
葛南教育事務所管内

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 22 八千代東 谷川　佳隆 主幹教諭 情報（情報の科学） 小/中
総合学習
または

国語・技術等

情報カードを使用したグループでの問題解
決。（教室など児童生徒がグループになり、
情報を共有しながら問題を解く経験をする。１
回）

応相談

2 22 八千代東 谷川　佳隆 主幹教諭 情報（情報の科学） 小/中
総合学習
または

算数・技術等

簡単なプログラミング学習。（コンピュータ教
室などで、インターネットのサイトを利用して
体験します。１回）

応相談

3 22 八千代東 板倉　司 教諭 理科（化学） 小/中/高/特 理科（化学）

小中高特支の化学分野。２時間連続の授業
で実験を中心とし、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 22 八千代東 石毛　真美 教諭 理科（化学） 小/中/高 理科（化学）
小中高の化学分野。２時間連続の授業で実
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

5 22 八千代東 星野　拓海 教諭 保健体育 小/中
保健体育

バスケットボール

個人の技能向上とチームの課題解決のため
の練習を中心に学習する。また、バスケット
ボール部の指導支援も可能です。

応相談

6 23 八千代西 岩井　剛 教諭 数学 小／中 数学
整数の特性を利用して、数当てゲームや暗
号の仕組みなどについて、実際に計算しなが
ら学習します。

応相談

7 23 八千代西 郡司　明 教諭 保健体育 小／中 柔道
受け身・礼儀作法を中心に柔道の基本技能
を安全に留意して学習します。

応相談

8 24 津田沼 高橋　幸太 教諭
国語（現代文B・古典

A・古典B)
小/中 国語

小中学校の国語の授業を実施します。グ
ループワークを中心とした問題解決学習を展
開します。

応相談

9 24 津田沼 髙須　透哉 教諭
数学（数A)

情報（社会と情報）
小/中 算数・数学

小中の算数・数学分野をグループワークやペ
アワークを通じて，学びあいのできるような授
業を展開します。

応相談

10 24 津田沼 内堀　俊 教諭 数学（数Ⅰ・数Ａ） 小/中 算数・数学
小中の算数・数学分野。ペアワークやグルー
プワークを用いて授業を展開します。

応相談

様式４
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11 24 津田沼 田中　仁 教諭
英語

（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ・
英語表現Ⅰ）

小/中 英語
英語を使ったアクティビティ。挨拶や色，天
気，曜日を英語で言えるように練習します。

応相談

12 24 津田沼 野邉　春樹 教諭 地歴公民（日本史） 小/中 社会

小中学校の公民分野を扱います。ロールプ
レイングゲームを通じて、世の中の仕組みと
課題を体験し、その解決方法を主体的に考
える授業を展開します。

応相談

13 24 津田沼 川合　洸平 教諭 数学（数Ⅱ・数B） 小/中 算数・数学
中学・高校の数学に興味を持てるように、既
習事項と関連させながら、それを活用するこ
とを考えさせる授業を展開します。

応相談

14 24 津田沼 清水　佳奈 教諭 保健体育 小/中 体育
バスケットボール（ゴール型）。ボールになれ
ることを目的に、基礎練習やミニゲームを実
施する授業を展開します。

応相談

15 24 津田沼 清水　孝高 教諭
英語

（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ・
英語表現Ⅱ）

小/中 英語
英語で短い劇を作ります。劇を作る前に、い
くつかの英会話表現を練習します。

応相談

16 24 津田沼 中山　夏美 教諭 芸術（書道） 小 書写・書道

書き初め作品の指導をします。２時間連続の
授業で、添削指導が行きとどくようにします。
学年は混合でなく、一学年単位で実施しま
す。

応相談
（２学期）

17 26 船橋 阿部　敬 教諭 理科（物理） 中
理科

（第一分野、物理）
内容、実験、器具等　相談の上実施します。 応相談

18 26 船橋 板坂　泰亮 教諭 理科（物理） 中
理科

（第一分野、物理）
内容、実験、器具等　相談の上実施します。 応相談

19 26 船橋 内本　真司 教諭 理科（物理） 中
理科

（第一分野、物理）
内容、実験、器具等　相談の上実施します。 応相談

20 27 薬園台 市川　奈々 教諭 書道 小 書写(書初め指導）
書写の時間、特に書初めの一斉指導の際の
指導や支援を行います。

応相談

21 28 船橋東 子安　信貴 教諭 国語 小/中/高/特 国語
小中高の国語
50分単位の授業を中心とし、特に古典分野
に関しての授業を展開します。

応相談

22 28 船橋東 成松　勇輝 教諭 地歴（日本史） 小/中 日本史
小・中学生向けて主体的で深い学びの授業
を展開します。

応相談

23 28 船橋東 磯村　琢洋 教諭 英語 小/中/高 英語
小中高の英語の授業。活動を中心とした主
体的で深い学びの授業を展開します。

応相談



24 28 船橋東 内山　一樹 教諭 英語 小/中/高 英語
小中高の英語の授業。主体的で深い学びの
授業を展開します。

応相談

25 29 船橋啓明 新野　真也 教諭 数学 小/中 数学・算数
2桁の四則演算ができる学年希望。数列の紹
介からフィボナッチ数列を用いて黄金比を計
算します。

応相談

26 29 船橋啓明 佐藤　央育 教諭 芸術（工芸） （小/中/高/特） 芸術（美術）
小学校の図画工作と中高の美術分野。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

27 29 船橋啓明 神谷　英作 教諭 英語 小／中 英語
児童生徒の状況に応じて英語を用いたアク
ティビティを授業で展開します。

応相談

28 30 船橋芝山 湊　小雪 教諭 英語 小/中/特 英語

英語を使用した会話活動やゲーム等を取り
入れた音声指導を中心とした授業。基礎英
語から実践英語まで、児童生徒の状況に応
じて展開します。

応相談

29 30 船橋芝山 森　靖子 教諭 英語 小/中/特 英語
児童生徒の状況に応じて、ペアワークやゲー
ム等を取り入れた授業を展開します。

応相談

30 30 船橋芝山 清水　優生 教諭 英語 小/中/特 英語

主に話す・聞くの分野をペアワークやグルー
プワークを用いて、簡単な英語で相手とのコ
ミュニケーションを図る活動を展開する授業。
考えや意見を相互に伝え・聞く練習を中心に
行います。

応相談

31 30 船橋芝山 吉次　修 教諭 英語 中 英語

生成文法の観点から命令文について深く学
びます。中学生が空主語パラメータの特性を
理解でき、かつ、４技能をバランスよく育成す
るために英語や小説を題材とした授業を展
開します。

応相談

32 30 船橋芝山 上野　剛史 教諭
地歴公民科
（地理）

小/中/高/特
地歴公民科
（地理）

地理分野。身近な地域に関する学習（特に県
北西部の船橋等の都市地域）。新旧地形図
の読図や写真等も用いて、土地利用や景
観・人口等の変容について考える授業を展
開します。

応相談

33 30 船橋芝山 深山　直登 教諭 数学・情報 小/中 数学
生徒中心の授業を展開します。基礎数学～
高校数学まで、御要望に応えます。

応相談

34 30 船橋芝山 柳井　祐一 教諭 国語 中
国語

（国語表現）

「言葉の伝え方と伝わり方」「書くべきことの
見つけ方」について基礎レベルから分かりや
すく解説します。

応相談

35 31 船橋二和 野原　康治 教諭 数学 小/中 数学、算数
児童生徒の状況に応じて、興味を持たせ主
体的に課題に取り組む授業を展開します。

応相談



36 32 船橋古和釜 菅野　巧 教諭 地歴公民 小/中 地歴公民

地歴公民の分野の授業を行います。学び直
しの視点から、身近な題材を取り入れるなど
して、児童生徒にとって分かりやすい授業を
行います。

応相談

37 32 船橋古和釜 吉田　有沙 教諭 家庭 小/中 家庭
家庭の授業を行います。２時間連続の授業
で実習を中心に、指示には図や絵を活用す
るなど、丁寧な指導を行います。

応相談

38 32 船橋古和釜 齋藤　秀樹 教諭 英語 小/中 英語
英語コミュニケーションの授業を行います。
「やり取り」を中心とした、生徒主体の授業展
開で行います。

応相談

39 32 船橋古和釜 高口　慎治 教諭 国語 小/中 国語

国語の授業を行います。「学び直し」から「ア
クティブラーニングの実践」まで、ご要望に応
えます。児童生徒を飽きさせない授業を展開
します。

応相談

40 32 船橋古和釜 栗嶋　香奈 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）
実験を中心として、身の回りの化学について
わかりやすい授業を行います。扱う内容等は
できる限り要望に応えます。

応相談

41 32 船橋古和釜 鈴木　美保 教諭 芸術（美術） 小/中 芸術（美術）

美術の授業を行います。２時間連続の授業
で、作品作成の実習を中心とした授業展開で
す。扱う題材等については御相談させていた
だきます。

応相談

42 32 船橋古和釜 赤在　翔子 教諭 国語 小/中 国語
国語の授業を行います。「学び直し」から「ア
クティブラーニングの実践」まで楽しい授業を
目指します。

応相談

43 32 船橋古和釜 石野　正行 教諭 理科（生物） 小/中 英語
生物の授業を行います。生き物を使った実験
など体験的な授業を展開します。扱う題材に
ついては御相談させていただきます。

応相談

44 32 船橋古和釜 菊池　優花 教諭 国語 小/中 国語
国語の授業を行います。生徒の言語活動を
重視し、高校で扱う内容の導入まで、生徒主
体の授業展開を行います。

応相談

45 32 船橋古和釜 富永　恵太 教諭 数学 小/中 数学
数学の授業を行います。小・中学校の内容
の「学び直し」から「高校数学」への導入ま
で、御要望に応えます。

応相談

46 32 船橋古和釜 栗原　光 教諭 数学 小/中 数学
数学の授業を行います。小・中学校の内容
の「学び直し」から「高校数学」への導入ま
で、丁寧な指導を心掛けます。

応相談

47 32 船橋古和釜 伊藤　百合子 教諭 数学 小／中 数学
数学の授業を行います。小・中学校の内容
の「学び直し」から「高校数学」への導入ま
で、丁寧な指導を心掛けます。

応相談

48 32 船橋古和釜 椎原　真幸 教諭 数学 小／中 数学
数学の授業を行います。小・中学校の内容
の「学び直し」から「高校数学」への導入ま
で、丁寧な指導を心掛けます。

応相談



49 32 船橋古和釜 金子　美穂 教諭 国語 小/中 国語
国語の授業を行います。小・中学生にとって
は難解と思われる教材を使用し、丁寧かつレ
ベルの高い授業を展開します。

応相談

50 32 船橋古和釜 新井　里茉 教諭 芸術（書道） 小/中 芸術（書道）

書初め等の指導をします。体育館等を使っ
て、学年全体を指導することも可能です。対
象児童生徒人数と指導時間は御相談させて
いただきます。

応相談

51 32 船橋古和釜 木本　誠也 教諭 理科（物理） 小/中 理科（物理）
物理分野に関する内容について、身近な素
材等を用いて実験を行い、体験的な授業を
展開します。

応相談

52 33 船橋法典 段木　賀津也 教諭 芸術（書道） 小/中 芸術（書道）
小中の書道分野。２時間連続の授業で実技
を行う。児童生徒が主体的に取り組む授業を
展開します。

応相談

53 33 船橋法典 髙木　なつみ 教諭 数学 小／中／高 数学
身近な確率の分析。興味・関心を引き出し、
生徒同士が主体的に取り組む授業を展開し
ます。

応相談

54 34 船橋豊富 大川原　瑞妃 教諭 芸術（書道） 小/中 国語（書写）

毛筆(書き初め)を行います。文字の大きさや
字間などを中心に授業を展開します。また、
新聞紙・下敷き・大筆・小筆・墨汁・書き初め
用紙の準備が必要です。

令和２年12月11日（水）以
降の午後

55 35 船橋北 佐田　奈緖子 教諭 国語 中 国語
国語の授業を通して意見を考え、積極的に
発表するような授業を行います。

授業に支障がない
時期　(要相談)

56 35 船橋北 近藤　里佳 教諭 数学 中 数学
生徒中心の授業を展開します。ペア学習など
を取り入れ数学の楽しさを感じるよう工夫し
ます。内容は相談に応じます。

授業に支障がない
時期　(要相談)

57 35 船橋北 長谷川　望 教諭 理科（化学） 中 理科（化学）
グループワークの実験を中心とし，生徒が主
体的に課題に取り組む授業を展開します。

授業に支障がない
時期　(要相談)

58 35 船橋北 田岡　沙織 教諭 外国語（英語） 中 外国語（英語）
ペアワーク・グループワーク等を中心に授業
を展開します。内容は相談に応じます。

授業に支障がない
時期　(要相談)

59 35 船橋北 北倉　美沙 教諭 外国語（英語） 中 外国語（英語）
グループワークやペアワークを通して，積極
的に発表・活動をするような授業を考えてい
ます。内容は相談に応じます。

授業・学校行事に支障が
ない時期
(要相談)

60 37 国府台 伊藤　和孝 教頭 数学 小（高学年）/特 数学・算数
高校の数列。ある数の並びから規則性を見
出し、何番目にどのような数字が現れるか等
の公式を作り出す。

応相談

61 38 国分 嵯峨　萌加 教諭
国語

（国語総合・現代文B）
中 国語

中学校の古典。和歌に触れ、我が国の言語
文化へ興味・関心をもてる授業を展開しま
す。

応相談



62 38 国分 平嶋　旬子 教諭 国語（古典B） 中 国語
中学校の現代文。読解を中心とし、主体的に
取り組む授業を展開します。

応相談

63 38 国分 川西　航 教諭
地歴・公民

（政経・地理Ｂ）
中 地歴・公民（公民）

中学校の公民分野。現代のニュースから、生
徒が人権について主体的に考える授業を展
開します。

応相談

64 38 国分 髙橋　周也 教諭
数学（数学ⅠＡ探求）
情報（情報の科学）

小/中/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。（作図などは定
規、コンパスの準備を）

応相談

65 38 国分 藤島　昂太 教諭 数学（数学Ⅱ・数学Ｂ） 小/中 数学
小・中における算数・数学。日常生活と数学
との関連を探り、数学に興味関心を持てるよ
うな授業を行います。

応相談

66 38 国分 藤原　駿冶 教諭 数学（数学Ⅰ・数学Ａ) 小/中 数学
小中の数学分野。児童生徒の活動を中心に
授業を展開し、生徒間での学び合いができる
よう、図等での実験を取り入れます。

応相談

67 38 国分 上村　達志 教諭
理科

（化学基礎・物理基
礎）

小/中 理科（物理）
小中の物理分野。（記録タイマー・テープ・お
もり）実験を中心とし、児童生徒の状況に応
じて、主体的に取り組む授業を展開します。

応相談

68 38 国分 西俣　祐紀 教諭
外国語

（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ・
応用英語）

小/中 外国語（英語）
小中学校の英語ゲームを通して、英語の使
用・理解を深めます。

応相談

69 38 国分 黒岩　ゆい 教諭
外国語

（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅲ・
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ）

小/中/特 外国語（英語）
英語を使ったゲームや活動を通して、児童生
徒の状況に応じた授業を行います。

応相談

70 39 行徳 鈴木　茉由 教諭 地歴公民（世界史） 中学校 社会（歴史、地理）
画像等を使っての歴史全般についての検
証。世界の貧困問題についての生徒参加型
の授業。

応相談

71 39 行徳 龍谷　友裕 教諭 数学　情報 小/中 算数　数学

小中の算数，数学。板書が中心ではなく，児
童生徒が自ら考えて学習できるような授業を
展開します。その中でグループワークなども
取り入れていきたいと考えています。

応相談

72 39 行徳 郷　愛海 教諭 芸術（美術） 中学校 美術
グループワークで進める鑑賞学習。１時間完
結で，生徒同士の会話による気づきを大切
にして授業を展開します。

応相談

73 39 行徳 橋本　優真 教諭 数学 中学校 数学
中学校の数学。体験を通して数学的課題に
取り組む授業を展開します。

応相談

74 39 行徳 前澤　弘光 教諭 国語 小/中 国語
小・中の国語。児童生徒が自ら考えを持ち，
積極的に発言する授業を展開します。

応相談



75 39 行徳 岩澤　亮 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）
小学校、中学校の化学分野全般。詳細は要
相談。

応相談

76 39 行徳 吉田　圭 教諭 英語 中学校 英語 口頭活動を中心にした英語の授業。 応相談

77 40 市川東 遠藤　晃太 教諭 地歴・公民 小／中 社会（公民）
小中学生に興味関心がありそうな話題・内容
を中心に、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。

校務により都合がつかな
い場合あり。（応相談）

78 40 市川東 岡田　翔真 教諭 地歴・公民 小／中 社会（歴史）
小中学生に興味関心がありそうな話題・内容
を中心に、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。

校務により都合がつかな
い場合あり。（応相談）

79 40 市川東 松井　知沙 教諭 地歴・公民 小／中 社会（歴史）
小中学生に興味関心がありそうな話題・内容
を中心に、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。

校務により都合がつかな
い場合あり。（応相談）

80 40 市川東 成瀬　英樹 教諭 数学 小／中 算数・数学
小中学生に興味関心がありそうな話題・内容
を中心に、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。

校務により都合がつかな
い場合あり。（応相談）

81 40 市川東 曽野　　学 教諭 化学 小／中 化学
小中学生に興味関心がありそうな話題・内容
を中心に、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。

校務により都合がつかな
い場合あり。（応相談）

82 41 市川昴 山本　昌史 教諭 理科（物理） 小/中 理科（物理）
小中の物理的分野。希望テーマや児童生徒
の状況に応じた授業を行います。１～２回を
希望します。

９月上旬を希望。それ以
外は応相談。

83 42 市川南 星野　浩 主幹教諭
理科

（物理基礎，物理）
小/中 理科（化学） 実験を中心に授業を展開 応相談

84 42 市川南 髙津　有希央 教諭
理科

（化学基礎）
小/中 理科（化学） 実験を中心に授業を展開 応相談

85 42 市川南 倉下　杜之 教諭 芸術（書道Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 小/中 芸術（書道） 書の鑑賞及び実技指導 応相談

86 42 市川南 金子　舞 教諭 芸術（音楽Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 小/中 芸術（音楽） 楽器の実技指導 応相談

87 42 市川南 渡邊　明香 教諭 家庭（家庭総合） 小/中 家庭（家庭総合） 楽しく保育を学ぶ授業 応相談



88 43 浦安 久保　善啓 教諭 国語 小/中
①国語

(現代文・古典・漢文)
②国際理解

①希望内容に沿って授業を行います。
②青年海外協力隊（キルギス派遣）での経験
を基に、希望に沿った授業を行います。

応相談

89 43 浦安 田部井　哲広 教諭 理科（生物・地学） 小/中/特 理科（生物・地学）
問題に予想を立てて考えながら楽しく実験を
していきます。

応相談

90 43 浦安 井上　広登 教諭 芸術（書道） 小/中 芸術（書道） 書写毛筆、書き初めの指導。 応相談

91 44 浦安南 橿村　豪紀 教諭 理科（生物） 中 理科（生物）

生物の基本単位である細胞について、光学
顕微鏡を用いた観察を通して学ぶ。特に、単
細胞生物（イシクラゲ）、多細胞生物（ミズクラ
ゲ）についての観察を行う予定である。

応相談

92 44 浦安南 三浦　輔 教諭 地歴 中 社会 神話から学ぶ世界史 応相談

93 44 浦安南 佐々木　生道 教諭 数学 中 数学 基礎・基本から学ぶ高校数学 応相談

94 44 浦安南 風間　香那 教諭 保健体育 中 体育 バスケットボール 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 21 八千代 教諭 丹治　由夏 家庭

2 22 八千代東 主幹教諭 谷川　佳隆 情報（情報の科学） 登録教員を兼ねる

3 23 八千代西 教諭 池澤　圭太郎 英語

4 24 津田沼 教諭 中山　夏美 芸術（書道） 登録教員を兼ねる

5 25 実籾 教諭 　森　翔一 　化学

6 26 船橋 教諭 阿部　敬 理科（物理）

7 26 船橋（定） 教諭 青原　昭彦 外国語（英語）

8 27 薬園台 主幹教諭 尾竹　良一 理科

9 28 船橋東 教諭 子安　信貴 国語 登録教員を兼ねる

10 29 船橋啓明 教諭 小野　智史 数学

11 30 船橋芝山 教諭 湊　小雪 英語

12 31 船橋二和 教諭 野原　康治 数学

13 32 船橋古和釜 教諭 木本　誠也 理科 登録教員を兼ねる

14 33 船橋法典 教諭 段木　賀津也 芸術（書道） 登録教員を兼ねる

15 34 船橋豊富 教諭 大川原　瑞妃 芸術（書道） 登録教員を兼ねる

16 35 船橋北 教諭 齋藤　隆吏 地理歴史

17 36
市川工業

市川工業（定）
教諭 壽　賢剛 数学

18 37 国府台 教頭 伊藤　和孝 数　学 登録教員を兼ねる

19 38 国分 主幹教諭 川本　一夫 地歴公民

20 39 行徳 教諭 龍谷　友裕 数学

21 40 市川東 教諭 成瀬　英樹 数学 登録教員を兼ねる

22 41 市川昴 教諭 山本　昌史 理科 登録教員を兼ねる

23 42 市川南 教諭 平林　讓寛 英語

24 43 浦安 教諭 久保　善啓 国語 登録教員を兼ねる

25 44 浦安南 教諭 橿村　豪紀 理科

令和２年度小・中・高連携の特別授業推進員一覧
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