
 

 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 
東部教育事務所管内 中部教育事務所管内 西部教育事務所管内 高知市内 

４月   2８日(火) 東山小（英）教①  

５月 

14 日(木) 大宮小(英)教① 

12 日(火) 清水ヶ丘中(英)教① 

13 日(水) 野市小(国)教① 

14 日(木) 清水ヶ丘中(数)教① 

20 日(水) 赤岡中(社)教① 

        鏡野中(理)教① 

22 日(金) 香我美小(算)教① 

28 日(木) 安芸中(国)教① 

29 日(金) 伊尾木小(算・複)教① 

７日(木) 北原小(算・複)教① 

19 日(火) 佐川中(理)教① 

朝ヶ丘中(英)教① 

20 日(木) 東又小(国)教① 

21 日(木) 窪川中(数)教① 久礼中(道)教① 

25 日(月) 伊野中(社)教①  

26 日(火) 葉山小(道)教① 

27 日(水) 十市小(国)教① 

28 日(木) 伊野小(算)教① 

29 日(金) 多ノ郷小(英)教① 

1８日(月) 

東中筋小(道)教① 

1９日(火) 

  大方中(国)教① 

27 日(水) 

東山小(英)授① 

29 日(金) 

咸陽小(理)教① 

1 日(金) 

第四小(英)教① 

26 日(火) 

 久重小(国・複)教① 

29 日(金) 

秦小(国)教① 

 

６月 

２日(火) 野市小(国)授① 

17 日(水) 赤岡中(社)授① 

23 日(火) 清水ヶ丘中(数)授① 

大宮小(英)授① 

24 日(水) 香我美小(算)授① 

25 日(木) 鏡野中(理)授① 

29 日(月) 清水ヶ丘中(英)授① 

２日(火) 北原小(算・複)授① 

15 日(月) 朝ヶ丘中(英)授① 

     高岡第一小(算)教① 

24 日(水) 十市小(国)授①  伊野小(算)授① 

25 日(木) 久礼中(道)授① 

26 日(金) 佐川中(理)授① 

 

  

１日(月) 宿毛小(国)教① 

２日(火) 中村西中(英)教① 

３日(水) 利岡小(国・複)教① 

５日(金) 宿毛中(数)教① 

10 日(水) 清水中(社)教① 

16 日(火) 東中筋小(道)授① 

23 日(火) 大方中(国)授① 

30 日(火) 中村西中(英)授① 

宿毛小(国)授① 

   

１日(月) 昭和小(社)教① 

4 日(木) 青柳中(国)教① 

9 日(火) 一宮中(道)教① 

11 日(木) 大津中(数)教① 

 潮江南小(算)教① 

12 日(金) 昭和小(社)授① 

17 日(水) 久重小(国・複)教① 

18 日(木) 高須小(理)教① 

秦小(国)授① 

22 日(月) 城北中(英)教① 

 

数学 

授業研①朝倉中 

 ７月 

8 日(水) 伊尾木小(算・複)授① 

13 日(月) 安芸中(国)授① 

 

1 日(水) 東又小(国)授① 

2 日(木) 葉山小(道)授① 

3 日(金) 多ノ郷小(英)授① 

6 日(月) 伊野中(社)授① 

9 日(木) 高岡第一小(算)授① 

10 日(金) 窪川中(数)授① 

21 日(火) 伊野小(算)教② 

2 日(木) 利岡小(国・複)授① 

7 日(火) 宿毛中(数)授① 

10 日(金) 咸陽小(理)授① 

15 日(水) 清水中(社)授① 

 

1 日(水) 青柳中(国)授① 

第四小(英)授① 

6 日(月) 潮江南小(算)授① 

9 日(木) 高須小(理)授① 

一宮中(道)授① 

13 日(月) 大津中(数)授① 

城北中(英)授① 

８月 

７日(金) 授業づくり夏季セミナー(終日)  ※任意  会場：県民文化ホール等 

27 日(木) 清水ヶ丘中(数)教② 

   吉良川小(道)教① 

   香我美小(算)教② 

18 日(火) 久礼中(道)教②  

24 日(月) 多ノ郷小(英)教② 

26 日(水) 東又小(国)教② 

28 日(金) 窪川中(数)教②  北陵中(国)教① 

4 日(火) 大方中(国)教② 

24 日(月) 中村南小(算)教① 

26 日(水) 東山小(英)教② 

28 日(金) 宿毛小(国)教② 

27 日(木) 第四小(英)教② 

高須小(理)教② 

 

9 月 

14 日(月) 大宮小(英)教② 

15 日(火) 野市小(国)教② 

18 日(金) 伊尾木小(算・複)教② 

28 日(月) 安芸中(国)教② 

30 日(水) 赤岡中(社)教② 

鏡野中(理)教② 

10 日(木) 北原小(算・複)教② 

11 日(金) 伊野小(算)授② 

18 日(金) 久礼中(道)授② 

24 日(木) 北陵中(国)授① 

多ノ郷小(英)授② 

29 日(火) 伊野中(社)教②  

10 日(木) 咸陽小(理)教② 

30 日(水) 東中筋小(道)教② 

3 日(木) 潮江南小(算)教②  

11 日(金) 高須小(理)授② 

25 日(金) 昭和小(社)教②  

28 日(月) 城北中(英)教② 

29 日(火) 一宮中(道)教②  

潮江南小(算)授② 

10 月 

1 日(木) 吉良川小(道)授① 

5 日(月) 清水ヶ丘中(英)教②  

20 日(火) 吉良川小(道)教② 

21 日(水) 香我美小(算)授② 

27 日(火) 赤岡中(社)授② 

28 日(水) 伊尾木小(算・複)授②

29 日(木) 清水ヶ丘中(数)授② 

6 日(火) 朝ヶ丘中(英)教②  

9 日(金) 窪川中(数)授② 

21 日(水) 十市小(国)教② 

22 日(木) 葉山小(道)教② 

23 日(金) 佐川中(理)教② 

28 日(水) 伊野中(社)授②  東又小(国)授② 

2 日(金) 中村西中(英)教② 

7 日(水) 清水中(社)教② 

9 日(金) 大方中(国)授②  

13 日(火) 東中筋小(道)授② 

14 日(水) 利岡小(国・複)教②  

16 日(金) 宿毛小(国)授② 

20 日(火) 咸陽小(理)授② 

23 日(金) 東山小(英)授② 

26 日(月) 宿毛中(数)教② 

30 日(金) 中村南小(算)授① 

2 日(金) 秦小(国)教② 

6 日(火) 一宮中(道)授② 

8 日(木) 青柳中(国)教②   

14 日(水) 久重小(国・複)教② 

19 日(月) 城北中(英)授② 

27 日(火) 秦小(国)授② 

 

11 月 

12 日(木) 野市小(国)授② 

13 日(金) 安芸中(国)授② 

18 日(水) 吉良川小(道)授② 

20 日(金) 鏡野中(理)授② 

24 日(火) 大宮小(英)授② 

10 日(火) 朝ヶ丘中(英)授②  

18 日(水) 十市小(国)授② 

19 日(木) 佐川中(理)授② 

25 日(水) 北原小(算・複)授② 

9 日(月) 中村西中(英)授② 

17 日(火) 清水中(社)授② 

19 日(木) 利岡小(国・複)授② 

4 日(水) 第四小(英)授② 

6 日(金) 青柳中(国)授②  

17 日(火) 久重小(国・複)授② 

18 日(水) 昭和小(社)授② 

12 月 
9 日(水) 清水ヶ丘中(英)授② ３日(木) 葉山小(道)授② 

11 日(金) 高岡第一小(算)教② 

23 日(水) 中村南小(算)教② 17 日(木) 大津中(数)教② 

１月 
 15 日(金) 北陵中(国)教② 

22 日(金) 高岡第一小(算)授② 
25 日(月) 宿毛中(数)授② 

28 日(木) 中村南小(算)授②  

14 日(木) 大津中(数)授② 

２月  12 日(金) 北陵中(国)授②    

◆数学的活動の充実 
～見方・考え方を軸に学びを

つくる～ 

◆授業分析力の向上 
～教材の価値を捉える～ 

◆人のつながり、学びの高
まりの構築～他者との交流

から学びの質を高める講座～ 
【拠点校】 

 

◆言語活動を通した単元
づくり～読解力を育成する

授業の実践～ 

◆教材分析力の向上 
～見方・考え方の明確化～ 

◆参加者の主体的・対話的
で深い学びにつながる
組織・文化の醸成 

【拠点校】 

●野市小 ●十市小 
●東又小 ●宿毛小 
●秦小  ●安芸中 
●北陵中 ●大方中 
●青柳中 
 

●香我美小●伊野小  
●高岡第一小●中村南小  
●潮江南小●清水ヶ丘中
●窪川中●宿毛中 
●大津中 
●宿毛中 
●朝倉中 ●三里中 
 
 

 

学習指導要領が目指す授業づくりを推し進めるとともに、日常的に授業研究に取り組む風土づくりを行い、自ら学び
続け、共に高めあう教員の育成を目指すために、授業づくり講座を実施する。  

※授業づくり講座の詳細な案内は、各教育事務所及び高知市教育委員会学校教育課ホームページに随時、掲載
されます。 

※授業づくり夏季セミナーについては、任意参加で行います。詳細は、高知県教育委員会事務局小中学校課   
ホームページへ掲載していきます。また、開催についての案内文書等を参考にしてください。 

 

国語 

1 授業づくり講座について 
授業づくり講座は、各拠点校において、教材研究会と授業研究会を１セットとし、 
年間 2セットを実施する。  

 
２ 参加対象者について 
県内公立小・中・義務教育学校教員等は、希望により、各教科の授業づくり講座の 
教材研究会及び授業研究会のいずれにも任意で参加することができる。 
 

３ 参加旅費について 
 県内公立小・中・義務教育学校各校に、原則として管内への参加１名分×7回の配当外旅費を支給する。 

 ◎旅費コードについては、別紙参照 

◆言語活動を通した単元づ
くり～評価と指導の一体化～ 

◆教材分析力の向上 
～教科書の有効活用～ 

◆参加者の主体的・対話的
で深い学びにつながる 

 講座の充実 
 
【拠点校】 

●大宮小 ●多ノ郷小 
●東山小 ●第四小 
●清水ヶ丘中●朝ヶ丘中 
●中村西中●城北中 

◆「考え、議論する」道徳科
の授業実践～指導の要点を

明確にした授業づくり～ 

◆児童生徒の多様な発言を
生かす授業力の向上 

◆参加者の主体的・対話的
で深い学びにつながる 

 講座の充実 
 
【拠点校】 

●吉良川小 ●葉山小 
●久礼中 ●東中筋小 
●一宮中 
 

※令和２年４月１日現在の予定です 

「高知の授業の未来を創る」推進プロジェクト事業 

英語 道徳 算数・数学 

◆問題（小）/課題（中）の 
追究・解決を通して資
質・能力を育成する単元
づくり 
～学習指導要領の趣旨理解～ 

◆「主体的・対話的で深い
学び」の実現につながる
問いの研究～単元を通し

た問いと各時間の問いのつな

がり～ 
◆参加者が主体的に学べ
る講座の工夫 

【拠点校】 

●赤岡中 ●伊野中 
●清水中 ●昭和小 

社会 

◆【算数】見方・考え方を 
 軸にした単元づくり 
～問いの設定と問い続けるプロ

セス～ 

【国語】言語活動を通した 
 単元づくり 
～問いをもち続ける学習過程～ 

◆教材分析力の向上 
～見方・考え方で学びをつなぐ～ 

◆参加者が主体的に学べる
講座の工夫 

【拠点校】 

●伊尾木小（算）●北原小（算） 
●利岡小（国） ●久重小（国） 

複式 

●本年度は、県内に拠点校
を４３校置き、学び場の
充実を目指しています。 

◆問題解決の（小） 

科学的に探究する（中） 

過程としての単元づく
り 
～学習指導要領の趣旨理解～ 

◆自在に見方・考え方を 
働かせるための授業づ
くり 

◆参加者が主体的に学べ
る講座の工夫 

 

【拠点校】 

●鏡野中 ●佐川中 
●咸陽小 ●高須小 
 

理科 

いつでも、どこでも、だれでも 学べる場へ！  

国語

社会

算数

数学

理科英語

道徳

複式

New New 

New 

New New New 

別紙１：各授業づくり講座の概要 


