
東上総教育事務所管内

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 94 松尾 小林　美緒 教諭 英語 小／中 英語

小学校英語の導入時期での指導内容やグローバ

ル化に対する学び等、事前に打ち合わせを行い，

可能な範囲で要望にお応え出来るように対応しま

す。

実施時期は実施校との

調整による

2 94 松尾 藤森　明彦 教諭 英語 小／中 英語

小学校英語の導入時期での指導内容やグローバ

ル化に対する学び等、事前に打ち合わせを行い，

可能な範囲で要望にお応え出来るように対応しま

す。　　　　　　（推進委員を兼ねる）

実施時期は実施校との

調整による

3 94 松尾 堀澤　佳世 教諭 福祉 小／中 福祉

福祉コースの概要や福祉の基本事項。

事前に打ち合わせを行い，可能な範囲で要望に

お応え出来るように対応します。

実施時期は実施校との

調整による

4 94 松尾 金杉　綾子 教諭 家庭 小／中 家庭

生活コースの概要や高校の家庭科授業の基本事

項。事前に打ち合わせを行い，可能な範囲で要望

にお応え出来るように対応します。

実施時期は実施校との

調整による

5 95 成東 林　友紀也 教諭 国語 中 国語（現代文） 評論文の読み方について学習する。 応相談

6 95 成東 中野　雄斗 教諭 数学 小/中 数学

「楽しい確率講座」　身近なものを題材に確率を

楽しく学習します。

応相談

7 95 成東 皆川　祐太 教諭 数学 小/中 数学

小学校では高校の極限と分数のかけ算・割り算を

使って何百年たっても２ｍを超えられない木を考

えよう。中学校では引き算を使って最大公約数を

求めよう。

応相談

8 95 成東 小俣　勇太 教諭 社会 中 歴史

室町から江戸時代の民衆の生活をテーマに歴史

を楽しむ内容を予定。

応相談

9 95 成東 宮内　夕依 教諭 外国語（英語） 中 英語

アクティビティ，アクティブラーニングを中心とした

授業を予定。全１回

応相談

10 95 成東 山田　結里愛 教諭 外国語（英語） 中 英語

アクティビティ，アクティブラーニングを中心とした

授業を予定。全１回

応相談

様式４
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11 95 成東 仁科　巧 教諭 外国語（英語） 中 英語 「話すこと」を中心とした活動的な授業 応相談

12 95 成東 風戸　良仁 教諭 理科（地学） 小/中 理科（地学）

２時間連続で，顕微鏡を用いた身近な砂や，海砂

の観察を中心とした授業を展開します。児童生徒

の状況に応じて内容は調整します。

応相談

13 95 成東 椎名　泰佑 教諭 理科（地学） 小/中 理科（地学）

身近なものを用いた地球内部についての理解を

深める実験授業。状況に応じて内容を調整しま

す。

応相談

14 95 成東 木庭　雄二郎 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物） 消化酵素の実験を行います。 応相談

15 95 成東 長田　公年 教諭 理科（物理） 中 理科（物理）

偏光とその応用として複屈折について（内容は相

談の上，変更します）

応相談

16 95 成東 川村　賢一 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）

小中高の化学分野。実験やものづくりを通して理

科の楽しさを体験します。具体的な内容は相談の

上，決定します。

応相談

17 95 成東 山﨑　寛 教諭 芸術（書道） 小/中 芸術（書道） 書初指導・書写指導をします。 応相談

18 96 東金 松戸　　康 主幹教諭 理科（生物），情報 中 理科（生物） 理科(生物分野），内容は応相談 応相談

19 96 東金 松戸　　康 主幹教諭 理科（生物），情報 小 情報 プログラミング 応相談

20 96 東金 石田　正志 教諭 理科(化学），情報 小/中 情報 プログラミング 応相談
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21 96 東金 屋木　咲友理 教諭 理科(地学），物理 中 理科（地学） 天気(気象）について 第２学期

22 96 東金 市東　由布子 教諭 保健体育 小/中 体つくり運動

体力や筋力，柔軟性を高める運動を皆で楽しく取

り組めるように授業をします。

第２学期

23 定13 東金 山田　悠介 教諭 数学 小/中 算数・数学 こちらで用意する教材を用いた授業を展開予定。 応相談

24 定13 東金 宇野　典子 教諭 英語 小/中 英語

英語のゲームや会話練習を中心に楽しく英語を

学びます。

第１学期

25 97 東金商業 木村　定信 教諭 商業（簿記） 中 商業

「簿記って何？」たこ焼き屋の利益を計算しよう。」

商業高校に入学して学習する「簿記」について、

身近な例を挙げ、会計について学習します。（計

算機を用意してください。）

応相談

26 97 東金商業 田部　桃子 教諭 商業（簿記） 中 商業

「簿記って何？」たこ焼き屋の利益を計算しよう。」

商業高校に入学して学習する「簿記」について、

身近な例を挙げ、会計について学習します。（計

算機を用意してください。）

応相談

27 97 東金商業 鈴木　悠 教諭 商業（簿記） 中 商業

「簿記って何？」たこ焼き屋の利益を計算しよう。」

商業高校に入学して学習する「簿記」について、

身近な例を挙げ、会計について学習します。（計

算機を用意してください。）

応相談

28 97 東金商業 武内　佑樹 教諭 商業（簿記） 中 商業

「簿記って何？」たこ焼き屋の利益を計算しよう。」

商業高校に入学して学習する「簿記」について、

身近な例を挙げ、会計について学習します。（計

算機を用意してください。）

応相談

29 97 東金商業 矢野　友裕 教諭 商業（簿記） 中 商業

「簿記って何？」たこ焼き屋の利益を計算しよう。」

商業高校に入学して学習する「簿記」について、

身近な例を挙げ、会計について学習します。（計

算機を用意してください。）

応相談

30 97 東金商業 秋葉　都馨 教諭 商業（プログラミング） 中 商業

フリーソフト「Scratch」を使用してプログラミングを

体験します。自分だけのオリジナルゲームを作成

し、プログラミングの基礎について理解します。コ

ンピュータ教室で行います。

応相談
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31 97 東金商業 藤井　裕久 教諭 商業（プログラミング） 中 商業

フリーソフト「Scratch」を使用してプログラミングを

体験します。自分だけのオリジナルゲームを作成

し、プログラミングの基礎について理解します。コ

ンピュータ教室で行います。

応相談

32 97 東金商業 嶽石　弘基 教諭 商業（プログラミング） 中 商業

フリーソフト「Scratch」を使用してプログラミングを

体験します。自分だけのオリジナルゲームを作成

し、プログラミングの基礎について理解します。コ

ンピュータ教室で行います。

応相談

33 97 東金商業 糸川　航太 教諭 商業（プログラミング） 中 商業

フリーソフト「Scratch」を使用してプログラミングを

体験します。自分だけのオリジナルゲームを作成

し、プログラミングの基礎について理解します。コ

ンピュータ教室で行います。

応相談

34 97 東金商業 吉岡　直彦 教諭 商業（プログラミング） 中 商業

フリーソフト「Scratch」を使用してプログラミングを

体験します。自分だけのオリジナルゲームを作成

し、プログラミングの基礎について理解します。コ

ンピュータ教室で行います。

応相談

35 98 大網 髙橋　　洋 教諭 芸術（書道） 小/中/

国語

'書写（毛筆）

小中の芸術（書道）分野

毛筆や書き初めについて、講義及び実技指導を

行います。

応相談

36 98 大網 林　雅彦 教諭  社会（地理／歴史／　　　公民）小/中/ 社会

地理、歴史、政治や経済など社会のあらゆる分野

に「なぜ」「どうして」をわかりやすく解決する授業

です。新聞を使った授業も行います。

応相談

37 98 大網 佐藤　雄飛 教諭 農業（畜産） 小/中 理科 動物の生理や生態や乳牛の飼育とともに、食に

関する理解を深める授業を展開します。

応相談

38 98 大網 渡邉　龍司 教諭 農業（生物工学） 小 バイオ技術を学ぶ

小学校の理科分野

本校組織培養専攻生が作製した簡易クリーンベ

ンチ（無埃、無菌状態を保つ装置）を使用し、バイ

オ技術の基本を学ぶ授業を展開します。

応相談

39 98 大網 小髙　貴博 教諭 農業（農業情報処理） 小/中

理科　社会

算数　数学

美術

コンピュータを使った計算や統計処理、グラフ化、

パソコンによる画像処理などの方法等について、

学習します。

応相談

40 98 大網 藤田　澄恵 教諭 農業（果樹） 小/中 理科

小中の理科　生物分野

　枝による果樹の見分け方や枝の切り方による生

育の違い（生育方法）、果樹の育て方について学

習します。

応相談
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41 98 大網 吉田　暁 教諭 農業（草花） 小/中 理科

小中の理科分野、栽培学習の基礎

「シクラメンの観察について」

シクラメンの特性、栽培方法について学習しま

す。

応相談

42 98 大網 坂田麻利弥 教諭 農業（農業と環境） 小/中 理科

小中の理科分野　栽培学習の基礎分野

「顕微鏡を使った微生物の観察」

微生物の組織を観察し、生物の不思議さを学習し

ます。

応相談

43 98 大網 木下　結貴 教諭 農業（食品製造） 小/中 理科

小中の理科分野　食品加工に関する分野

「バターの製造について」

クリームを攪拌し、バターの粒子を取り出す体験

学習を行います。

応相談

44 98 大網 佐藤のぞみ 教諭 農業（食品製造） 小/中 理科

小中の理科分野　食品加工に関する分野

　化学反応によって、物質の性質や形態、味がど

のように変わっていくかを体験する授業を行いま

す。

応相談

45 98 大網 鷹觜　竹朝 教諭 農業（生物） 小/中 理科

　野菜や果物の食味、糖度、育て方について、さ

まざまな角度からわかりやすい授業を展開しま

す。

応相談

46 98 大網 松尾拓也 教諭 農業（生物　一般） 小/中 理科

　作物や情報処理など幅広い分野に関する授業

を展開します。地域の農業や農業の魅力に関す

る授業を展開します。

応相談

47 99 九十九里 砂明利　由美子 教諭 家庭科（食物） 小/中 家庭科（食物） 実習，実験を中心とした授業 応相談

55 99 九十九里 三木　多佳子 教諭 家庭科（食物） 小/中 家庭科（食物） 実習，実験を中心とした授業 応相談

48 100 長生 片岡　勝規 教諭 公民科（倫理） 中 社会科

「哲学と科学」のテーマで、古代から現代までの人

間と学問の関わりについて学びます。

応相談

49 100 長生 福井　康則 教諭 国語 小/中 国語（古文） １時間の展開で主体的に課題に取り組みます。 応相談
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50 100 長生 安留　亮 教諭 数学 中 数学

確立分野

確率の本質は何かを考える授業を展開する。

応相談

51 100 長生 石毛　恵太郎 教諭 数学 中 数学

分解合同に関する定理を取り上げながら数学の

体系について考える授業を行う。図形分野

応相談

52 100 長生 河野　久子 教諭 理科（生物） 小 理科

葉っぱの中を見てみよう。細胞や葉緑体などの観

察。（顕微鏡）

応相談

53 100 長生 秋葉　勇志 教諭 理科（科学） 小/中 理科

実験講座「ムラサキキャベツで酸性・アルカリ性を

調べよう。」

９月以降

54 100 長生 小野寺　政憲 教諭 外国語（英語） 小/中 英語

英語を使って、コミュニケーション活動を実施しま

す。（パソコン、プロジェクター、スクリーン）

応相談

56 100 長生 河野　由香里 教諭 家庭 小

家庭

特別活動

食育の授業。給食で出た食品についての栄養と

働き　等。

１月以降

入試の前後は除く

57 100 長生 和泉澤　浩 教諭 外国語（英語） 小/中 総合的な学習の時間

青年海外協力隊として派遣されたマウライ共和国

での体験をもとに、参加型の国際理解講座を行い

ます。（パソコン、プロジェクター、スクリーン）

応相談

58 101 茂原 霞　幹子 主幹教諭 家庭科 小/中 家庭科

1時間で出来る調理

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

59 101 茂原 太田代　里子 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）

小中の生物分野

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

60 101 茂原 相馬　朱里 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）

小中の生物分野

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
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61 101 茂原 石橋　千鶴子 教諭 書道 小/中 書道

書初め指導

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

62 102 茂原樟陽 唐尼　仁志 教諭  農業（畜産・食品製造・果樹）中／高

理科

総合的な学習の時

間

中学校の理科分野

２時間の授業の中で実技演習を中心として、児童

生徒の状況に応じて、主体的な授業を実践します

63 102 茂原樟陽 吉田　篤 教諭 農業（草花） 中／高

理科

総合的な学習の時

間

中学校の理科・総合的な学習

身近な草花を用いて、フラワーアレンジやクリスマ

スツリーを作成します。

64 102 茂原樟陽 吉川　元治 主幹教諭 農業（食品製造） 中／高 理科

中学校の理科分野

１時間の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実践します

65 102 茂原樟陽 尾形　政和 教諭 農業（食品製造） 中／高 理科

中学校の理科分野

１時間の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実践します

66 102 茂原樟陽 早川　亘 教諭 工業（電子機械） 小／中

総合的な学習の

時間、理科、生活

科、技術・家庭科

パーソナルコンピュータからロボット内のマイクロ

コンピュータにプログラムを書き込み、ロボット制

御します。ラインの上を模型の車が走る仕組みを

説明します。

67 102 茂原樟陽 五十嵐　貴紀 教諭 工業（電気） 小／中／高／特

理科

総合的な学習の時

間

小中高の電子・情報分野。2時間連続の授業で実

習を中心に、児童・生徒の状況に応じて展開しま

す。

68 102 茂原樟陽 井上　悦宏 教諭 工業（環境化学） 中／高

総合的な学習の時

間

理科、生活科、技

術・家庭科

中高の化学（工学）に関する内容を、実験を中心

とした授業を展開します。
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69 102 茂原樟陽 岡本　昌賢 教諭 工業（環境化学） 小／中／高／特

総合的な学習の時

間

理科、生活科、技

術・家庭科

（1）物理分野

　ア　光で遊ぼう!!（光と偏光）

　　偏光板で光と色を学ぶ

　　中・高：講義・工作1.5h

　イ　色のトリック!!

　　色の不思議を体験

　　小・中・高：講義0.5～1.5h

(2)化学分野（作品の持ち帰り有）

　ア　カラフル芳香剤を作ろう!!

　　芳香剤を作成し、高分子について学習

　　小・中：講義・工作1h

　イ　キラ☆キラ☆カプセル

　　ゴムや流体で遊び、高分子について学習

　　小・中：講義・工作1h

応相談

70 102 茂原樟陽 狩野　圭亮 教諭 工業（電子機械） 小／中／特

理科

総合的な学習の時

間

電子工作・機械力学の分野

プログラミング等について、実験を中心とした授業

を展開します。

71 102 茂原樟陽 長谷川　総 教諭 工業（電子機械） 小／中／特

理科

総合的な学習の時

間

電子工作・機械力学の分野

プログラミング等について、実験を中心とした授業

を展開します。

72 102 茂原樟陽 田中　浩一郎 実習助手 工業（電子機械） 小／中／特

理科

総合的な学習の時

間

電子工作・機械力学の分野

プログラミング等について、実験を中心とした授業

を展開します。

73 102 茂原樟陽 市原　洋一 実習助手 工業（電子機械） 小／中／特

理科

総合的な学習の時

間

電子工作・機械力学の分野

プログラミング等について、実験を中心とした授業

を展開します。

74 103 一宮商業 田中　衡 教諭 商業（ビジネス基礎） 中 商業（ビジネス基礎）

売買業者（コンビニエンスストア）におけるビジネ

スの工夫について授業を展開

応相談

75 103 一宮商業 田中　善洋 教諭 商業（情報処理） 中 商業（情報処理）

表計算ソフトの活用方法についてパソコンを使用

して，実技指導します、

応相談

76 103 一宮商業 丸島　卓也 教諭 商業（情報処理） 中 商業（情報処理）

表計算ソフトを利用し，原価と売価を元に，利益

の仕組みについて考えます。コンピュータ室をしよ

うします。

応相談
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77 103 一宮商業 露﨑　　智 教諭 理科（化学・生物） 中（小） 理科（科学と人間生活）

自然災害の発生理由から始めて災害時の生活の

変化，対応を体験し，防災意識の向上を目指す

応相談

78 104 大多喜 岩田　正之 教諭 国語 小/中/高/特 国語

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

79 104 大多喜 大河原　一恵 教諭 数学 小/中/高/特 数学

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

80 104 大多喜 加瀬　慎之助 教諭  情報数学 小/中/高/特

情報

数学

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

81 104 大多喜 牧野　敦 教諭 理科（化学・生物） 小/中/高/特 理科（化学）

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

82 104 大多喜 髙橋　務 教諭  地歴公民（地理・世界史・日本史）小/中/高/特 社会

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

83 104 大多喜 小河　富夢 教諭 英語 小/中/高/特 英語

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

84 104 大多喜 西川　昇真 教諭 美術 小/中/高/特 美術

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

85 104 大多喜 米山　翔太 教諭 書道 小/中/高/特 書道

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

86 105 大原 両角　治徳 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）

カルメ焼きづくり。道具一式持参します。

その他、化学（理科）の単元に合わせた実験を実

施します。

応相談
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87 105 大原 田中　裕也 教諭 芸術（書道） 小／中／特 書道

書初め等の児童向け授業、職員向け研修を実施

します。

応相談

88 105 大原 信太　　和 教諭 芸術（音楽） 中／特 音楽

ハンドベルでの合奏、キーボードでの合奏による

授業を実施します。

応相談

89 105 大原 水上　理帆 教諭 芸術（美術） 小／中／特 美術

身近なものを用いた作品作りや絵画に関する授

業を実施します。

応相談

90 105 大原 猪野　尚文 教諭 水産 小／中／特 水産 ロープワークと魚介類の調理実習 応相談

91 105 大原 川嶋　　光 教諭 水産 小／中／特 水産

アワビ漁業または、海洋哺乳類について授業を

実施します。

応相談

92 95 成東 岡田　実 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）

テーマは『植物たちの工夫』で、さまざまな植

物の種子の風を利用した散布方法について

実際にモデルを作成して考察する授業を行

います。

応相談

93 102 茂原樟陽 片岡　利男 教諭 工業（電気） 小／中／高／特

理科・

総合的な学習の時

間

小中高の電子・情報分野。2時間連続の授業

で実習を中心に、児童・生徒の状況に応じて

展開します。

94 96 東金 鶴見　正輝 教諭 英語 中 英語

本校のＡＬＴと一緒に英語の基礎について学

びます。

第１・２学期

95 99 九十九里 小川　宏美 教諭 家庭科（被服） 小／中 家庭科（被服） 実習，実験を中心とした授業 応相談

96 103 一宮商業 渡部　清 校長 商業（簿記・情報処理）中

商業（簿記・情報処

理）

商業科の中心である簿記についてわかりや

すく展開し、また情報処理ではExcelについて

授業を展開します。

応相談
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97 95 成東 遠山　功一 教諭 数学 小/中 数学

整数の分野で、高校の授業で実際に学ぶ内

容について体験します。



様式２

通番

学校

番号

学校名 職名 氏名 担当教科 備考

1 94 松尾 教諭 藤森　明彦 英語 登録教員を兼ねる

2 95 成東 教諭 堀江　克浩 地歴公民

3 96 東金 教諭 宮﨑　総一 英語

4 定13 東金 教諭 秋山　光弘 保健体育

5 97 東金商業 教　諭 吉岡　直彦 商業 登録教員を兼ねる

6 98 大網 教諭 吉田　　暁 農業 登録教員を兼ねる

7 99 九十九里 教　諭 山口　郁雄 商業

8 100 長生 教諭 和泉澤　浩 外国語（英語） 登録教員を兼ねる

9 定14 長生 教諭 関　　隆允 商業

10 101 茂原 主幹教諭 霞　幹子 家庭 登録教員を兼ねる

11 102 茂原樟陽 教諭 麻生　友也 農業

12 103 一宮商業 教　　諭 末永　敬一 商業

13 104 大多喜 教諭 早坂　ゆきえ 国語

14 105 大原 教諭 髙田　　利 英語

令和元年度小・中・高連携の特別授業推進員一覧

東上総教育事務所管内


