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通番
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番号
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（小/中/高/特）

特別授業の実施
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指導分野及び実施概要
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　午前・午後）

1 2 千葉女子 中野　葉月 教諭 地歴公民（日本史） 中 地歴公民（地理）
気候帯のまとめと分布。６班に分かれ各気候
帯にあう写真（衣服、食、雨温図、住、風景、
動物）を選択し、まとめます。

応相談

2 2 千葉女子 山口　航平 教諭 数学・情報 小/中/高 数学・情報
小中高の数学・情報。
児童・生徒が主体的に取り組める課題を設
け、協調性を高める授業を展開します。

応相談

3 2 千葉女子 飯田　李恵 教諭 理科(生物） 小 理科(生物）
日頃の授業のまとめや発展として、実習や演
示を中心に展開します。

応相談

4 2 千葉女子 森　創一郎 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）
実験を中心に児童生徒の取り組みがある授
業をします。

応相談

5 2 千葉女子 斉藤　真紀 教諭 保健体育 小/中/特 保健体育
ソフトボール。
児童、生徒の状況に応じて展開します。

応相談

6 2 千葉女子 菅原　若加菜 教諭 保健体育 小/中 保健体育
体育で武道（剣道、柔道、なぎなた）等の授
業を行います。進め方はご要望に応えます。

応相談

7 3 千葉東 小幡　幸次郎 教諭 保健体育 中 体育
タグラグビーの指導
ルールの解説と実技指導を行います。

令和元年10月1日
～3日（秋季休業期間中）が
望ましい。

8 4 千葉商業 増子　雅代 教諭 商業（情報処理） 中 商業（情報処理）
２進数についての授業を行う。
（２進数と１０進数の基数変換）

応相談

9 4 千葉商業 西嶌　幸徳 教諭 商業（情報処理） 中 商業（情報処理）
ＶＢＡを利用した「プログラミング」の授業を行
う。簡単なプログラムを作成する。

応相談

10 4 千葉商業 安川　民恵 教諭 芸術（書道） 小／中 国語（書写）等
国語科書写。総合的な探究の時間における
毛筆、硬筆などの指導を両校で協議し、無理
のない形で進める。

応相談
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11 5 京葉工業 仲村　将成 教諭 工業（機械） 小/中 技術
実習・実演を中心に授業を展開します。
内容については、機械について児相生徒の
興味・関心に応じて検討します。

応相談

12 5 京葉工業 中島　瑞貴 教諭 工業（電気） 小/中
理科（電気）
技術

実習・実演を中心に授業を展開します。
内容については、電気を中心に児相生徒の
興味・関心に応じて検討します。

応相談

13 5 京葉工業 福澤　拓 教諭 工業（電気） 小/中
理科（電気）
技術

実習・実演を中心に授業を展開します。
内容については、電気を中心に児相生徒の
興味・関心に応じて検討します。

応相談

14 5 京葉工業 上野　博晶 教諭 工業（電気） 小/中
理科（電気）
技術

実習・実演を中心に授業を展開します。
内容については、電気を中心に児相生徒の
興味・関心に応じて検討します。

応相談

15 5 京葉工業 清水　達朗 教諭 工業（電気） 小/中
理科（電気）
技術

実習・実演を中心に授業を展開します。
内容については、電気を中心に児相生徒の
興味・関心に応じて検討します。

応相談

16 5 京葉工業 武田　明広 教諭 工業（建築） 中 家庭（建築）
実習・実演を中心に授業を展開します。
内容については、建築を中心に児相生徒の
興味・関心に応じて検討します。

応相談

17 6 千葉工業 藤澤　宏有 教諭 工業（電子機械科） 中
技術家庭
または理科

(1)エンジンの概要とスターリングエンジンの
講義
(2)スターリングエンジンモデルの実演
プリント・ビデオを使用し、授業を展開。
１ｈ程度

応相談

18 6 千葉工業
栗原　利治
林　孝亮

教諭
教諭
工業（情報技術科）
工業（電気科）

中 技術家庭

レゴマインドストームを用いたコンピュータプ
ログラミング制御の体験学習を行います。コ
ンピュータ室でレゴマインドストームのソフト
ウェアが必要となります。（最大２０名に対応）

応相談

19 6 千葉工業 清﨑　起代則 教諭 工業（理数工学科） 中 技術家庭
情報モラル教育とＩＣＴ活用
必要な機材は持参します。 １ｈ程度

応相談

20 7 千葉南 丸山　亜里沙 教諭 国語 小/中 国語
宮沢賢治の詩や文学作品を扱い、世界観や
面白さを味わう授業を展開します。

応相談



千葉市

＊１データにつき１つのセルに入力してください。セル結合などしないようお願いします。

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）

様式４

令和元年度小・中・高連携の特別授業実施教員一覧

21 7 千葉南 長崎　克行 教諭 地歴公民（世界史） 小/中 地歴公民（世界史）

イスラームの教義の内容や歴史を紹介し，冷
戦以降のアラブ諸国の動向を映像等で確認
します。講義形式とグループワークで授業を
展開します。

応相談

22 7 千葉南 藤田　修 教諭 理科（生物） 小 理科（生物）
スズムシ（6月～7月）・カブトムシ（10月～１
月）の幼虫から成虫までの飼育方法と幼虫
の配付。必要な道具はこちらで用意します。

応相談

23 7 千葉南 小林　明広 教諭 理科（物理） 小 理科（物理）
身近な物理現象についての実験や演示を行
い物理を探究していく授業を行います。

応相談

24 7 千葉南 髙橋　大輔 教諭 理科（物理） 小/中 理科（物理）
様々な物質の性質について、実験や演示を
通して理科のおもしろさについての授業を行
います。

応相談

25 7 千葉南 為成　淳広 教諭 保健体育 小/中 体育

ラグビーボールを使った全身運動・タグラグ
ビーの授業をとおして体を動かすことの楽し
さを伝えます。必要な用具はこちらで用意し
ます。

応相談

26 7 千葉南 村上　仁崇 教諭 芸術（音楽） 小/中 芸術（音楽）
音楽を通して、表現活動の楽しさを味わう授
業を行います。

応相談

27 7 千葉南 松川　泰 教諭 外国語（英語） 小/中 外国語（英語）
英語を使って自分の考えを伝えたり、伝え
合ったりする授業を行います。

応相談

28 7 千葉南 渡邉　裕子 教諭 外国語（英語） 小/中/高 外国語（英語）
簡単な英語で話したり、リアクションをするこ
とで相手とのやりとりを続けるコツを紹介しま
す。

応相談

29 9 千葉北 林　浩之 教諭 芸術（美術） 小/中 芸術（美術）
アクリル系絵の具を使用した、色々な技法の
実習

応相談

30 10 若松 木村　謙二 教諭 数学 小／中 数学（算数） 楽しい算数・数学の授業を展開します。 応相談
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31 11 千城台 沼田　知紘 教諭 理科（地学） 小/中/高/特 理科（地学）
小中高の地学分野。
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

32 11 千城台 田中　浩紀 校長 理科（地学） 中/高 理科（第２分野）
中高の天文学分野、または環境問題に関す
る実験。詳細は相談する。 応相談

33 12 生浜 澁川　知史 教諭 国語（古典） 小/中/高/特 国語（古典） 身の周りの出来事を短歌にし、発表させる。 応相談

34 12 生浜 米山　譲 教諭 国語 小/中 国語
百人一首を用いた授業。
実際にゲームをやり、古典について親しみを
持たせる。

応相談

35 12 生浜 礒貝　友佳理 教諭 理科（物理） 小/中 理科（物理）
小中の物理分野。
身近なものを用いた実験を行い、科学的に
探求する態度を育てる授業を展開する。

応相談

36 定３ 生浜 髙橋　里穂 教諭 国語 中 国語 近現代の文学作品について 応相談

37 定３ 生浜 鈴木　海 教諭 数学 中 数学 トランプを使った正負の加減 応相談

38 定３ 生浜 泉水　智喜 教諭 外国語（英語） 中 外国語（英語）
否定疑問文とYes/Noの本質
様々な例文を用いて，日本語と英語の「はい
/いいえ」と「Yes/No」の違いを理解する。

応相談

39 定３ 生浜 神崎　李絵 教諭 家庭科 中 家庭科 ポケットティッシュケースの制作 応相談

40 定３ 生浜 尾形　瞭平 教諭 数学 中 数学 正負の加減 応相談
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41 15 幕張総合 真田　信弘 教諭 国語 小/中 国語（古典）
古典文学「竹取物語」を用いて、
古文を読み味わう面白さを指導します。

応相談

42 15 幕張総合 佐藤　央育 教諭 芸術（美術） 小/中/高/特 芸術（美術）

小学校の図画工作と中高の美術分野。
2時間連続の授業で体験と制作で授業を実
施し、授業の最後に振り返りの時間を設定し
ます。

応相談

43 16 柏井 浅山　豊 教諭 地歴（日本史） 小/中 地歴（日本史）
小中の歴史分野。近代外交史を中心としま
すが、相談に応じます。

応相談

44 16 柏井 京相　孝美 教諭 地歴（世界史） 小/中 地歴（世界史）
小中の歴史分野全般。世界史を中心としま
すが、相談に応じます。

応相談

45 16 柏井 三神　陽 教諭 理科（地学） 小/中 理科（地学）
小中の地学分野全般。内容は相談に応じま
す。

応相談

46 16 柏井 坂井　健一 教諭 国語（国語総合） 小/中 国語
小中の国語分野全般。内容は相談に応じま
す。

応相談

47 16 柏井 本多　和宏 教諭 芸術（書道） 小/中 芸術（書道）
小中の書道分野全般。書き初め指導など内
容は相談に応じます。

応相談

48 18 土気 鈴木　真未 教諭 芸術(書道) 小／中 芸術(書道)

小・中・高の芸術（書道）分野。
２時間連続での授業を基本として展開する。
児童生徒が授業としての書道に対して意欲・
関心を持てる工夫をする。

応相談

49 18 土気 小室　圭亮 教諭 外国語（英語） 小／中 外国語（英語）

小中高の英語。
英語によるコミュニケーション等も取り入れ、
児童生徒が主体的に取り組む英語の授業を
展開します。

応相談

50 18 土気 亀井ひかる 教諭 外国語（英語） 小／中 外国語（英語）

小中高の英語。
児童生徒が主体的に取り組む英語の授業を
展開します。英語によるコミュニケーションの
取組を工夫し、授業を展開します。

応相談
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51 19 千葉西 佐野　由尚 教諭 芸術（書道） 小/中/高
書写
書道

小／中　書写全般
高 　スマートフォンを利活用した授業展開
　　　　　　（プロジェクターを使用）

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 2 千葉女子 教諭 齋藤　浩行 英語

2 3 千葉東 教諭 小幡　幸次郎 保健体育 登録教員を兼ねる

3 4 千葉商 教諭 増子　雅代 商業 登録教員を兼ねる

4 5 京葉工業 教諭 佐々木　理 工業（電子工業科）

5 6 千葉工業 教諭 小堀　敦也 工業（電気）

6 7 千葉南 教諭 藤田　　修 理科 登録教員を兼ねる

7 9 千葉北 教諭 森谷一雅 理科

8 10 若松 主幹教諭 渡邉　　猛 国語

9 11 千城台 教諭 藤尾　純也 保健体育

10 12 生浜 主幹教諭 仲佐　勝 地歴公民

11 13 磯辺 教諭 石川　伊久磨 理科

12 14 泉 教諭 若松　慎哉 理科

13 15 幕張総合 教諭 真田　信弘 国語 登録教員を兼ねる

14 16 柏井 教諭 山井　久 理科

15 18 土気 教諭 小室　圭亮 外国語(英語) 登録教員を兼ねる

16 19 千葉西 教諭 床枝　弘之 地歴公民

令和元年度小・中・高連携の特別授業推進員一覧

千葉市


