
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

 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 

５月 

10日(月) 野市中(数)教① 

18日(火) 佐古小(英)教① 

21日(金) 香我美小(算)教① 

25日(火) 安芸中(国)教① 

28日(金) 甲浦小(算・複)教① 

      鏡野中(理)教① 

７日(金) 香長中（数)教① 

19日(水) 高岡第一小(算)教① 

21日(金) 加茂小(理)教① 

24日(月) 伊野中(理)教① 

25日(火) 枝川小(国)教① 

26日(水) 国府小(国)教① 

31日(月) 高岡中(英)教① 

17日(月) 大方中(国)教① 

18日(火) 宿毛小(国)教① 

24日(月) 小筑紫小(英)教① 

25日(火) 蕨岡小（算・複)教① 

26日(水) 中村西中(社)教① 

28日(金) 宿毛中(数)教① 

 

18日(火) 三里中(数)教① 

19日(水) 青柳中(社)教① 

24日(月) 久重小(英)教① 

26日(水) 大津中(理)教① 

 

６月 

２日(水) 井ノ口小(道)教① 

３日(木) 野市小(国)教① 

14日(月) 清水ケ丘中(英)教① 

29日(火) 井ノ口小(道)授① 

30日(水) 甲浦小(算・複)授① 

 

１日(火) 吾桑小(道)教① 

７日(月) おおとよ小(英)教① 

８日(火) 大正中(国)教① 

９日(水) 鳶ヶ池中(社)教① 

11日(金) 日高中(道)教① 

16日(水) 国府小(国)授① 

17日(木) 香長中(数)授① 

21日(月) 香南中(英)教① 

22日(火) 伊野中(理)授① 

23日(水) 精華小(国・複)教① 

24日(木) 伊野小(算)教① 

25日(金) 加茂小(理)授① 

30日(水) 枝川小(国)授① 

８日(火) 大月小(道)教① 

９日(水) 清水中(英)教① 

10日(木) 大方中(国)授① 

17日(木) 宿毛小(国)授①  

21日(月) 中村中(理)教① 

23日(水) 中村西中(社)授① 

 

２日(水) 三里小(道)教① 

７日(月) 城北中(英)教① 

10日(木) 西部中(国)教① 

11日(金) 小高坂小(国)教① 

17日(木) 大津中(理)授① 

22日(火) 久重小(英)授① 

24日(木) 潮江南小(算)教① 

24日(木) 三里中(数)授① 

30日(水) 三里小(道)授① 

 

 

７月 

２日(金) 野市小(国)授① 

６日(火) 香我美小(算)授① 

７日(水) 鏡野中(理)授① 

８日(木) 野市中(数)授① 

９日(金) 佐古小(英)授① 

13日(火) 安芸中(国)授① 

14日(水) 清水ケ丘中(英)授① 

29日(木) 野市中(社)教① 

１日(木) 高岡第一小(算)授① 

６日(火) 日高中(道)授① 

７日(水) 鳶ヶ池中(社)授① 

８日(木) 吾桑小(道)授① 

９日(金) おおとよ小(英)授① 

13日(火) 高岡中(英)授① 

14日(水) 香南中(英)授① 

15日(木) 大正中(国)授① 

21日(水) 葉山小(社)教① 

27日(火) 加茂小(理)教② 

 

 

 

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(金) 蕨岡小（算・複)授① 

６日(火) 大月小(道)授① 

７日(水) 中村中(理)授① 

８日(木) 清水中(英)授① 

９日(金) 宿毛中(数)授① 

16日(金) 小筑紫小(英)授① 

29日(木) 大月小(道)教② 

 

 

６日(火) 潮江南小(算)授① 

８日(木) 小高坂小(国)授① 

９日(金) 城北中(英)授① 

14日(水) 青柳中(社)授① 

15日(木) 西部中(国)授① 

 

 

８月 

24日(火) 甲浦小(算・複)教② 

25日(水) 清水ケ丘中(英)教② 

26日(木) 安芸中(国)教② 

27日(金) 野市小(国)教② 

３日(火) 枝川小(国)教② 

25日(水) 香南中(英)教② 

27日(金) 大正中(国)教② 

27日(金) おおとよ小(英)教② 

31日(火) 吾桑小(道)教② 

27日(金) 宿毛小(国)教② 

30日(月) 中村南小(算)教① 

 

25日(水) 三里中(数)教② 

 

９月 

３日(金) 佐古小(英)教② 

７日(火) 香我美小(算)教② 

８日(水) 井ノ口小(道)教② 

22日(水) 野市中(数)教② 

30日(木) 野市中(社)授① 

８日(水) 伊野小(算)授① 

14日(火) 高岡第一小(算)教② 

15日(水) 精華小(国・複)授① 

22日(水) 国府小(国)教② 

29日(水) 葉山小(社)授① 

16日(木) 清水中(英)教② 

28日(火) 大方中(国)教② 

 

３日(金) 青柳中(社)教② 

28日(火) 三里中(数)授② 

 

 

10月 

１日(金) 鏡野中(理)教② 

７日(木) 野市小(国)授② 

12日(火) 清水ケ丘中(英)授② 

15日(金) 野市中(社)教② 

20日(水) 香我美小(算)授② 

21日(木) 野市中(数)授② 

 

４日(月) 高岡中(英)教② 

５日(火) 加茂小(理)授② 

６日(水) 精華小(国・複)教② 

８日(金) 伊野中(理)教② 

13日(水) 鳶ヶ池中(社)教② 

21日(木) おおとよ小(英)授② 

27日(水) 国府小(国)授② 

 

１日(金) 中村西中(社)教② 

５日(火) 中村中(理)教② 

11日(月) 清水中(英)授② 

18日(月) 宿毛中(数)教② 

20日(水) 大月小(道)授② 

21日(木) 中村南小(算)授① 

25日(月) 小筑紫小(英)教② 

27日(水) 中村西中(社)授② 

28日(木) 蕨岡小（算・複)教② 

29日(金) 宿毛小(国)授② 

１日(金) 小高坂小(国)教② 

８日(金) 久重小(英)教② 

12日(火) 西部中(国)教② 

13日(水) 青柳中(社)授② 

14日(木) 三里小(道)教② 

18日(月) 大津中(理)教② 

22日(金) 小高坂小(国)授② 

 

11月 

９日(火) 鏡野中(理)授② 

10日(水) 井ノ口小(道)授② 

12日(金) 安芸中(国)授② 

17日(水) 野市中(社)授② 

18日(木) 佐古小(英)授② 

30日(火) 甲浦小(算・複)授② 

２日(火) 高岡第一小(算)授② 

４日(木) 香南中(英)授② 

９日(火) 吾桑小(道)授② 

10日(水) 鳶ヶ池中(社)授② 

11日(木) 日高中(道)教② 

12日(金) 精華小(国・複)授② 

15日(月) 伊野中(理)授②  

15日(月) 高岡中(英)授② 

16日(火) 大正中(国)授② 

17日(水) 枝川小(国)授② 

19日(金) 香長中(数)教② 

25日(木) 日高中(道)授② 

26日(金) 伊野小(算)教② 

５日(金) 大方中(国)授② 

８日(月) 中村中(理)授② 

26日(金) 蕨岡小（算・複)授② 

 

１日(月) 城北中(英)教② 

５日(金) 西部中(国)授② 

16日(火) 久重小(英)授② 

17日(水) 大津中(理)授② 

19日(金) 潮江南小(算)教② 

25日(木) 三里小(道)授② 

 

 

12月 
 ３日(金) 葉山小(社)教② ２日(木) 小筑紫小(英)授② 

16日(木) 宿毛中(数)授② 

 

３日(金) 城北中(英)授② 

10日(金) 潮江南小(算)授② 

 

 １月 
 19日(水）伊野小(算)授② 

24日(月) 葉山小(社)授② 

28日(金) 香長中(数)授② 

21日(金) 中村南小(算)教② 

 

 

２月   ８日(火) 中村南小(算)授②  

「 高知の授業の未来を創る 」推進プロジェクト  

                 令和３年度 授 業 づ く り 講 座  
～ いつでも どこでも 誰でもが学べる場へ ～ 

 

高知県が目指す授業づくり、発信！ 

各 講 座 の 紹 介     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セットを実施します。 

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、共に高め合う教員の育成を目指すために、授業づくり講座を実施します。  

国語

社会

算数

数学

理科英語

道徳

複式

社会 

国 語 

▶ 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～  

▶ 授業力の向上 

～教材分析と授業省察～ 

▶ 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】 
●野市小   ●安芸中 
●国府小   ●大正中 
●枝川小   ●大方中 
●宿毛小   ●西部中 
●小高坂小 

算数・数学 

▶ 数学的活動を通して、資質・能力 

を育成する単元づくり 

～指導と評価の一体化～  

▶ 授業力の向上 

～教材分析と授業省察～ 

▶ 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】 
●香我美小   ●野市中 
●伊野小     ●香長中 
●高岡第一小 ●宿毛中 
●中村南小   ●三里中 
●潮江南小 

英 語 

▶ 言語活動を通した単元づくり 

～指導と評価の一体化～ 

▶ 授業力の向上 

～教材分析と授業省察～ 

▶ 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】 
●佐古小   ●清水ケ丘中 
●おおとよ小  ●香南中 
●小筑紫小  ●高岡中 
●久重小   ●清水中 
         ●城北中 
 

道 徳 

▶ 「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～ 

▶ 授業力の向上 

～主題に迫るために～ 

▶ 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】 
●井ノ口小   ●日高中 
●吾桑小     
●大月小  
●三里小   

複 式 

▶ 〔算数〕  

見方・考え方を軸にした単元づくり 

～学習指導要領の趣旨理解～ 

〔国語〕  

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～  

▶ 授業力の向上 

～教材分析と授業省察～  

▶ 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】 
●甲浦小（算） 
●精華小（国） 
●蕨岡小（算） 
 

社 会 

▶ 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 

～指導と評価の一体化～  

▶ 「主体的・対話的で深い学び」の 

実現につながる教材分析力の向上 

～単元を貫く問いと各時間の問い 

のつながり～ 

▶ 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】 
●葉山小  ●野市中 

●鳶ヶ池中 
●中村西中 

        ●青柳中 
 

理 科 

▶ 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 

～指導と評価の一体化～ 

▶ 教材分析力の向上 

～働かせる理科の見方・考え方を 

軸に～ 

▶ 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】 
●加茂小  ●鏡野中 

●伊野中 
        ●中村中 

●大津中 
  

■参加対象者、参加旅費等については、【別紙２】を参照してください。 

別紙１（0420） 


