
東葛飾教育事務所管内

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 45 鎌ヶ谷 室井　友希 教諭 家庭 小／中 家庭
小・中学校の家庭科（食分野）
２時間連続の授業で調理実習を行う。学校に
ある調理器具を使用する。

応相談

2 45 鎌ヶ谷 堀口　峻介 教諭 数学 小／中 数学
小中の算数・数学分野の授業で、主体的に
課題に取り組む授業を展開します。

応相談

3 45 鎌ヶ谷 林　　拓郎 教諭 英語 小／中 英語
小中の英語分野の授業で、主体的に課題に
取り組む授業を展開します。

応相談

4 46 鎌ヶ谷西 吉田　智恵子 教諭 芸術（音楽） 小／中 芸術（音楽）

合唱指導全般。40分。伴走車を用意していた
だき豊かな合唱表現を目指します。鎌ケ谷市
の小中学校であれば「みんなの鎌ケ谷」も指
導します。

応相談

5 46 鎌ヶ谷西 髙田　里枝子 教諭 英語 小/中 英語
「楽しい」授業の実践
依頼校の担当者と相談して内容を決めます。

応相談

6 47 松戸 越　市太郎 教諭 理科（物理） 小 理科

小学校高学年の理科。クラス単位で１～２時
間。ちょっとびっくり、面白い科学マジック的な
理科実験や、見てキレイ、作って楽しい、簡
単な工作をします。

応相談

7 48 小金 椿　仁三千 教諭 理科（生物） 中/高/教員研修

アクティブラーニン
グ、キャリア教育、
アサーショントレー
ニング

グループワーク、協働学習の進め方・実習 応相談

8 48 小金 髙木　奈穂美 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）
必要な器具などは持参することも可能（応相
談）

応相談

9 48 小金 上田　久美 教諭 情報 小/中 情報・数学（算数）
プログラミング体験（図形を書くだけの簡単な
ものから計算を伴う少し難易度の高いもので
も可。御相談の上対応します）・情報モラル

応相談

10 49 松戸国際 森　淳一 教諭 外国語（英語） 小/中/高/特 外国語（英語）
小中高の英語
児童生徒の学習状況に応じて、主体的な活
動を展開します。

応相談

様式４
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11 定07 松戸南 栗野　明子 教諭 外国語（英語） 小/中 外国語（英語）
英語のみの授業を展開しつつ、児童生徒の
状況に応じ、主体的に課題に取り組む授業
を展開します。

応相談（午前は不可）

12 51 松戸六実 岩脇　充司 教諭 保健体育 小/中 体育

小中の体育
生涯スポーツの軽スポーツを通して、誰にで
も手軽にでき、楽しめる体験授業を展開しま
す。

応相談

13 51 松戸六実 鈴木　恵介 教諭 芸術（書道） 小/中 書道
児童、生徒の状況に応じて、書道の指導を行
います。

応相談

14 52 松戸向陽 北嶋　惟 教諭

福祉
（社会福祉基礎)

（ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ技術）
（生活支援技術）

小/中/高/特 福祉
各学年に応じた福祉教育を実施します。
車いす体験等も実施可能です。

応相談

15 53 松戸馬橋 平井　宏美 教諭 芸術（書道） 小/中/高/特 芸術（書道）
児童、生徒の状況に応じて、書道の指導を行
います。

応相談

16 53 松戸馬橋 橋爪　里沙 教諭 芸術（美術） 小/中/高/特 芸術（美術）
児童、生徒の状況に応じて、絵画を中心とし
た指導を行います。

応相談

17 53 松戸馬橋 町田　裕子 教諭 情報 小/中 情報
ブロック型のプログラミング。状況に応じて相
談しながら実施します。

応相談

18 53 松戸馬橋 鵜野沢　絵美 教諭 外国語（英語） 小/中/高/特 外国語（英語）
音楽などを使って、音声を中心とした英語の
授業を展開します。

応相談

19 53 松戸馬橋 賀澤　勝利 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）
児童生徒の状況に応じて、連携校の教諭と
相談しながら化学を中心とした指導を行いま
す。

応相談

20 定08 東葛飾 室岡　英夫 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）
小中の物理分野
不思議で楽しい実験を通して興味関心を高
める授業を授業を展開します。

応相談

21 55 柏 福原　勝宏 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

22 55 柏 工藤　勇 教諭 理科（化学） 小/中/高/特 理科（科学）

小中高の科学分野
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

23 55 柏 増田 綾野 教諭 理科（生物） 小/中/高/特 理科（生物）

小中高の生物分野
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



24 55 柏 根本　拓 教諭 理科（地学） 小/中/高/特 理科（地学）

小中高の地学分野
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

25 57 柏陵 小泉　桃子 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）

小中の化学分野
実験・実習を中心とした授業で、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

26 57 柏陵 玉谷　純基 教諭 英語 小 英語
小学校で会話を中心とし、児童の状況に応じ
て、主体的に課題に取り組む授業を展開しま
す。

応相談

27 57 柏陵 長浜　貴美 教諭 英語 小 英語
小学校で会話を中心とし、児童の状況に応じ
て、主体的に課題に取り組む授業を展開しま
す。

応相談

28 58 柏の葉 駒田　幸彦 教諭 国語（現代文古典） 小/中 国語
小中の国語
現代文の読解の方法、古文の鑑賞法などを
状況に応じて展開します。

応相談

29 58 柏の葉 蔦　春紀 教諭 理科（生物） 小 理科（生物）
生物分野
ICT機器を利用した能動的な授業を展開しま
す。

応相談

30 58 柏の葉 葛西勇輝 教諭 理科（生物） 小 理科（生物）
小の生物・化学分野
主体的な学びを実現する授業を展開します。

応相談

31 58 柏の葉 宮澤　岳瑠 教諭 理科（化学） 小 理科（化学）
化学分野
主体的な学びを実現する授業を展開します。

応相談

32 58 柏の葉 山口　晃平 教諭 理科（物理） 小 理科（物理）
物理分野
主体的な学びを実現する授業を展開します。

応相談

33 58 柏の葉 黒澤　一基 教諭 情報 小/中 技術科 プログラミング体験入門 応相談

34 59 柏中央 永嶋　幸夫 主幹教諭 理科（生物） 小/中/高 理科（生物）

小中高の生物分野
２時間連続の授業で観察、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

35 59 柏中央 小松　令奈 教諭 理科（生物） 小/中/高 理科（生物）

小中高の生物分野
２時間連続の授業で観察、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

36 59 柏中央 坂下　佳耶 教諭 理科（生物） 小/中/高 理科（化学）
２時間連続の授業で、児童生徒の状況に応
じて、予想、実験を中心とした授業を展開し
ます。

応相談



37 60 沼南 吉澤　裕之 教諭 理科（生物） 小 理科（生物）
小学校の生物分野
２時間連続の授業で実験を中心とした授業を
展開します。

応相談

38 61 沼南高柳 竹内　秀彰 教諭 理科（地学・化学） 小/中/特 理科（生物・化学）

小中の生物・化学分野
実験を中心とし、興味関心を引き出す授業を
展開します。３人チーム展開し、きめ細かく指
導します。

勤務校（高校）で授業の
ない日程の日にお願いし
ます

39 61 沼南高柳 駒形　育朗 教諭 理科（生物） 小/中/特 理科（生物・化学）

小中の生物・化学分野
実験を中心とし、興味関心を引き出す授業を
展開します。３人チームで展開し、きめ細かく
指導します。

勤務校（高校）で授業の
ない日程の日にお願いし
ます

40 61 沼南高柳 宮津　由承 教諭 理科（地学） 小/中/特 理科（生物・化学）

小中の生物・化学分野
実験を中心とし、興味関心を引き出す授業を
展開します。３人チームで展開し、きめ細かく
指導します。

勤務校（高校）で授業の
ない日程の日にお願いし
ます

41 63
流山

おおたかの森
吉住　昌一 教諭 理科（物理） 中 理科（物理）

中学の物理分野
身近な道具を用いて実験を行い、電磁誘導
などについて、興味や関心を高める。

応相談

42 64 流山南 平野　正明 主幹教諭 数学・情報 中 情報
中学生を対象として、ＰＣの基本的な操作を
学ぶ授業を展開します。

応相談

43 65 流山北 横山　拓爾 主幹教諭 理科（生物） 小/中 理科全般
小中の理科分野
内容は応相談

応相談

44 65 流山北 篠崎　恵一 教諭 理科（生物） 小/中 理科全般
小中の理科分野
内容は応相談

応相談

45 65 流山北 景野　雅人 教諭 理科（物理） 小/中 理科（物理）
小中の物理分野
内容は応相談

応相談

46 65 流山北 野間　雄太 教諭 理科（化学） 小/中 理科（化学）
小中の化学分野
内容は応相談

応相談

47 65 流山北 小川　光輔 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）
小中の生物分野
内容は応相談

応相談

48 65 流山北 多田　凌吾 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）
小中の生物分野
内容は応相談

応相談

49 66 野田中央 須賀　敏夫 教諭 保健体育 小/中/高/特 保健体育
学校種に応じた保健体育の授業を実施しま
す。バスケットボールを専門としています。

応相談



50 67 清水 中村　啓介 教諭 工業（電気） 小/中 理科（ほか）
理科に関することについて相談に応じます。
児童生徒の状況に応じてテーマ等を決定し
授業を展開します。

応相談

51 67 清水 浅野　幸男 実習助手 工業（環境化学） 小/中 理科（ほか）
理科に関することについて相談に応じます。
これまではシャボン玉、とんぼ玉づくりなどを
実施。

応相談

52 67 清水 細谷　敏弘 教諭 工業（環境化学） 小/中 理科（ほか）
理科に関することについて相談に応じます。
児童生徒の状況に応じてテーマ等を決定し
授業を展開します。

応相談

53 67 清水 髙畠　敦史 教諭 工業（機械） 小/中 理科（ほか）
理科に関することについて相談に応じます。
児童生徒の状況に応じてテーマ等を決定し
授業を展開します。

応相談

54 67 清水 小川　豊明 教諭 農業（食品） 小/中 理科（ほか）
理科に関することについて相談に応じます。
児童生徒の状況に応じてテーマ等を決定し
授業を展開します。

応相談

55 69 我孫子 青柳　裕子 教諭 書道 小/中 芸術（書道）

小中の書道分野
実技指導を中心とし、書道の基礎から発展
的な内容までを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

56 70 我孫子東 小沼　均 教諭 数学 小／中 数学
算数や数学の面白さを実感できるような授業
を展開します。

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 45 鎌ヶ谷 教諭 室井　友希 家庭 登録教員を兼ねる

2 46 鎌ヶ谷西 教諭 若塚　昌彦 理科

3 47 松戸 教諭 越　市太郎 理科 登録教員を兼ねる

4 48 小金 教諭 安達　正幸 数学

5 49 松戸国際 教諭 森　淳一 外国語（英語） 登録教員も兼ねる

6
50

定07
松戸南 教諭 栗野　明子 外国語（英語） 登録教員も兼ねる

7 51 松戸六実 教諭 岩脇　充司 保健体育 登録教員も兼ねる

8 52 松戸向陽 教諭 山 下 正 木 数学

9 53 松戸馬橋 教諭 椛澤　侑矢 数学

10
54

定08
東葛飾

教諭
教諭

内山　茂男
室岡　英夫

理科（物理）
理科（化学） 登録教員を兼ねる

11 55 柏 教諭 工藤　勇 理科（化学） 登録教員を兼ねる

12 56 柏南 主幹教諭 左口　孝史 数学

13 57 柏陵 教諭 佐々木　克則 数学

14 58 柏の葉 教諭 駒田幸彦 国語(現代文・古典) 登録教員を兼ねる

15 59 柏中央 主幹教諭 永嶋　幸夫 理科(生物) 登録教員も兼ねる

16 60 沼南 教諭 佐伯慎祐 地歴・公民

17 61 沼南高柳 教諭 駒形　育朗 理科 登録教員も兼ねる

18 62 流山 教諭 天瀬　毅 農業

19 63 流山おおたかの森 主幹教諭 中原　顕治 外国語（英語）

20 64 流山南 主幹教諭 平野　正明 数学・情報 登録教員も兼ねる

21 65 流山北 教諭 小川　光輔 理科 登録教員も兼ねる

22 66 野田中央 教諭 須賀　敏夫 保健体育 登録教員を兼ねる

23 67 清水 教諭 中村　啓介 電気 登録教員も兼ねる

24 68 関宿 教諭 山部　聖太朗 数学

25 69 我孫子 教諭 青柳　裕子 芸術（書道） 登録教員を兼ねる

26 70 我孫子東 教諭 小沼　均 数学 登録教員を兼ねる
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