2,3）英語
（1,2,3）・音楽（3）・美術（1）・保健体育（1）・技術（1）・家
庭科（2）
国語（1,2,3）・社会（1,2,3）・数学（1,2,3）・理科（1,3）・英
語（1,2,3）・音楽（3）・技術（1）・家庭科（2）
国語（1,2,3）・社会（1,3）・数学（1,2,3）・理科（3）英語
（1,3）・美術（1）・保健体育（2）
国語（1）・社会（2,3）・数学（1,3）・理科（1,2,3）・英語
（1,2,3）・音楽（2）・美術（1）

富岡中 時間割どおり（全教科）

富岡中 時間割どおり（全教科）

明海中

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

見明川中
　展開教科及び学年については、直接本校にお問い合
わせ下さい。

美浜中 全学年時間割通り（月曜日課を予定）

見明川中
　展開教科及び学年については、直接本校にお問い合
わせ下さい。

日の出中

全学級で道徳の授業を展開します。
（授業は各学級の担任が行います。）
道徳（1学年5学級）
道徳（2学年4学級）
道徳（3学年4学級）

受付　　 12：45～13：05
展開　 　13：15～14：05
分科会　14：30～15：15
講演会　15：30～16：30

高洲中

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

堀江中 全学年・全学級・全教科


