
5月7日現在

月 日 曜日 講座名 研究会 学校名 備考

国語科授業づくり講座 教材研究会 蓮池小

数学科授業づくり講座 教材研究会 窪川中

算数科授業づくり講座 教材研究会 伊野小

道徳科授業づくり講座 教材研究会 岡豊小

英語科授業づくり講座 教材研究会 香南中

英語科授業づくり講座 教材研究会 須崎小

数学科授業づくり講座 教材研究会 伊野中

算数科授業づくり講座 教材研究会 日章小

英語科授業づくり講座 授業研究会 香南中

国語科授業づくり講座 授業研究会 蓮池小

英語科授業づくり講座 授業研究会 須崎小

数学科授業づくり講座 授業研究会 窪川中

算数科授業づくり講座 授業研究会 伊野小

道徳科授業づくり講座 授業研究会 岡豊小

数学科授業づくり講座 教材研究会 窪川中

英語科授業づくり講座 教材研究会 香南中

令和元年度　中部教育事務所管内　「高知の授業づくり講座」日程表

5月7日現在の予定です。日程や内容は随時、更新していきます。

14:00～16:30　　3年『三年とうげ』

9:00～11:30　　2年『一次関数』

14:30～16:50　　6年『角柱と円柱の体積』

14:00～16:45　　5年『うばわれた自由』　内容項目：高A-（1）

13:45～16:45　　1年『いろいろなトピックスについて自己紹介をしよう』

15:00～16:30　　4年『What time is it ？』

9:55～11:45　　3年『二次方程式』

14:00～16:45　　6年『速さ』

13:45～16:45　　1年『いろいろなトピックスについて自己紹介をしよう』

14:00～16:30　　3年　　『三年とうげ』

13:55～16:30　　4年『What time is it ？』

9:30～12:25　　2年『一次関数』

13:50～16:50　　6年『角柱と円柱の体積』

午後

9:30～11:30

13:45～16:45　　1年『人を紹介しよう』

14日 火・午後 受付13:40～

21日 火・午前

27日 月・午後

28日 火・午後
受付13:45～　上履き持参
※『私たちの道徳』小学校5,6

年あればお持ちください。

28日 火・午後

30日 木・午後

4日 火・午前

4日 火・午後

11日 火・午後

19日 水・午後

8日 月・午後

9日 火・午前

11日 木・午後

11日 木・午後

8月

23日 金・午前

27日 火・午後

5月

6月

7月



算数科授業づくり講座 授業研究会 日章小

英語科授業づくり講座 教材研究会 須崎小

数学科授業づくり講座 授業研究会 伊野中

国語科授業づくり講座 教材研究会 蓮池小

数学科授業づくり講座 授業研究会 窪川中

道徳科授業づくり講座 教材研究会 岡豊小

英語科授業づくり講座 授業研究会 香南中

国語科授業づくり講座 授業研究会 蓮池小

数学科授業づくり講座 教材研究会 伊野中

算数科授業づくり講座 教材研究会 伊野小

英語科授業づくり講座 授業研究会 須崎小

道徳科授業づくり講座 授業研究会 岡豊小

算数科授業づくり講座 教材研究会 日章小

算数科授業づくり講座 授業研究会 日章小

数学科授業づくり講座 授業研究会 伊野中

算数科授業づくり講座 授業研究会 伊野小

14:00～16:45　　6年『速さ』

15:00～16:30　　5年『What time do you get up ？』

午後　　3年『二次方程式』

午後

13:30～16:30

午後

13:45～16:45　　1年『人を紹介しよう』

午後

午前　　1年『資料の整理とその活用』

14:30～16:50　　1年『ずをつかってかんがえよう』

13:55～16:30　　5年『What time do you get up ？』

午後

14:00～16:45　　5年

14:00～16:45　　5年

午後　　1年『資料の整理とその活用』

13:30～16:50　　1年『ずをつかってかんがえよう』

11日 水・午後

17日 火・午後

24日 火・午後

27日 金・午後

10月

11日 金・午後

17日 木・午後

31日 木・午後

8日 金・午後

14日 木・午前

14日 木・午後

18日 月・午後

19日 火・午後

12月 2日 月・午後

2月

3日 月・午後

13日 木・午後

17日 月・午後

9月

11月



5月7日現在

月 日 曜日 備考

1月 31日 金・午後

5月7日現在
月 日 曜日 学校名 備考

令和元年度　「主体的・対話的で深い学びを実現するための実践研究事業」日程表
南国市立香長中学校

内容

教材研究会Ⅰ（数学・理科）

13:15～16:30　　2年『連立方程式』、1年『植物の世界』

授業研究会Ⅰ（数学・理科）

13:15～16:30　　2年『連立方程式』、1年『植物の世界』

教材研究会Ⅱ（国語・社会）

10:00～12:30

授業研究会Ⅱ（国語・社会）

13:15～16:30

教材研究会Ⅲ（数学・英語）

13:35～16:30

授業研究会Ⅲ（第３回授業づくり春季セミナー）（数学・英語）

令和元年度　「組織力講座」日程表

講座名
組織力講座・タテ持ち

13:30～16:00
教科主任会、協議、expertの指導・助言

組織力講座・教科間連携

13:30～16:25　チーム会
（模擬授業：家庭科、授業協議等）

組織力講座・教科間連携

14:30～16:00　チーム会
（定期テストの検討等）

組織力講座・教科間連携

午後

組織力講座・タテ持ち

午後

組織力講座・教科間連携

午後

組織力講座・教科間連携

午後

組織力講座・タテ持ち

午後

組織力講座・教科間連携

午後

5月 24日 金・午後

6月 21日 金・午後

7月 26日 金・午前

10月 4日 金・午後

11月 21日 木・午後

5月 ２７日 月・午後 佐川中 受付13:20～

6月

13日 木・午後 大豊町中 受付13:20～

27日 木・午後 須崎中 受付14:20～

10月

1日 火・午後 大豊町中

8日 火・午後 佐川中

15日 火・午後 須崎中

1月

17日 金・午後 須崎中

20日 月・午後 佐川中

2月 3日 月・午後 大豊町中


