令和３年度
第３回

算数科授業づくり講座
教材研究会

実施要項

１

趣旨

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。

２

日時

令和３年 11 月 19 日（金）

３

会場

高知市立潮江南小学校

４

参加対象者

高知県内小・中・義務教育学校参加希望教員

５

日程・内容

15：00～16：45

時間（予定）

６

14：45～（受付）

受付場所

15：00～15：05

１ 開会 〔会場：家庭科室〕
◆講座の趣旨について（事務局）

15：05～15：15

移動 〔２年：南舎２階〕

15：15～16：30

２ 教材研究会［学年別］
〔第２学年 単元名「長方形と正方形」〕
〔第５学年 単元名「四角形と三角形の面積」〕
〔第６学年 単元名「並べ方と組み合わせ方」〕
◆提案授業について

東昇降口

〔５・６年：北舎４階〕

・

単元構想及び本時案について（学年団・授業者）

・

グループ協議

・

グループからの発表

・

話題の整理及び再協議

・
・

提案学年から
まとめ

16：30～16：40

移動

16：40～16：45

３ 閉会 〔会場：家庭科室〕
・ 学校長から
・ 事務局から

持参物

・ 『学習指導要領解説（平成 29 年告示）算数編』
・ 『新教育課程を活かす能力ベイスの授業づくり』
※

・
７

主な内容（予定）

その他

高知市立小・中・義務教育学校に，平成 31 年 4 月 22 日に配付済み。

上履き

・ 駐車台数に限りがあります。車で参加される方は，各校 1 台の駐車にご協力く
ださい。（雨天時駐車可）
・ 参加の際には，裏面の注意事項をご確認ください。
・ 新型コロナウイルスの感染状況により，集合しての講座の開催が困難な状況に
なった場合には，参加者にリモートでの実施要項をお知らせいたします。

講座参加者へのお願い（新型コロナウイルス等の感染防止策について）
授業づくり講座に参加される皆様には新型コロナウイルス感染拡大防止対策として，下
記の注意事項をお読みいただき，各自ご留意下さいますようお願い申し上げます。

【 注 意 事 項 】
・ 受講当日までの一定期間（２週間程度）の体調をご確認いただき，発熱・咳等の症
状がみられた方は，参加をお控えください。
・ 講座参加時は必ずマスクを着用してくださるようお願いいたします。なお，事務局
ではマスクの用意はございません。
・ 変化する感染状況等により，講座について日程の変更や中止になった場合は，学校
教育課ホームページ等でお知らせいたしますのでご確認ください。
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/77/zyugyo-kaikaku-suisin.html

問合せ先
高知市教育委員会 学校教育課
学力向上推進室
担当 山中 幸蔵
TEL：088-823-9479
FAX：088-823-9926

別紙１（0420）

「 高知の授業の未来を創る 」推進プロジェクト

東部教育事務所管内

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

～

５月

10 日(月)
18 日(火)
21 日(金)
25 日(火)
28 日(金)

国語

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
●伊野小
●高岡第一小
●中村南小
●潮江南小

●野市中
●香長中
●宿毛中
●三里中

【拠点校】
●野市小
●国府小
●枝川小
●宿毛小
●小高坂小

●安芸中
●大正中
●大方中
●西部中

７月

道徳

英語
▶ 言語活動を通した単元づくり
～指導と評価の一体化～
【拠点校】
▶ 授業力の向上
●佐古小
～教材分析と授業省察～
●おおとよ小
▶ 人のつながり、学びの高まりの構築
●小筑紫小
～他者との交流から学びの質を
●久重小
高める講座～

●清水ケ丘中
●香南中
●高岡中
●清水中
●城北中

▶ 「考え、議論する」道徳科 の授業
実践
【拠点校】
～指導の要点を明確にした授業
●井ノ口小
づくり～
●吾桑小
▶ 授業力の向上
●大月小
～主題に迫るために～
●三里小
▶ 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～

●日高中
８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

２日(金)
６日(火)
７日(水)
８日(木)
９日(金)
13 日(火)
14 日(水)
29 日(木)

野市小(国)授①
香我美小(算)授①
鏡野中(理)授①
野市中(数)授①
佐古小(英)授①
安芸中(国)授①
清水ケ丘中(英)授①
野市中(社)教①

１日(木)
６日(火)
７日(水)
８日(木)
９日(金)
13 日(火)
14 日(水)
15 日(木)
21 日(水)
27 日(火)

高岡第一小(算)授①
日高中(道)授①
鳶ヶ池中(社)授①
吾桑小(道)授①
おおとよ小(英)授①
高岡中(英)授①
香南中(英)授①
大正中(国)授①
葉山小(社)教①
加茂小(理)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

24 日(火)
25 日(水)
26 日(木)
27 日(金)

甲浦小(算・複)教②
清水ケ丘中(英)教②
安芸中(国)教②
野市小(国)教②

３日(火)
25 日(水)
27 日(金)
27 日(金)
31 日(火)

枝川小(国)教②
香南中(英)教②
大正中(国)教②
おおとよ小(英)教②
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

16 日(木) 清水中(英)教②

３日(金) 青柳中(社)教②

28 日(火) 大方中(国)教②

28 日(火) 三里中(数)授②

３日(金) 佐古小(英)教②

９月

理科

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～
【拠点校】
▶ 「主体的・対話的で深い学び」の
●葉山小
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

●野市中
●鳶ヶ池中
●中村西中
●青柳中

▶ 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
【拠点校】
～働かせる理科の見方・考え方を
●加茂小
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

●鏡野中
●伊野中
●中村中
●大津中

10 月

社会

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

18 日(火)
19 日(水)
24 日(月)
26 日(水)

三里中(数)教①
青柳中(社)教①
久重小(英)教①
大津中(理)教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

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

７日(火) 香我美小(算)教②

14 日(火) 高岡第一小(算)教②

８日(水) 井ノ口小(道)教②

15 日(水) 精華小(国・複)授①

22 日(水) 野市中(数)教②

22 日(水) 国府小(国)教②

30 日(木) 野市中(社)授①

29 日(水) 葉山小(社)授①

１日(金) 鏡野中(理)教②

４日(月) 高岡中(英)教②

１日(金) 中村西中(社)教②

１日(金) 小高坂小(国)教②

７日(木) 野市小(国)授②

５日(火) 加茂小(理)授②

５日(火) 中村中(理)教②

８日(金) 久重小(英)教②

12 日(火) 清水ケ丘中(英)授②

６日(水) 精華小(国・複)教②

11 日(月) 清水中(英)授②

12 日(火) 西部中(国)教②

15 日(金) 野市中(社)教②

８日(金) 伊野中(理)教②

18 日(月) 宿毛中(数)教②

13 日(水) 青柳中(社)授②

20 日(水) 香我美小(算)授②

13 日(水) 鳶ヶ池中(社)教②

20 日(水) 大月小(道)授②

14 日(木) 三里小(道)教②

21 日(木) 野市中(数)授②

21 日(木) おおとよ小(英)授②

21 日(木) 中村南小(算)授①

18 日(月) 大津中(理)教②

27 日(水) 国府小(国)授②

25 日(月) 小筑紫小(英)教②

22 日(金) 小高坂小(国)授②

28 日(木) 蕨岡小（算・複)教②
29 日(金) 宿毛小(国)授②

国語
複式

大方中(国)教①
宿毛小(国)教①
小筑紫小(英)教①
蕨岡小（算・複)教①
中村西中(社)教①
宿毛中(数)教①

27 日(水) 中村西中(社)授②

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

８日(水) 伊野小(算)授①

17 日(月)
18 日(火)
24 日(月)
25 日(火)
26 日(水)
28 日(金)

高知市内

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

６月
▶ 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～

西部教育事務所管内

野市中(数)教①
佐古小(英)教①
香我美小(算)教①
安芸中(国)教①
甲浦小(算・複)教①
鏡野中(理)教①

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。

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。

中部教育事務所管内

11 月

９日(火) 鏡野中(理)授②

２日(火) 高岡第一小(算)授②

５日(金) 大方中(国)授②

１日(月) 城北中(英)教②

10 日(水) 井ノ口小(道)授②

４日(木) 香南中(英)授②

８日(月) 中村中(理)授②

５日(金) 西部中(国)授②

12 日(金) 安芸中(国)授②

９日(火) 吾桑小(道)授②

26 日(金) 蕨岡小（算・複)授②

16 日(火) 久重小(英)授②

17 日(水) 野市中(社)授②

10 日(水) 鳶ヶ池中(社)授②

17 日(水) 大津中(理)授②

18 日(木) 佐古小(英)授②
30 日(火) 甲浦小(算・複)授②

11 日(木) 日高中(道)教②

19 日(金) 潮江南小(算)教②

12 日(金) 精華小(国・複)授②

25 日(木) 三里小(道)授②

15 日(月) 伊野中(理)授②
15 日(月) 高岡中(英)授②

【拠点校】
●甲浦小（算）
●精華小（国）
●蕨岡小（算）

16 日(火) 大正中(国)授②
17 日(水) 枝川小(国)授②

算数
数学

道徳

英語

理科

19 日(金) 香長中(数)教②
25 日(木) 日高中(道)授②

12 月

26 日(金) 伊野小(算)教②
３日(金) 葉山小(社)教②

19 日(水）伊野小(算)授②

高知県が目指す授業づくり、発信！
■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。

１月

２日(木) 小筑紫小(英)授②

３日(金) 城北中(英)授②

16 日(木) 宿毛中(数)授②

10 日(金) 潮江南小(算)授②

21 日(金) 中村南小(算)教②

24 日(月) 葉山小(社)授②
28 日(金) 香長中(数)授②

２月

８日(火) 中村南小(算)授②

（差替）別紙２

令和３年度 授業づくり講座に係る参加対象者及び旅費等
１

旅費について
（１）県内公立小・中・義務教育学校の教員等
・１校につき、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
（２）各事業に係る推進教員等
①道徳教育協働推進プラン
・道徳推進リーダー…道徳科授業づくり講座 １セット分（２回分）支給
②理科教育推進プロジェクト
・中学校理科教員…理科授業づくり講座 １回分支給（各学校１名の悉皆）
・CST 認定者及び CST 受講者（経年履修中の者）･･･理科授業づくり講座１回分支給（悉皆）
（※CST 認定者のうち、
校長及び教頭は除く）
③英語教育強化プロジェクト
・中学校英語科教員…英語授業づくり講座 １回分支給（各学校１名の悉皆）
・小学校英語専科教員･･･小・中英語科授業づくり講座 ５回分支給
・英語教育改善プラン推進事業の加配教員･･･小・中英語科授業づくり講座

２

５回分支給

配当外旅費コード
名称

旅費コード
略科目コード

事業内訳コード

補足コード

（１）授業づくり講座

421

0607

3227

（２）① 道徳推進リーダー活動旅費

421

0899

3263

② 理科教育推進プロジェクト

421

0607

3231

③ 英語教育強化プロジェクト

421

0607

3236

