
南房総教育事務所管内

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）

1 107 安房拓心 髙木　淳 教諭 理科（地学） 小/中 理科（地学）
地学分野全般、特に地震・津波について、楽
しく学習します。

実施時期は随時相談

2 107 安房拓心 小泉　博 教諭
農業（植物バイオテク

ノロジー）
小/中

技術家庭、総合的な
探究の時間

学校で栽培できる野菜について指導します。 実施時期は随時相談

3 108 安房 南　宏人 教諭 理科 小/中 理科（化学） 無機化学の実験を行います。 応相談

4 108 安房 和田　聖 教諭 保健体育 小/中 保健体育（球技）
球技全般（ネット型、ゴール型、ベースボール
型）を指導します。

応相談

5 108 安房 岩切　勇人 教諭 保健体育 小/中 保健体育（武道） 剣道の指導をします。 応相談

6 108 安房 大賀　久乃 教諭 外国語（英語） 小/中 英語全般
英語でのコミュニケーション活動（ゲームやグ
ループワーク）を通し、自分の伝えたいことを
英語で表現します。

応相談

7 109 館山総合 水口　　聡 主幹教諭 水産（食品） 小 理科／社会科
かつおの生態とかつお節の製造魚の鮮度の
計り方。

応相談

8 109 館山総合 山寺　真志 教諭 水産（漁業・航海） 小/中 理科／社会科

身近に使えるロープワーク
水産では多くのロープワークがありますが、
その中で簡単で身近に使えるものを紹介・練
習します。

応相談

9 109 館山総合 早川　忠良 臨任講師 水産（機関） 小/中 理科／社会科

海運業の話
日本の輸出入の９９％以上を占める船の外
国航路について、元民間大型船一等機関士
の教員が解説します。

応相談

10 109 館山総合 福永　勝秀 教諭 水産（海洋生物） 小/中 理科／社会科
魚の飼い方の話
キンギョから海水魚まで、魚の生態を紹介し
つつ、飼い方のポイントを解説します。

応相談

様式４
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11 109 館山総合 江渕　　宏 教諭 水産（資源増殖） 小/中 理科／社会科
日本の魚資源の話
減少する魚の現状と魚の増やし方や持続的
な魚の利用法を解説します。

応相談

12 109 館山総合 川名　祐二 教諭 水産（食品） 小/中 理科／社会科

魚の加工の話
魚の加工品の種類や製造法を本校のクジラ
や食べるかつおラー油などの地域水産物加
工を中心に解説します。

応相談

13 109 館山総合 平塚　尊明 主幹教諭
商業

（ビジネス情報）
（電子商取引）

中

技術・家庭
〔技術分野〕

情報に関する技術
総合的な学習の時

マルチメディアを活用したＣＭ制作必要な器
具はＰＣ、編集ソフト、ディジタルビデオカメラ
等。

応相談

14 109 館山総合 寺本　巧一 教諭
商業

（情報処理）
（情報システム管理）

中

技術・家庭
〔技術分野〕

情報に関する技術
総合的な学習の時

Ｓｃｒａｔｃｈを活用したプログラミング。
ＰＣとインターネット環境が必要。

応相談

15 109 館山総合 筒井　智会 教諭 家庭科 小/中/特 家庭科
乳幼児の保育（保育人形を用いて）
乳幼児の栄養
折り紙を使った造形表現

応相談

16 109 館山総合 白鳥　陽子 教諭 家庭科 小/中/特 家庭科
乳幼児の保育（保育人形を用いて）
乳幼児の栄養
折り紙を使った造形表現

応相談

17 109 館山総合 吉野　佳菜子 教諭 家庭科 小/中/特 家庭科
乳幼児の保育（保育人形を用いて）
乳幼児の栄養
折り紙を使った造形表現

応相談

18 109 館山総合 日下部亮太 教諭 理科（生物） 中/高 理科（生物）
菌類（カビやキノコなど）の基礎について。
観察も取り入れながら学習します。

応相談

19 109 館山総合 原川　侑平 教諭 工業（電気） 中 理科（電気）
ブレットボードを用いた論理回路の作成・危
険度の低い実験。

応相談

20 109 館山総合 丸山　哲央 教諭 工業（工業化学） 小/中 理科（化学）
小中の化学的内容。２時間連続の授業で実
験を取り入れ、生徒の状況に応じて授業を展
開する。

応相談

21 110 天羽 菊池　有仁 教諭 情報（社会と情報） 小／中 情報
情報モラル
パワーポイント等を用いて授業を展開しま
す。

応相談

22 110 天羽 谷口　健太 教諭
保健体育

（保健・体育）
小／中／高／特 体育（各種目）

体育系各種目において，児童生徒の状況に
応じて基礎基本から展開します。
部活動の技術指導も含みます。

応相談

23 110 天羽 羽根　和宏 教諭
保健体育

（保健・体育）
小／中／高／特 体育（各種目）

体育系各種目において，児童生徒の状況に
応じて基礎基本から展開します。
部活動の技術指導も含みます。

応相談



24 110 天羽 松田　大樹 教諭
情報

（社会と情報・課題研
究）

小／中 情報（技術）
プログラミング的思考とプログラミング（実装）
対象学年と実施校の環境に応じた内容で授
業を行います。

応相談

25 110 天羽 小池　美咲 教諭
芸術

（音楽Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）
小／中 音楽

鑑賞の領域から管弦楽曲を扱います。
（ＣＤプレイヤー、スピーカー等の鑑賞機材が
必要です。）

応相談

26 110 天羽 松田　大樹 教諭
数学

（数学Ⅰ・A）
小／中 数学

統計
（パソコン（excel）を用いて、視覚的にわかる
統計を体感させます。社会科的要素を含み
ます）

応相談

27 111 君津商業 田村ぼくと 教諭
理科（科学基礎・
科学と人間生活）

中
理科

総合的な学習

概要　①理科（生物・化学・科学）の実験
　　　　②総合的な学習（講演；弓道について）
器具　連絡を取り合い柔軟に対応可能
回数　必要に応じます

応相談

28 111 君津商業 佐藤秀作 教諭 商業（簿記） 小/中
社会
公民

簿記とは何か？
簡単な帳簿が記入できるように、人数に応じ
てグループワークも取り入れながら実施しま
す。

応相談

29 112 木更津 小芝　一臣 校長 理科（化学） 小/中 理科（化学）
化学実験を通して、化学について楽しく学び
ます。

応相談

30 112 木更津 伊藤　泰隆 教諭 数学 小/中/高 数学
小中高の数学分野。
日常にある事象を数学にからめ、数学的な
思考の授業を展開します。

応相談

31 112 木更津 佐藤　富美男 教諭 数学 小/中/高/特 数学（算数）

オリジナル教材「にじます計算」（７つの色に
よって決められたルールによる計算）を用い
て楽しくゲーム感覚で計算力を身に付けま
す。

応相談

32 112 木更津 野村　真一 教諭 理科（地学） 小/中/高/特 理科（地学）
化石に関する内容。
アンモナイトや微生物の化石について、実物
を用い、観察を中心に授業を展開します。

応相談

33 112 木更津 小泉　治彦 教諭 理科（地学） 小/中 理科（地学）
地学（地球・気象・天文）の内容について、観
察や実験を通して楽しく学びます。

応相談

34 112 木更津 神谷　義一 教諭 理科（物理） 小/中 理科（物理）
小中高の物理分野。
簡単にできる実験を中心に授業を行います。

応相談

35 112 木更津 中山　晃男 教諭 芸術（書道） 小/中 書写・書初め
書写の分野。
書初めの指導等を行います。

応相談

36 112 木更津 八代　晃 教諭 英語 小/中 英語
英会話、発音、多読本を用いてのReadingな
どの授業を展開します。

応相談



37 113 木更津東 田中　恵里 教諭 芸術（音楽） 小/中 芸術（音楽）

小学校・中学校での音楽全般（特に歌唱・合
唱指導）。歌唱・合唱指導では、児童生徒の
状況に応じて、発声や発音、ハーモニー作
り、ニュアンスづくりなどの指導を行います。

応相談

38 114 君津 髙橋　かおる 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）
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

39 114 君津 片方　学 教諭 保健体育 小/中 体育
本校生徒とともに陸上競技の指導を行いま
す。

応相談

40 114 君津 奈良　篤 教諭 外国語（英語） 小/中 外国語（英語） 本校生徒とともに英会話の指導を行います。 応相談

41 114 君津 田村　静香 教諭 芸術（書道） 小/中 芸術（書道） 本校生徒とともに書初めの指導を行います。 応相談

42 115 上総 糸川　靖英 主幹教諭 理科（生物） 小/中/高 理科（生物）
小中高の生物分野
１時間程度の実験や数時間単位の授業を行
います。

応相談

43 115 上総 安部　凜 教諭 理科（化学） 小/中/高 理科（化学）
小中高の化学分野
１時間程度の実験や数時間単位の授業を行
います。

応相談

44 115 上総 松本　彰子 教諭 芸術(書道） 小/中/高
芸術（書道）
国語（書写）

小中高の書道
主に書初め指導の時期に学級または学年ご
とに指導します。日常の書写活動に応用でき
る授業を展開します。

応相談

45 115 上総 宮田　寛大 教諭 体育 小/中/高 体育 陸上、特に砲丸投げの指導をします。 応相談

46 116 君津青葉 橋本　勇輝 教諭 保健体育 小/中/特 体育
バスケットボールを使用して、基礎的な練習
方法の説明と実践を指導します。

応相談

47 116 君津青葉 大野万里子 教諭 外国語（英語） 小/中/特 英語 基礎英語を指導します。 応相談

48 116 君津青葉 島貫　輝 教諭 情報 小/中/特

生活科
技術家庭

総合的な学習の時
間

パソコンソフトの発展的な活用の仕方につい
て指導します。

応相談

49 116 君津青葉 長谷川好明 教諭 農業（野菜・草花） 小/中/特

生活科
技術家庭

総合的な学習の時
間

野菜や草花の植え付けから手入れの仕方等
について実技指導を交えて指導します。

応相談



50 116 君津青葉 近藤　司 教諭 土木 小/中/特

生活科
技術家庭

総合的な学習の時
間

地図情報の活用方法を指導します。 応相談

51 116 君津青葉 関　数房 教諭 農業（食品製造） 小/中/特

生活科
技術家庭

総合的な学習の時
間

食品加工を指導します。 応相談

52 116 君津青葉 石井智佳子 教諭 家庭 小/中/特

生活科
技術家庭

総合的な学習の時
間

調理実習を指導します。 応相談

53 117 袖ヶ浦 須田　雅紀 教諭 情報・数学 小学校 情報 小学生（児童）を対象としたパソコン入門 応相談

54 117 袖ヶ浦 山崎　哲也 教諭 情報・数学 小学校 情報 小学生（児童）を対象としたパソコン入門 応相談

55 117 袖ヶ浦 長谷川　翼 教諭 情報 小学校 情報 小学生（児童）を対象としたパソコン入門 応相談

56 118 市原 永嶋　達也 教諭 農業科（野菜） 小/中 農業科（野菜）

「知らなかった野菜のあんなコトこんなコト！」
・野菜ってうまい？それ本当？
・うまい野菜とうまくない野菜
・知って得する野菜の選び方
・野菜を作る仕事　野菜人の実態!!?
　など、野菜づくしの話題を畑直送でお届け
します。

応相談

57 118 市原 栗山　えりか 教諭 農業科（野菜） 小/中 農業科（野菜）

「知らなかった野菜のあんなコトこんなコト！」
・野菜ってうまい？それ本当？
・うまい野菜とうまくない野菜
・知って得する野菜の選び方
・野菜を作る仕事　野菜人の実態!!?
　など、野菜づくしの話題を畑直送でお届け
します。

応相談

58 118 市原 山口　明弘 教諭 農業科（草花） 小/中 農業科（草花）

「ホッとしあわせ☆　簡単おしゃれなアレンジ
メントの世界」私たちの身の回りは自然が豊
かで，いろいろな植物があります。普段は気
にもとめていない草花，ただの雑草だと思っ
ていた草花から、実は素敵な作品が作れるこ
とを知っていますか？　ナンバーワンでなくと
も、世界に一つだけの作品を作りましょう！

応相談

59 118 市原 小澤みさ子 教諭 農業科（草花） 小/中 農業科（草花）

「ホッとしあわせ☆　簡単おしゃれなアレンジ
メントの世界」私たちの身の回りは自然が豊
かで，いろいろな植物があります。普段は気
にもとめていない草花、ただの雑草だと思っ
ていた草花から、実は素敵な作品が作れるこ
とを知っていますか？　ナンバーワンでなくと
も、世界に一つだけの作品を作りましょう！

応相談



60 118 市原 渡辺　光星 教諭 農業科（果樹） 小/中 農業科
（農業と環境）

水路には蛙やメダカが生息し、近くの山には
自然が広がっています。環境問題が叫ばれ
る中、農業という観点から、未来への可能性
について説明します。

応相談

61 118 市原 永野　竜哉 教諭
農業科

（緑地管理）
小/中 農業科（造園）

「図面から眺めた世界 ～簡易透視図～」
庭園や緑地を実際に作る際に必要な図面作
成を体験します。平面に描かれた図面を立
体的にとらえる「簡易透視図」を作成し、造園
技術に欠かせない空間の把握やイメージ作
りのスキルを養成します。

応相談

62 118 市原 坂井　美晃 教諭 理科（全分野） 小/中/高 理科（全分野）
１時間程度の実験や数時間単位の授業がで
きます。学級･学年･全校単位のたのしい親
子実験やものづくりも可能。

応相談

63 118 市原 西川　清華 教諭
商業科

（ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎）
小/中 商業科
（ﾋﾞｼﾞﾈｽ基礎）

資格は一生の宝。ビジネス社会のスペシャリ
ストをめざして、資格取得をもとに，将来の進
路をきりひらこう。「手に職をつけたい」そんな
あなたに。商業科で学習するビジネス活動の
基礎を体験学習します。
１「小切手」の作成　２ パソコンソフト「Ｗｏｒｄ」
を利用したポスター制作。

応相談

64 118 市原 鈴木　裕子 教諭
商業科

（ﾋﾞｼﾞﾈｽ実務）
小/中 商業科
（そろばん）

そろばんの歴史や操作方法を学びます。
はじめて、そろばんを見る、さわる人に興味
をもってもらえるよう、分かりやすく授業を展
開します。

応相談

65 118 市原
宮山　　篤

石塚美有紀
教諭

福祉科
（社会福祉基礎）

小/中
福祉科

（社会福祉基礎）

「高齢者疑似体験」
高齢者疑似体験の装具を身に付けて、作業
や歩行をし、高齢者理解を深めると共に、高
齢者に対する思いやりのこころを育てます。
（※受講者は、３０名まで）

応相談

66 119 京葉 永野　裕基 教諭 地歴・公民 小/中 社会（歴史）
・絵画資料の読み解き等。
・その他　応相談。

応相談

67 119 京葉 小森　政之 教諭 数学 中 数学 ・確率の授業を行います。 令和２年１２月まで

68 119 京葉 大和田　龍 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物分野） ・小中の生物分野の実験（内容は応相談） 応相談

69 119 京葉 三沢　永一 教諭 理科（地学） 小/中 理科（地学） ・小中の地学分野の実験。（内容は応相談） 応相談



70 119 京葉 米山　茂 教諭 芸術（書道） 小/中/高

国語科書写
総合的な学習の時

間
芸術（書道）

芸術科(書道）の紹介，国語科書写について
毛筆・硬筆・書き初めなど児童・生徒への指
導のほか，職員への研修も可能です。特に，
千葉地区の書き初めについては指導資料が
あります。事前に打ち合わせを実施し，普段
の授業も見学させていただきます。内容は両
者で協議の上，無理のない形で進めます。

随時

71 119 京葉 杉田　俊幸 教諭 外国語(英語） 小/中 英語
・英語で楽しむゲーム。（校種に応じた簡単な
ゲーム）
・おもしろ英語雑学。

応相談

72 119 京葉 斉藤　賢 教諭 情報 小 各教科

小学校のプログラミング指導
Scratchを活用したプログラミング指導を行い
ます。できれば２時間連続の授業でお願いし
ます。

令和２年１２月まで

73 120 市原緑 榎下　幸徳 教諭 国語 小（高学年） 国語

「万葉集」を学ぶ
パワーポイントでの講義です。パソコン、プロ
ジェクター、スクリーンを用意してください。回
数：１回

応相談

74 120 市原緑 山﨑　大輝 教諭 国語 小/中 国語
「草野心平の詩」を学ぶ
詩の感想等を共有しながら鑑賞します。

応相談

75 120 市原緑 足達　史歩 教諭 国語 中 国語
「平安時代の女性たち」
古文作品から，当時の女性のあり方・考え方
を読み取ります。

応相談

76 120 市原緑 加藤　隆央 教諭 地理歴史 中 地理歴史
（日本史）

「図像資料の読み取り」
図像資料から読み取れる内容の紹介と読み
取りの手法やグループワークを中心に授業
を展開します。

応相談

77 120 市原緑 小野田大輝 教諭 地理歴史 中/高 地理歴史
（日本史）
「戦国大名」に焦点を置き、人物像にせまっ
て授業を展開します。
１時間で実施。

応相談

78 120 市原緑 古山未来大 教諭 教諭 高 数学（数学Ⅲ）
「曲面と曲線に関する微分幾何」
講義形式で行います。たくさん微分します。
持ち物：筆記用具、回数：１

応相談

79 120 市原緑 依田　想太 教諭 教諭 高 数学
「行動ゲーム理論」
講義とワークショップを並行して行います。
持ち物：筆記用具、回数：１

応相談

80 120 市原緑 飯坂　哲也 教諭 理科（生物） 小/中 理科（生物）

小中の生物分野で実習を中心とした授業を
行います。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。回数：
１

応相談

81 120 市原緑 髙橋　祥子 教諭 理科(物理) 小/中 理科(物理)

「ウェーブマシンを作ろう」
ストローでウェーブマシンを作り，「波の伝達
のしくみ」について観察します。ペットボトル２
本の準備をお願いします。回数：１回

応相談



82 120 市原緑 冨樫　雅哉 教諭 保健体育 小/中/高/特 体育（体育）
球技「ソフトテニス」
児童生徒の状況に応じて、段階的な授業を
行います。

応相談

83 120 市原緑 角田　洋介 教諭 保健体育 小/中/高/特 体育（武道）
武道「柔道」
児童生徒の状況に応じて、安全に配慮した
授業を展開します。

応相談

84 120 市原緑 中澤　浩二 教諭 芸術(音楽) 中/高 芸術(音楽)
中・高の音楽全般（表現及び鑑賞）
実態に応じて、音、音楽の意味や価値をふま
えた授業を展開します。

応相談

85 120 市原緑 川端　秀彦 教諭 外国語（英語） 小/中/高 外国語（英語）
小・中・高の英語分野。１時間の授業。
児童生徒の状況に応じて、英語の歌を聞き、
内容を理解し、歌詞を音読・暗誦します。

応相談

86 120 市原緑 村岡　広規 教諭 外国語（英語） 小/中/高 外国語（英語）
１時間の授業。
児童生徒の状況に応じた簡単な言語活動、
ペアワークを行います。

応相談

87 120 市原緑 山岸　洋乃 教諭 家庭 小/中/特 家庭
２時間連続の授業で、調理実習を行います。
T.T.で対応します。

応相談

88 120 市原緑 小栁　千春 教諭 家庭 小/中/特 家庭
２時間連続の授業で、調理実習を行います。
T.T.で対応します。

応相談

89 121 姉崎 民内　利昭 教諭 保健体育 小中高特
体育

（陸上競技・陸上運
動）

走・ハードルを中心として、実践研究で得た
学校体育で教えるべき最新の陸上競技技
術・トレーニング法を紹介・伝達します。

３月末日までの随時。詳
細は相談して決定しま
す。

90 122 市原八幡 石山　泰吉 教諭 数学 中 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

91 122 市原八幡 飯塚　薫 教諭 地歴・公民（地理） 中 社会科
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

92 定１６ 館山総合 吉川　昌彦 教頭 商業（ビジネス基礎） 中 総合的な学習の時間

資格は一生の宝。資格をもとに将来の進路
をきりひらこう。「手に職をつけたい」そんなあ
なたに商業科で学習するビジネス活動の基
礎を体験学習します。演習①「小切手」の作
成　演習②「簿記」がわかれば「経済」がわか
る　演習③「ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ」戦略

応相談

93 定17 木更津東 西山　宜孝 教諭
理科（科学と人間生

活・生物基礎・化学基
礎）

小/中/特 理科(物理・化学）
生活に役立つ理科学習を心がけ、実験をし
ながら楽しく学びます。親子理科教室にも
対応します。

3月末日までの随時。詳
細は相談して決定しま
す。



94 定17 木更津東 松本　吉充 教諭 商業（ビジネス基礎） 小 算数(そろばん）
小学校で学ぶ算数の中のそろばん。
わが国の優れた伝統的計算手段であるそろ
ばんの歴史や計算方法について学ぶ。

応相談３～４時間程度を
予定



様式２

通番
学校
番号

学校名 職名 氏名 担当教科 備考

1 106 長狭 教諭 安藤　泰三 数学・情報

2 107 安房拓心 教諭 大野　朋広 地歴公民

3 108 安房 主幹教諭 坂口　博之 外国語（英語）

4 109 館山総合 主幹教諭 平塚　尊明 商業 登録教員を兼ねる

5 110 天羽 教諭 松本　裕司 理科

6 111 君津商業 主幹教諭 野口　　良和 英語

7 112 木更津 教諭 伊藤　泰隆 数学 登録教員を兼ねる

8 113 木更津東 教諭 田中　恵里 芸術（音楽） 実施教員と兼ねる

9 114 君津 教諭 藤倉　美佐子 家庭科

10 115 上総 主幹教諭 糸川　靖英 理科 登録教員を兼ねる

11 116 君津青葉 教諭 真田　修 農業

12 117 袖ケ浦 教諭 長谷川　翼 情報 登録教員を兼ねる

13 118 市原 教諭 石塚　美有紀 福祉科 登録教員を兼ねる

14 119 京葉 教諭 飯塚　章 数学

15 120 市原緑 教諭 髙橋　祥子 理科 登録教員を兼ねる

16 121 姉崎 教諭 民内　利昭 保健体育 登録教員を兼ねる

17 122 市原八幡 教諭 髙寺　俊介 理科

18 定16 館山総合 教諭 平野　昌彦 数学科

19 定17 木更津東 教諭 西山　宜孝 理科 登録教員を兼ねる

令和２年度小・中・高連携の特別授業推進員一覧

南房総教育事務所管内


