
北総教育事務所管内

通番
学校
番号

学校名 氏名 職名
高等学校における
担当教科（科目）

希望校種
（小/中/高/特）

特別授業の実施
希望教科（科目）

指導分野及び実施概要
（授業の進め方、必要な器具、回数等）

実施希望時期
（令和　年　月　日
　午前・午後）

1 71 白井 野澤　則之 校長 理科（地学） 小/中 理科（地学）
学校の状況に応じた内容と時間を御相談を
進めながら検討します。

応相談

2 71 白井 奈良　京華 教諭 芸術（書道） 小/中 国語（書写）
学校の状況に応じた内容と時間を御相談を
進めながら検討します。

応相談

3 73 成田西陵 大野　貴幸 主幹教諭 理科（化学） 小/中/特 理科（化学）
小中高の化学分野
実験を中心とし、児童生徒の状況に応じて主
体的に課題に取り組む授業を展開します。

応相談

4 73 成田西陵 野口　仁 教諭 農業（食品製造） 小/中/特 理科
授業の中で実技演習を中心として、食育教
育を踏まえた授業を展開します。

応相談

5 73 成田西陵 成田　美恵子 教諭 農業（作物） 小/中/特
生活　理科

総合的な学習の時間
稲からリースやしめ縄を作る縄ない体験を行
います。

応相談

6 73 成田西陵 下条　泰祥 教諭 農業（造園） 小/中/特
生活

総合的な学習の時間
身の回りにある竹を使って、箸づくりなどの竹
細工を行います。

応相談

7 73 成田西陵 南雲　穣 教諭 農業（測量） 小/中/特
生活　理科　技術

総合的な学習の時間
生物に配慮した土木構造物（水田、ダム、ト
ンネル）の在り方について授業を行います。

応相談

8 73 成田西陵 白山　渉 教諭 農業（草花） 小/中/特
生活　理科

総合的な学習の時間
本校園芸科生徒と一緒に花壇の花植えを行
います。

応相談

9 73 成田西陵 鈴木　光幸 教諭 商業 小/中/特
総合的な学習の時間

技術など
コンピュータソフトを使ってゲームを作るプロ
グラミング体験を行います。

応相談

10 73 成田西陵 石井　達哉 教諭 保健体育 小/中/特 保健体育
陸上競技の各種目について、技術的な内容
の授業を展開します。

応相談

様式４
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11 74 成田国際 石毛　一郎 教諭 地歴公民（地理） 小/中/特
社会

総合的な学習の時間
その他

SDGｓの紹介や体験
①カードゲームを通して
②ＮＩＥ（新聞活用）を通して
※１時間または２時間

応相談

12 74 成田国際 山田　真梨子 教諭 芸術（美術） 小/中/特 芸術（美術） 絵画もしくはデザインの分野 応相談

13 76 下総 小出　真理子 教諭 国語 中
国語・総合・生活・

LHR等
日本語の音韻史の要素を取り入れた国語の
授業を行います。

随時（応相談）

14 76 下総 北村　　航 教諭 国語 中
国語・総合・生活・

LHR等
文学史の要素を取り入れた国語の授業を行
います。

随時（応相談）

15 76 下総 飯田　宏明 教諭 地歴公民 中
社会・総合・生活・

LHR等
チョコレート・コーヒー・紅茶から世界を見つ
めます

随時（応相談）

16 76 下総 人見　真里 教諭 数学 中
数学・総合・生活・

LHR等
四則演算を利用し、中学校の数学を指導しま
す。

随時（応相談）

17 76 下総 柴田　雅也 教諭 数学 中/高
数学・総合・生活・

LHR等
身近な事象を題材にした確率の授業を行い
ます。

随時（応相談）

18 76 下総 渡邊　麻代 教諭 理科（生物） 中
理科・総合・生活・

LHR等
生物の多様性と共通性について、写真を交
えて指導します。

随時（応相談）

19 76 下総 坂本　欣人 教諭
保健
体育

中
保体・総合・生活・

LHR等
体育種目の実技に関する指導を行います。
内容や進め方等は実施校と応相談。

随時（応相談）

20 76 下総 田中　路子 教諭
保健
体育

小/中
保体・総合・生活・

LHR等
体育種目の実技に関する指導を行います。
内容や進め方等は実施校と応相談。

随時（応相談）

21 76 下総 辻　一眞 教諭 外国語 中/高
英語・総合・生活・

LHR等

日本人が間違えやすい英語を、聞こえ方の
違いに関するクイズを取り入れて指導しま
す。

随時（応相談）

22 76 下総 玉造　正勝 教諭 外国語 中
英語・総合・生活・

LHR等
英会話の基礎を指導します。 随時（応相談）

23 76 下総 浅井　清孝 教諭 農業 小/中
理科・総合・生活・

LHR等

フラワーデザインやドライフラワーの利用。コ
サージュづくりやドライフラワーを使った作品
の製作を行います。

随時（応相談）



24 76 下総 石毛　宏二 教諭 農業 中/高
理科・総合・生活・

LHR等
野菜の歴史、おもしろ生態、栽培方法等、
「野菜」を深く掘り下げます。

随時（応相談）

25 76 下総 内藤　康明 教諭 農業 小/中
理科・総合・生活・

LHR等
植物の「種子」を教材にして、植物の分類や
生態、栽培方法等を指導します。

随時（応相談）

26 76 下総 木内　美和 教諭 農業 小/中
理科・総合・生活・

LHR等
小麦粉の種類と性質に関する実験や凝固剤
（ゼリー・寒天）に関する実験を行います。

随時（応相談）

27 76 下総 岩永　有貴 教諭 農業 小/中
理科・総合・生活・

LHR等
果菜類（トマトやスイカ）などの甘さを比べる
実験を行います。

随時（応相談）

28 76 下総 加茂　功二 教諭 農業 小/中
理科・総合・生活・

LHR等
食の安全性についての講義を行います。 随時（応相談）

29 76 下総 鈴木　陽香 教諭 農業 中
理科・総合・生活・

LHR等
ナシの栽培方法と品種について実習を交え
て指導します。

随時（応相談）

30 76 下総 髙野　泰信 教諭 農業 小/中
理科・総合・生活・

LHR等
作物（イネ、マコモ、ラッカセイ）等について実
物を用いて解説します。

随時（応相談）

31 76 下総 北川　賢二 教諭 農業 中
理科・総合・生活・

LHR等
イネや落花生、ダイズについて実物を用いて
解説します。

随時（応相談）

32 76 下総 斉藤　一彦 教諭 農業 小/中
理科・総合・生活・

LHR等
身近な造園樹木（庭木）の「葉っぱ」を教材と
した見分け方を指導します。

随時（応相談）

33 76 下総 菅谷　明 教諭 工業 小/中
技術・総合・生活・

LHR等
基礎自動車工学（講義形式） 随時（応相談）

34 76 下総 青野　志郎 教諭 工業 高
技術・総合・生活・

LHR等
工業数理の授業を講義形式で行います。 随時（応相談）

35 76 下総 新留　徳治 教諭 工業 中
技術・総合・生活・

LHR等
機械に関する分野の講義を行います。 随時（応相談）

36 76 下総 仲野　悟 教諭 工業 中
技術・総合・生活・

LHR等
機械に関する各分野について解説します。 随時（応相談）



37 76 下総 竹内　頌平 教諭 工業 中
技術・総合・生活・

LHR等
工業（機械）に関する試験について解説しま
す。

随時（応相談）

38 76 下総 小栁　直人 教諭 工業 中
技術・総合・生活・

LHR等
簡単な機械製図について講義を行います。 随時（応相談）

39 76 下総 根本　信夫 教諭 商業 小/中
情報・総合・生活・

LHR等

コンピュータを使って基本的なアプリケーショ
ン（Word　Excel　PowerPoint）の指導を行い
ます。

随時（応相談）

40 76 下総 鹿又　圭佑 教諭 商業 中
情報・総合・生活・

LHR等
簡単な簿記についてわかりやすく説明しま
す。ＰＣ、筆記用具使用

随時（応相談）

41 76 下総 山下　透 教諭 商業 小/中
情報・総合・生活・

LHR等

コンピュータソフト（ＭＳ-Excel）を使ってワー
プロや表計算、プレゼンテーション等につい
て指導します。PC使用。

随時（応相談）

42 76 下総 佐藤　優太 教諭 商業 小/中
情報・総合・生活・

LHR等

コンピュータソフト（ＭＳ-Excel）を使ってワー
プロや表計算、プレゼンテーション等につい
て指導します。PC使用。

随時（応相談）

43 76 下総 相川　宙輝 教諭 商業 中
情報・総合・生活・

LHR等
簡単な簿記についてわかりやすく説明しま
す。ＰＣ、筆記用具使用

随時（応相談）

44 77 富里 田中　順子 教諭 芸術（書道） 小/中/特 国語（書写）
日々の書写の授業や書き初めの指導を中心
とし、書の楽しさや文字の書き方を指導しま
す。

応相談

45 77 富里 徳永　遥佳 教諭 国語 小/中 国語
小学校で学習する物語作品を扱います。文
章・表現に関する再発見を通じて視野を広げ
る授業を行います。

応相談

46 78 佐倉 石島　秋彦 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）

脊椎動物、無脊椎動物、植物等の生態観
察、解剖と生理の理解、標本作り等を通し
て、学習意欲の向上や日々の学習項目のよ
り深い理解を促します。実物を見ながら、興
味を引き出す授業を行います。

応相談

47 78 佐倉 滝口　圭太 教諭 外国語（英語） 中 外国語（英語）
コミュニケーション活動を通して高等学校で
学ぶ文法を身につけます。

応相談

48 80 佐倉西 飯塚　啓 主幹教諭 英語 小/中 英語

小中の簡単な英会話を１時間の授業で実
施。
児童生徒の状況に応じて、主体的に課題に
取り組む授業を展開します。

応相談

49 83 四街道 伊藤　雄大 教諭 芸術（書道） 小/中 芸術（書道）
書初めに限らず、書道全般について指導しま
す。

応相談



50 84 四街道北 塩澤　友里絵 教諭 外国語（英語） 小/中 外国語（英語）
ペア、グループワークを通じ、スピーキング活
動を中心に行います。

応相談

51 84 四街道北 村山　保志 教諭 数学 中 数学

高校の数学分野
中学校での学習内容が、どのように高校数
学に活用されるかを理解する授業を展開しま
す。

応相談

52 84 四街道北 床枝　あかね 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）
小中高の化学分野
身のまわりの科学現象に関する実験授業を
展開します。

応相談

53 84 四街道北 荒居　哲也 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）
小中高の生物分野
植物の観察・実験を中心とした授業を行いま
す。

応相談

54 84 四街道北 唄代　邦子 教諭 理科（地学） 中 理科（地学）
中高の地学分野
主に天文分野など、モデルや観測用の器具
などを作成します。

応相談

55 84 四街道北 荒川　真衣 教諭 保健体育 小/中 体育
小中高の体づくり、体ほぐし分野
個人、ペア、グループで実施できる内容で授
業を展開します。

応相談

56 85 佐原 黒田　一樹 教諭 外国語（英語） 中 外国語（英語）
生徒が主体的に取り組めるような活動を中
心に展開します。

応相談

57 85 佐原 宮﨑　陽一 教諭 理科（地学） 中 理科（地学）
高校の地学分野の授業
生徒が主体的に取り組めるような活動を中
心に展開します。

応相談

58 85 佐原 石毛　恵太郎 教諭 数学 中 数学
生徒が主体的に取り組めるような活動を中
心に展開します。

応相談

59 85 佐原 名雪　修平 教諭 社会（世界史） 中 社会（世界史）
生徒が主体的に取り組めるような活動を中
心に展開します。

応相談

60 85 佐原 野口　良太 教諭 国語 中 国語
ペアワークを取り入れながら、生徒が主体的
に課題に取り組む授業を行います。

応相談

61 86 佐原白楊 東　克也 教諭 理科（生物） 中 理科（生物）
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

62 86 佐原白楊 千田　晃久 教諭 数学 中 数学
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）



63 86 佐原白楊 加瀬　舜祐 教諭 英語 中 英語
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

64 86 佐原白楊 西垣　孝紀 教諭 社会（地歴） 中 社会（地歴）
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

65 86 佐原白楊 真弓　翔平 教諭 社会（地歴・公民） 中 社会（地歴・公民）
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

66 86 佐原白楊 佐藤　晋 教諭 数学 中 数学
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

67 86 佐原白楊 髙宮　宙志 教諭 美術 中 美術
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

68 86 佐原白楊 竹山　友梨 教諭 英語 中 英語
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

69 86 佐原白楊 山本　大希 教諭 英語 中 英語
内容や進め方は、実施校と相談の上で決定
します。

応相談（午前）

70 87 小見川 佐々木　祐弥 教諭
地歴公民（日本史・
世界史・現代社会）

小/中/高/特 社会（公民）

小中高の公民分野
「幸福」「正義」「公正」という現代社会におけ
る大事な三つの観点を身近な例から考察す
る授業を展開します。

応相談

71 87 小見川 後藤　翔太 教諭 数学 小/中/高/特 数学
数学を通じて、主体的に勉強に取り組むには
どうしたらよいか考える授業を展開します。

応相談

72 87 小見川 久保木　絵美 教諭 福祉 小/中/高 福祉

ガイドヘルプ、車いす操作などの体験活動や
コミュニケーション技術の基礎、障碍者雇用、
介護保険制度など福祉に関わる授業を行い
ます。

応相談

73 87 小見川 柳川　冬矢 教諭 国語 小/中/高/特 国語
小中高の現代文
１作品に対して、クラスでグループを作り、生
徒が主体的に取り組む授業を展開します。

応相談

74 87 小見川 平川　雄大 教諭
地歴公民（日本史・
世界史・地理）

小/中/高/特 社会
小中高の社会科
学習単元を通して「なぜ社会科を学ぶのか」
を考えます。

応相談

75 88 多古 伊藤　義泰 教諭 農業（草花） 中 農業（草花）
実物を提示しながら寄せ植えの内容につい
て授業します。（スクリーン・プロジェクタ・ＰＣ
必要）

5月下旬、9月下旬、いず
れも午後



76 88 多古 篠田　真之介 教諭 理科（化学） 中 理科（化学）

中・高の化学分野
演示実験を中心に化学の楽しさを実感させ
るとともに、身近な生活との関連を意識する
授業を展開します。

応相談

77 88 多古 加藤　空 教諭 外国語（英語） 中 外国語（英語）
高校で学習する英単語を様々なアクティビ
ティを通じて学習します。

応相談

78 88 多古 髙嶺　千鶴 教諭 芸術（音楽） 中 芸術（音楽）
歌唱および楽器分野
２時間連続の授業で歌唱と楽器の合奏を展
開します。

応相談

79 89 銚子 鵜澤　健太 教諭 国語 小/中/高 国語
小中高の現代文分野
小説を中心に行い、国語的な読解力高める
授業を展開します。

応相談

80 89 銚子 水須　裕順 教諭 数学 小/中 数学
高校２年生で習う数学Ｂの「数列」を学習しま
す。工夫して難問を解く方法にふれます。

応相談

81 89 銚子 木本　奈々 教諭 英語 小/中/高 英語
小中高の英語表現
英会話中心に行い、積極的に英語を使う、表
現力を伸ばす授業をします。

応相談

82 89 銚子 山﨑　猛浩 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）

小中の化学分野
実験を中心に行い、結果から考察し、科学的
な思考力、表現力を高める授業を展開しま
す。

応相談

83 89 銚子 伊勢﨑　済 教諭 公民 小/中/高 公民
小中高の公民分野
主体的な社会参加について考える授業を展
開します。

応相談

84 90 銚子商業 河野　翔平 教諭 商業（情報処理） 小/中
総合的な学習の時間
等（プログラミング）

パソコンを利用して、ビジュアルプログラミン
グ言語「Scratch」によるプログラミング学習の
授業を展開します。

応相談

85 90 銚子商業 寺内　匠 教諭 水産（海洋環境） 小/中 理科（生物）
小中の生物分野
実習を取り入れ、児童生徒の状況に応じて、
主体的に課題に取り組む授業を展開します。

応相談

86 90 銚子商業 小島　大治郞 教諭 水産（食品） 小/中 家庭科（調理）
魚のさばき方や調理方法について、調理室
等を使用して、映像や実演を交えて、生徒の
状況に応じた授業を展開します。

応相談

87 91 旭農業 八本　治 教諭 農業（畜産） 小/中/高/特 農業（畜産）
小中高の生物分野
1時間の授業でブタの観察を中心とし、児童
生徒の状況に応じて授業を展開します。

応相談

88 91 旭農業 高澤　春平 教諭 農業（畜産） 小/中/高/特 農業（畜産）
小中高の生物分野
1時間の授業でニワトリの観察を中心とし、児
童生徒の状況に応じて授業を展開します。

応相談



89 91 旭農業 安藤　善剛 教諭 農業（畜産） 小/中/高/特 農業（畜産）
小中高の生物分野
１時間の授業で乳牛の観察を中心とし、児童
生徒の状況に応じて授業を展開します。

応相談

90 91 旭農業 大山　佳奈 教諭 農業（草花） 小/中/高/特 農業（草花）
小中高の生物分野
1時間の授業で草花の植付けなど、児童生徒
の状況に応じて実習を展開します。

応相談

91 91 旭農業 江波戸茂樹 教諭 農業（作物） 小/中/高/特 農業（作物）
小中高の生物分野
１時間の授業で作物の基礎を、児童生徒の
状況に応じて実験を展開します。

応相談

92 91 旭農業 荒木田　光生 教諭 農業（野菜） 小/中/高/特 農業（野菜）
小中高の生物分野
1時間の授業で野菜の栽培について、児童生
徒の状況に応じて実習を展開します。

応相談

93 91 旭農業 山本　茂樹 教諭 農業（野菜） 小/中/高/特 農業（野菜）
小中高の生物分野
1時間の授業で野菜の栽培について、児童生
徒の状況に応じて実習を展開します。

応相談

94 91 旭農業 小林　亮輔 教諭 農業（野菜） 小/中/高/特 農業（野菜）
小中高の生物分野
１時間の授業で野菜の栽培について、児童
生徒の状況に応じて実習を展開します。

応相談

95 91 旭農業 小川　敦也 教諭 地理歴史（世界史） 小/中/高/特 地理歴史（世界史）
小中高の社会分野
１時間の授業で世界史分野について、児童
生徒の状況に応じて授業を展開します。

応相談

96 91 旭農業 北畑　ゆかり 教諭 理科（生物） 小/中/高/特 理科（生物）
小中高の理科分野
１時間の授業で理科分野について、児童生
徒の状況に応じて授業を展開します。

応相談

97 92 東総工業 綿貫　慎太郎 教諭 工業（機械） 小/中 工業（機械）
高校工業に関する科目と小中の数学・理科と
の関連についての内容を展開します。
内容については相談に応じます。

応相談

98 92 東総工業 嵯峨　周也 教諭 工業（情報） 小/中 工業（情報） 電子工作など。内容は相談に応じます。 応相談

99 92 東総工業 小川　朝輝 教諭 外国語（英語） 小 外国語（英語）
4年生～6年生を対象とした言語活動
音韻認識やTPRを取り入れた活動を行いま
す。通常授業との関連付けなどは応相談。

応相談

100 92 東総工業 江野澤　一徳 教諭 工業（情報） 小/中 工業（情報）
プログラムに関する内容
マイコン等を使用し実施します。

応相談

101 92 東総工業 大澤　裕 教諭 工業（情報） 小/中 工業（情報）
コンピュータを活用しソフトウエアの使い方を
学ぶ授業を展開します。

応相談



102 93 匝瑳 宮内　瑛之 教諭 数学 中 数学

中高の数学全般に関わり、探究的に考える
ことができる内容です。原則２時間連続で、
生徒が主体的に取り組める授業を展開しま
す。

応相談

103 93 匝瑳 上田　大樹 教諭 英語 中 英語

「英語でコミュニケーションする時に大切なこ
と」をテーマに授業を行います。
基本的には２時間連続の授業で、パワーポ
イントを活用し、アクティビティを中心とした主
体性を重視した授業を展開します。

応相談

104 93 匝瑳 吉井　大和 教諭 英語 中 英語
「日常で使える英会話」をわかりやすく指導し
ます。内容や進め方は実施校と相談の上、
柔軟に対応します。

応相談

105 93 匝瑳 西倉　悠作 教諭 保健体育 小/中 保健体育
体育実技「サッカー」を楽しく指導します。
内容や進め方は実施校と相談の上、柔軟に
対応します。

応相談

106 93 匝瑳 藤崎　和紀 教諭 芸術（美術） 小/中/特 芸術（美術）
「身の周りのデザイン」を通して楽しい授業を
展開します。内容や進め方は実施校と相談
の上、柔軟に対応します。

応相談

107 定9 佐倉東（定） 伊藤　晃一 教諭 国語 小/中/高/特 国語
小中高の国語
文章を厳密に読む方法や作文方法について
の授業を展開します。

応相談

108 定9 佐倉東（定） 荒川　昌一郎 教諭 理科（化学） 小/中/高/特

理科（化学）
その他（生・物・地）も

応相談、
科学クラブ等

小中高の化学分野
身近な事象を取り入れながら実験を中心に
授業を展開します。また、児童生徒の状況や
担当の先生の希望に沿った授業を行いま
す。

応相談

109 定１１ 銚子商業（定） 塚本　慶之 教諭
理科（物理・化学・生

物）
小/中/特 理科（化学）

化学分野の実験を中心とした授業を考えて
います。児童・生徒の実態に応じ、柔軟に対
応します。

応相談



様式２

通番
学校
番号

学校名 職名 氏名 担当教科 備考

1 71 白井 教諭 大谷　友和 外国語（英語）

2 72 印旛明誠 主幹教諭 鈴木　朋夫 外国語（英語）

3 73 成田西陵 主幹教諭 大野　貴幸 理科 登録教員を兼ねる

4 74 成田国際 教諭 木村　一男 外国語（英語）

5 75 成田北 主幹教諭 堀口　光 理科

6 76 下総 教諭 内藤　康明 農業 登録教員を兼ねる

7 77 富里 教諭 飯田　太 地歴公民

8 78 佐倉 教諭 増田　剛 数学

9 79 佐倉東 教諭 冨澤　聡 外国語（英語）

10 80 佐倉西 主幹教諭 飯塚　啓 外国語（英語） 登録教員を兼ねる

11 81 佐倉南 教諭 木村　拓夢 数学

12 82 八街 主幹教諭 向後　孝憲 商業

13 83 四街道 教諭 久保田　堅治 理科

14 84 四街道北 教諭 立﨑　直子 家庭

15 85 佐原 教諭 伊能　昌邦 数学

16 86 佐原白楊 教諭 衣幡　克己 数学

17 87 小見川 教諭 森川　真衣 外国語（英語）

18 88 多古 教諭 須合　康二 商業

19 89 銚子 教諭 見澤　真悟 数学

20 90 銚子商業 教諭 河野　翔平 商業 登録教員を兼ねる

21 91 旭農業 教諭 荒木田　光生 農業 登録教員を兼ねる

22 92 東総工業 教諭 綿貫　慎太郎 工業 登録教員を兼ねる

23 93 匝瑳 教諭 木内　俊夫 数学

24 定9 佐倉東 教諭 伊藤　晃一 国語 登録教員を兼ねる

25 定10 佐原 教諭 平田　卓也 商業

26 定11 銚子商業 教諭 井出　忠義 商業

27 定12 匝瑳 教諭 石神　綾乃 地歴公民

令和２年度小・中・高連携の特別授業推進員一覧

北総教育事務所管内


