
様式４

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 船橋市 小 6月7日(金) 14:40～15:25

2 船橋市 小 6月7日（金） 13:45～14:30

3 船橋市 小 6月8日(土)
9:20～10:05
10:30～11:15

4 船橋市 小 6月14日(金) 13:50～14:35

5 船橋市 小 6月18日(火) 13:50～14:35

6 船橋市 小 6月20日(木) 13:45～14:30

7 船橋市 小 6月21日(金) 13:45～14:30

8 船橋市 小 6月21日(金) 13:40～14:25

9 船橋市 小 6月22日（土）
8:40～9:25
9:30～10:15
10:20～11:05

10 船橋市 小 6月22日(土)

9:30～10:15

10:25～11:10
学力向上交流会
(11月22日）

11 船橋市 小 6月22日(土)
9:10～9:55
10:05～10:50

学校体育
(11月7日)

12 船橋市 小 6月22日(土)
9:30～10:15
10:40～11:25

13 船橋市 小 6月22日(土)

8:25～ 9:10

9:20～10:05

14 船橋市 小 6月22日(土)
 9:30～10:15
10:40～11:25

15 船橋市 小 6月22日(土) 9:00～9:45

16 船橋市 小 6月25日(火)
13:45～14:30
14:35～15:20

17 船橋市 小 6月25日(火) 13:50～14:35

18 船橋市 小 6月25日(火) 13:45～14:30

19 船橋市 小 6月27日(木) 13:40～14:25

20 船橋市 小 6月29日(土)
9:55～10:40
10:45～11:30

音楽(2)・総合(6)

国語(3)・算数(1)・生活(2)
社会(5)・理科(4)・図工(特)・外国語(6)

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

国語(1,2,3,4,5,6,特)・音楽(3)
算数(1,2,3,4,5,6,特)・音楽(3)

国語(1)・社会(5)・算数(2,3)・理科(4)・体育(6)

国語(5)
国語(6)

全教科(1,3,5)

法典東小

全学級で展開(20学級)
国語(1)・社会(4)・算数(6)
理科(3)・道徳(2)・総合(5)

学校公開日として授業参観を実施、1～6年の 全
学級、特別支援学級を公開、教科は未定

全学年展開
授業参観

国語(1,2,3,4,5,6)・算数・(1,2,3,4,5,6)

社会(3,4,5,6）・理科（3,4,5,6）・音楽（4,5）
生活(1,2）・道徳（1,2,3,4,5,6）・外国語（2,3,6）

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

薬円台南小

習志野台第一小

若松小

海神南小

七林小

二和小

豊富小

葛飾小

三咲小

八木が谷小

八木が谷北小

高根台第三小学校

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

番
号

教育
委員会名

飯山満南小

学校名

咲が丘小

学
校
種

国語(4)・社会(5)・算数(6)

全学年展開
展開教科は未定

習志野台第二小

芝山西小学校

咲が丘小

国語(1,2,3)
算数（4,5,6）

国語(1)・算数(3)・生活(2)

七林小

飯山満南小

全教科(2,4,6)

国語(1,3)・社会(3)・算数(1,2,3)
生活(1)・体育(2)・道徳(2)

国語(4,5,6)・算数(4,5,6)・理科(4,6)・道徳(5)



21 船橋市 小 6月29日(土)
9:15～10:00
10:10～10:55

22 船橋市 小 7月1日(月)
11:30～12:15
13:45～14:30

23 船橋市 小 7月2日(火)
11:30～12:15
13:45～14:30

24 船橋市 小 7月3日（水） 14:00～14:45
確かな学力の向
上中間発表
(10月30日)

25 船橋市 小 7月5日（金）
13:40～14:25
14:30～15:15

26 船橋市 小 7月9日(火)
11:30～12:15
13:45～14:30

27 船橋市 小 7月12日(金)
13:30～14:15
14:30～15:15

28 船橋市 小 7月16日（火） 13:40～14:25

29 船橋市 小 7月16日（火）
13:45～14:30
14:35～15:20

30 船橋市 小 9月12日(木)
11:35～12:20
13:30～14:15

31 船橋市 小 9月13日(金)
11:30～12:15
13:45～14:30

32 船橋市 小 9月20日(金)
13:50～14:35
14:40～15:25

33 船橋市 小 9月20日(金)
13:45～14:30
14:35～15:20

34 船橋市 小 9月21日(土)
9:20～10:05
10:25～11:10
11:15～12:00

35 船橋市 小 9月26日(木) 14:40～15:25

36 船橋市 中 5月11日(土) 13:15～14:05
学力向上交流会
(11月22日）

37 船橋市 中 5月11日（土） 13:30～14:20

38 船橋市 中 5月11日（土） 13:10～14:00

39 船橋市 中 5月11日(土) 13:25～14:15

40 船橋市 中 5月11日(土) 8:45～9:35

41 船橋市 中 5月11日(土) 13:20～14:10

42 船橋市 中 5月11日(土) 13:30～14:20

43 船橋市 中 5月17日(金) 13:10～14:00

44 船橋市 中 6月6日（木） 13:30～14:20八木が谷中
国語（1,2）・社会（2,3）・数学（2,3）
理科（1,2）・音楽(1,3)・保体（3）・英語（1,2）

大穴中
国語(1)・社会(1,3)・数学(2,3)・理科(1,2,3)
技術(2)・英語(1,2,3)・道徳(1,3)

豊富中
社会(3)・数学(2,特)・理科(1)
音楽(1)道徳(3)

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

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

三山中
国語(1)･社会(3)･理科(1)･音楽(1)
保体(3)･英語(3)・道徳(2)

習志野台中

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

葛飾中
全学年展開
国語・社会・数学・理科・英語
音楽・美術・保体・道徳

八木が谷中

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

海神南小
国語(3)
国語(4)

市場小
国語(1,2,3,4,5,6)・体育(2)
算数(1,2,3,4,5,6)・体育(4)
道徳(1,2,3,4,5,6)

咲が丘小 国語(3)・社会(4)・理科(6)・図工(5)

湊町小
国語(1)
国語(2)

宮本小
国語(2)
国語(5)

湊町小
国語(5)
国語(6)

八栄小
道徳(3)
道徳(4)

丸山小 国語(6)

習志野台第一小
道徳(1)
道徳(2)

船橋小 体育(5)・生活単元(特)

行田東小
算数(5)
算数(6)

行田西小 道徳(5,6)

行田東小
国語(3,6)・算数(1,5)・理科(4)・図工(2)
道徳(1,2,3,4)・家庭(5)・特活(6)

宮本小
国語(4)
国語(6)

行田西小 道徳(3,4)



45 船橋市 中 6月8日(土)
10:45～11:35
11:45～12:35
13:50～14:40

46 船橋市 中 6月12日(水)

8:40～ 9:30
9:40～10:30
10:40～11:30
11:40～12:30
13:30～14:20

47 船橋市 中 6月13日(木)

8:40～ 9:30
9:40～10:30
10:40～11:30
11:40～12:30
13:30～14:20
14:30～15:20

48 船橋市 中 6月14日(金)

8:40～ 9:30
9:40～10:30
10:40～11:30
11:40～12:30
13:30～14:20
14:30～15:20

49 船橋市 中 6月17日(月) 13:50～14:40

50 船橋市 中 6月25日（火） 14:30～15:20

51 船橋市 中 6月28日(金)

8:45～9:35

9:45～10:35

10:45～11:35

11:45～12:35

52 船橋市 中 6月29日(土)

8:45～9:30
9:40～10:25
10:35～11:20
11:30～12:15

53 船橋市 中 7月2日(火) 10:45～11:35
54 船橋市 中 7月10日(水) 10:45～11:35

55 船橋市 中
確かな学力の向
上

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 市川市 小 6月5日(水) 13:45～14:30

学力向上推進校
(6月5日
9月30日

11月11日)

2 市川市 小 6月11日(火)
11:15～12:00
13:00～13:45

3 市川市 小 6月17日(月)
11:20～12:05
13:35～14:20

4 市川市 小 6月18日(火)
11:15～12:00
13:00～13:45

5 市川市 小 6月18日(火)
13:45～14:30
14:35～15:20

6 市川市 小 6月19日(水) 10:40～12:15
7 市川市 小 6月19日(水) 11:30～12:15

北方小
国語（2）
国語（3）

鬼高小 国語（6）
稲荷木小 国語（6）

八幡小
総合(3)
総合(4)

宮久保小
国語(5)
国語(5)

八幡小
国語(5)
国語(6)

授 業 の 概 要 等

展開教科及び学年

新井小 社会(6)・理科(3)

番
号

教育
委員会名

学
校
種

学校名 開催日

金杉台中 社会(3)
金杉台中 国語(3)

七林中

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

前原中

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

金杉台中

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

豊富中

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

豊富中

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

小室中 数学(1)・音楽(1)・英語(1)・道徳(1)

飯山満中
国語(1,2,3)・数学(1,2,3)・道徳(1,2,3)
理科(1,2,3)・英語(1,2,3)・音楽(1)
技術(3)・家庭(3)・保体(2)

豊富中

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



8 市川市 小 6月19日(水)
11:30～12:15
13:35～14:20

9 市川市 小 6月19日(水)
11:15～12:00
13:15～14:00
14:05～14:50

10 市川市 小 6月26日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

11 市川市 小 6月26日(水) 13:45～14:30

12 市川市 小 6月27日(木)
11:30～12:15
13:35～14:20

13 市川市 小 6月27日(木)
10:35～11:20
11:25～12:10
13:40～14:25

14 市川市 小 7月1日(月)
11:30～12:15
13:25～14:10

15 市川市 小 7月1日(月)
11:20～12:05
13:35～14:20

16 市川市 小 7月1日(月)
11:30～12:15
13:40～14:25

17 市川市 小 7月3日(水)
11:30～12:15
13:40～14:25

18 市川市 小 7月3日(水) 11:30～12:15
19 市川市 小 7月4日(木) 13:45～14:30

20 市川市 小 7月5日(金)
10:35～11:20
11:25～12:10
13:40～14:25

21 市川市 小 7月8日(月) 13:00～13:45
学力向上推進校

(10月30日)
22 市川市 小 7月8日(月) 13:40～14:25
23 市川市 小 7月10日(水) 13:10～13:55

24 市川市 小 7月10日(水)
11:30～12:15
13:35～14:20

25 市川市 小 7月10日(水) 13:35～14:20

26 市川市 小 7月10日(水)
11:30～12:15
13:35～14:20

27 市川市 小 7月11日(木) 13:45～14:30
28 市川市 小 7月11日(木) 10:40～12:15

29 市川市 小 7月12日(金)
11:20～12:05
13:35～14:20

30 市川市 小 7月16日(火) 13:45～14:30

31 市川市 小 9月5日(木)
11:25～12:10
13:15～14:00

学力向上推進校
(9月5日)

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

33 市川市 小 9月9日(月)
11:25～12:10
13:35～14:20

34 市川市 小 9月12日(木) 13:45～14:30

35 市川市 小 9月12日(木)
13:35～14:20
14:25～15:10

36 市川市 小 9月12日(木) 13:45～14:30

37 市川市 小 9月13日(金)
11:30～12:15
13:35～14:20

38 市川市 小 9月18日(水) 11:30～12:15

39 市川市 小 9月30日(月)
11:25～12:10
13:45～14:20

40 市川市 小 9月30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)

41 市川市 中 4月21日(日) 13:30～14:20

大町小
国語（4）
国語（5）

新井小 社会(4)・生活(1)

南行徳中

国語（1,2）・社会（1,3）・数学（2,3）
・理科（1.2）・音楽（1）・美術（2）
・保体（3）・技術(3)・家庭（3）
・英語（2,3）・道徳（1）

稲荷木小 国語（5)

新浜小
算数（5）
算数（6）

国府台小 算数（5）

中国分小
道徳(4)
道徳(6)

南新浜小 算数(1,3,5,6)

南行徳小
国語（2）
国語（6）

国分小
国語（4）
国語（4）

中国分小
道徳(1)・外国語(5)
道徳(2)・外国語(6)

鬼高小 国語（3）

宮久保小
国語(4)
国語(4)

八幡小 生活(1)

百合台小 音楽(未定)

大洲小
国語（1）
国語（4）

国府台小 国語（2）

二俣小 算数(2)
行徳小 総合（6）

新浜小
算数（3）
算数（4）

国府台小 算数（6）

大和田小
国語（1）
国語（1）
国語（1）

宮田小 特活（1,2,3,4,6）

曽谷小
国語(6)
国語(6)

菅野小 国語(6)

稲荷木小 国語（2）

国分小
国語（2）
国語（2）

宮久保小
国語(6)
国語(6)

南新浜小 算数(2,4)

百合台小 算数(6)

大和田小
国語（2）
国語（2）
国語（2）

大洲小
国語（2）
国語（6）

大野小
算数（2）
算数（3,5）
算数（6）

菅野小 国語(未定)



42 市川市 中 6月28日(金)

8:45～9:35

9:45～10:35

10:45～11:35

11:45～12:35

43 市川市 中 9月12日(木)
10:40～11:30
11:45～12:35

学力向上推進校
(9月12日)

44 市川市 中 9月13日(金) 未定

45 市川市 中 9月13日(金)
13:15～14:05
14:20～15:10

46 市川市 中 9月13日(金)
10:35～11:25
11:40～12:30

47 市川市 中 9月20日(金) 市川市中高連携推進研究

48 市川市 中 9月25日(水)
10:05～10:55
11:10～12:00

学力向上推進校
(公開日未定)

49 市川市 中 9月27日(金)
9:00～9:50
10:05～10:55
11:10～12:00

特色ある道徳
教育推進校・

学力向上推進校
(9月27日)

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 習志野市 小 6月8日（土）

10:40～11:25

11:30～12:15

2 習志野市 小 6月13日（木）
10:40～11:25
11:30～12:15
13:45～14:30

3 習志野市 小 6月20日(木)
11:25～12:10
13:40～14:25

4 習志野市 小 6月20日（木）
10:40～11:25
11:30～12:15

5 習志野市 小 6月21日(金)
10:35～11:20
11:25～12:10
13:40～14:25

6 習志野市 小 6月21日（金）
10:40～11:25
11:30～12:15
13:45～14:30

7 習志野市 小 6月26日（水）
10:40～11:25
11:30～12:15

8 習志野市 小 6月26日（水） 13:40～14:25

9 習志野市 小 7月2日(火)
10:35～11:20
11:25～12:10

大洲中

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

第六中

未定第三中

下貝塚中 全教科(未定)

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

第七中

未定高谷中

国語・社会・数学・理科・英語（全学年）
音楽（未定）・美術（未定）・道徳（3）

妙典中

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

第二中 全教科（全学年・支援学級）

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

香澄小

国語(1)・国語(2)・算数(3)・体育(4)・国語・家庭科
(5)・国語(6)
生活(1)・道徳(2)・国語(3)・国語(4)・算数・家庭科
(5)・道徳(6)

実花小
算数(5)
算数(6)
算数(6)

袖ケ浦東小
国語（2,5）
国語（2,5）

実花小
算数(2)
算数(2)

袖ケ浦東小

国語(3)
国語(3)
国語(4)

実花小
算数(3)
算数(4）
算数(4)

実花小
算数（1)
算数（1)                  体育科（１)・(２)・

香澄小 道徳(2)

袖ケ浦東小
国語(1)
国語(1)



10 習志野市 中 4月26日（金）

8:30～  9:15

9:25～10:10

10:20～11:05

11:15～12:00

11 習志野市 中 6月22日（土）

9:35～10:25

10:35～11:25

14:00～15:50

12 習志野市 中 6月22日（土）

9:05～  9:55

10:05～10:55

11:05～11:55

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 八千代市 小 5月30日(木) 13:40～14:25
2 八千代市 小 6月6日(木) 13:50～14:35

3 八千代市 小 6月8日(土) 午前
「学力・学習状況」

検証事業
4 八千代市 小 6月10日(月) 13:50～14:35
5 八千代市 小 6月11日(火) 13:45～14:30

6 八千代市 小 6月11日(火)
10:45～11:30
11:35～12:20
13:45～14:30

7 八千代市 小 6月12日(水) 13:05～14:40
8 八千代市 小 6月13日(木) 13:50～14:35

9 八千代市 小 6月24日(月)
10:35～11:20
11:25～12:10

10 八千代市 小 6月24日(月) 13:40～14:25

11 八千代市 小 6月25日(火)
10:45～11:30
11:35～12:20
13:45～14:30

12 八千代市 小 6月25日(火) 13:50～14:35

13 八千代市 小 6月26日(水)
11:25～12:10
13:05～13:50
13:55～14:40

14 八千代市 小 6月27日(木) 13:50～14:35

15 八千代市 小 6月28日(金)
13:10～13:55
14:00～14:45

16 八千代市 小 ７月１日（月）
9:30～10:15
10:35～11:20
11:25～12:10

17 八千代市 小 9月19日(木)
13:15～14:00
14:05～14:50

18 八千代市 小 9月20日(金)

 8:40～ 9:25
 9:30～10:15
10:35～11:20
11:25～12:10

13:30～14:15
19 八千代市 小 9月26日(木) 13:50～14:35

20 八千代市 中 6月12日(水)

9:40～10:30
10:40～11:30

11:40～12:30
13:35～14:25

第二中

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

第一中

国語(1)・数学(1,3)・理科(2)・英語（3）・保体(2)音楽
（2）・特活(1,2,3)・道徳(1,2,3)・特(1,2,3)
国語(1)・数学(1,2,3)・理科(2)・英語（3）・保体(2)音
楽（1）・特活(1,2,3)・道徳(1,2,3)・特(1,2,3)
音楽集会

第二中

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

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

阿蘇小 国語(6)
みどりが丘小 道徳(2,3,5)

南高津小 教科未定(1,2,3,4,5,6,特)

みどりが丘小 道徳(1,2)
八千代台小 教科未定(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(3,4)
みどりが丘小 道徳(3,4,5,6)

新木戸小
外国語(1)
外国語(2)

みどりが丘小 道徳(3,4)

八千代台東小

体育(2)
体育(3)
体育(5)

みどりが丘小 道徳(1,2)

睦小
図工(特)
図工(2)
図工(6)

みどりが丘小 道徳(5,6)

大和田小
特活(1,3,5)
特活(2,4,6)

新木戸小
外国語（3,5）
外国語（3,6）
外国語（4,6）

萱田小
国語(6)･理科(6)
国語(6)･理科(6)

高津小

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

みどりが丘小 道徳(1,2,4,特)

八千代中

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



21 八千代市 中 6月19日(水)
9:40～10:30
10:40～11:30

「学力・学習状況」
検証事業

備考

展開時間
令和元年度
研究指定
（公開日）

1 浦安市 小 6月11日(火) 13:45～14:30
市小中連携教育
教科推進校（理

科）

2 浦安市 小 6月20日(木)
11:40～12:25
13:55～14:40

3 浦安市 小 6月20日(木) 13:30～14:15

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)

4 浦安市 小 6月20日(木)
11:35～12:20
13:45～14:30

市小中連携教育
教科推進校（理

科）

5 浦安市 小 6月21日(金) 13:45～14:30

6 浦安市 小 6月21日(金)
11:25～12:10
13:35～14:20

県福祉教育推進
校

7 浦安市 小 6月24日(月) 13:50～14:35
市小中連携教育
教科推進校（表
現）

8 浦安市 小 6月27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)

9 浦安市 小 6月27日(木) 13:30～14:15

10 浦安市 小 7月3日(水) 13:45～14:30

11 浦安市 小 7月3日(水) 13:25～14:10

12 浦安市 小 7月4日(木)
11:30～12:15
13:40～14:25

13 浦安市 小 7月4日(木)
11:10～11:45
13:00～13:45

県福祉教育推進校
市体力向上推進校

14 浦安市 小 7月4日(木)
11:35～12:20
13:50～14:35

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）

15 浦安市 小 7月4日(木)
11:35～12:20
13:45～14:30

市小中連携教育
教科推進校（理

科）

16 浦安市 小 7月8日(月)
11:35～12:20
13:50～14:35

17 浦安市 小 7月10日(水)
11:25～12:10
13:20～14:05

市幼保小中連携
教育教科推進校

（道徳）

高洲小

日の出南小

高洲北小

浦安小

富岡小

東小

入船小

東野小

明海南小

見明川小

美浜南小

北部小

入船小

南小

見明川小

入船小

北部小

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

算数(特)

理科(4)
理科(6)

算数(4)

村上東中
数学(1)
数学(3)

生活単元(特)

算数(3)
算数(6)

理科(3)
理科(5)

国語(1)
国語(6)

道徳(4)
道徳(6)

国語(4)
国語(特)

国語(3,5)

算数(4)
算数(6)

国語(5)

算数(6)

国語(2,6)

国語(2)
国語(3)

算数(2)
算数(6)

体育(3)
体育(4)



18 浦安市 小 7月11日(木)
11:35～12:20
13:50～14:35

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）

19 浦安市 小 7月12日(金)
11:35～12:20
13:50～14:35

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）

20 浦安市 小 9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)

21 浦安市 小 9月10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日、17日）

22 浦安市 小 9月11日(水) 13:45～14:30

23 浦安市 小 9月12日(木)
13:00～13:45
13:55～14:40

24 浦安市 小 9月17日(火) 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日、17日）

25 浦安市 小 9月26日(木)
11:30～12:15
13:30～14:15

美浜南小

日の出小

北部小

舞浜小

日の出小

東小

東小

見明川小

道徳(1)

国語(1)
国語(3)

体育(5)
体育(6)

体育(1)
体育(2)

算数(1)
算数(2)

道徳（3）
道徳（5）

算数(5)

国語(4)
国語(6)


