
月 日 曜日 午前・午後 講座名 講師 研究会 学校名

5月 17日 (月) 午後 国語科授業づくり講座 教材 大方中学校

5月 18日 (火) 午後 国語科授業づくり講座 ○ 教材 宿毛小学校

5月 24日 (月) 午後 英語科授業づくり講座 教材 小筑紫小学校

5月 25日 (火) 午後 複式授業づくり講座（算数） 教材 蕨岡小学校

5月 26日 (水) 午後 社会科授業づくり講座 ○ 教材 中村西中学校

5月 28日 (金) 午後 数学科授業づくり講座 教材 宿毛中学校

6月 8日 (火) 午後 道徳科授業づくり講座 教材 大月小学校

6月 9日 (水) 午後 英語科授業づくり講座 教材 清水中学校

6月 10日 (木) 午後 国語科授業づくり講座 授業 大方中学校

6月 17日 (木) 午後 国語科授業づくり講座 授業 宿毛小学校

6月 21日 (月) 午後 理科授業づくり講座 ○ 教材 中村中学校

6月 23日 (水) 午後 社会科授業づくり講座 授業 中村西中学校

7月 2日 (金) 午後 複式授業づくり講座（算数） 授業 蕨岡小学校

7月 6日 (火) 午後 道徳科授業づくり講座 授業 大月小学校

7月 7日 (水) 午後 理科授業づくり講座 授業 中村中学校

7月 8日 (木) 午後 英語科授業づくり講座 ○ 授業 清水中学校

7月 9日 (金) 午後 数学科授業づくり講座 ○ 授業 宿毛中学校

7月 16日 (金) 午後 英語科授業づくり講座 ○ 授業 小筑紫小学校

7月 29日 (木) 午後 道徳科授業づくり講座 ○ 教材 大月小学校

8月 27日 (金) 午後 国語科授業づくり講座 教材 宿毛小学校

8月 30日 (月) 午後 算数科授業づくり講座 教材 中村南小学校

9月 16日 (木) 午後 英語科授業づくり講座 教材 清水中学校

9月 28日 (火) 午後 国語科授業づくり講座 教材 大方中学校

10月 1日 (金) 午後 社会科授業づくり講座 教材 中村西中学校

10月 5日 (火) 午後 理科授業づくり講座 教材 中村中学校

10月 11日 (月) 午後 英語科授業づくり講座 ○ 授業 清水中学校

10月 18日 (月) 午後 数学科授業づくり講座 教材 宿毛中学校

10月 20日 (水) 午後 道徳科授業づくり講座 授業 大月小学校

10月 21日 (木) 午後 算数科授業づくり講座 授業 中村南小学校

10月 25日 (月) 午後 英語科授業づくり講座 教材 小筑紫小学校

10月 27日 (水) 午後 社会科授業づくり講座 ○ 授業 中村西中学校

10月 28日 (木) 午後 複式授業づくり講座（算数） 教材 蕨岡小学校

10月 29日 (金) 午後 国語科授業づくり講座 授業 宿毛小学校

11月 5日 (金) 午後 国語科授業づくり講座 ○ 授業 大方中学校

11月 8日 (月) 午後 理科授業づくり講座 ○ 授業 中村中学校

11月 26日 (金) 午後 複式授業づくり講座（算数） ○ 授業 蕨岡小学校

12月 2日 (木) 午後 英語科授業づくり講座 ○ 授業 小筑紫小学校

12月 16日 (木) 午後 数学科授業づくり講座 授業 宿毛中学校

1月 21日 (金) 午後 算数科授業づくり講座 教材 中村南小学校

2月 8日 (火) 午後 算数科授業づくり講座 ○ 授業 中村南小学校

日程表
＜時系列別＞ 「授業づくり講座」【西部地区】（国語、社会、算数･数学、理科、英語、道徳、複式）

※日程及び内容は、変更する場合があります。 ※３月22日現在の日程です

※日程の詳細は、西部教育事務所ＨＰで確認してください。

⇒ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310307/2018040900370.html


