
福岡教育大学附属福岡小学校

授業づくりセミナー2021のお知らせ

令和3年 6月2日（水）3日（木）4日（金）授業 14:15～
相談会15:15～

参加費 無料令和3年 7月26日（月）
新型コロナウイルスの影響で，これまで通りの教育活動を行うことできない中，皆様におかれましては子供たちのために様々

な形でご尽力されていることと思います。新学習指導要領も全面実施され，GIGAスクール構想の実現も加速する中，これまで
以上に子供の安全を確保しながらの教育活動に難しさを感じられていることと思います。その中で本校職員も含め，多くの先生
方が「学校とは何か」「授業とは何か」「学びとは何か」について，改めて考えられているのではないでしょうか。
平成27年度から文部科学省研究開発学校の指定を受けている本校においては，本質的な問いのある学習，本質的な問

いを追究する中で深い学びが生まれ資質・能力の育ちが見える学習の成立について日々追究してまいりました。
今回のセミナーは『子供が学習の主体となる個別と協働のハイブリッドな授業づくり』をテーマに，一人一台の端末を

活用しながら子供たち一人一人が学び（個別），友達と学び合う（協働）様子と，それを支援する手だてや指導技術をご
提案いたします。本年度は来校での参加とオンラインでの参加を選択していただけるようにしております。是非，ご参加
賜りますよう，ご案内申し上げます。

令和３年４月
福岡教育大学附属福岡小学校 校 長 相澤 宏充

副校長 平川 洋一
職員一同

後援：福岡県教育委員会，福岡市教育委員会
【フルオンライン】

実施形態決定版

授業事前配信
相談会 一部16:00～

二部18:00～



令和3年 6月2日（水）3日（木）4日（金）

受付
公開授業

【教室にて参観】
移動

各授業毎の授業づくり相談会
【教室にて参加】

13:45                     14:15                                     15:00      15:15                                         16:30

第1日目 6月2日（水） 第2日目 6月3日（木） 第3日目 6月4日（金）

2年1組 芸術（図工） 池田裕美 1年1組 言葉（国語） 扇裕人 1年2組 芸術（音楽） 坂本香織

4年1･3組 人間（道徳） 宇戸勝則 3年2組 数学（算数） 田中智史 2年2組 健康（体育） 古賀 晃

5年2･3組 数学（算数） 西島大祐 5年1組 科学（理科） 大橋翔一朗 3年1組 言葉（国語） 中河原絵里

6年1･3組 健康（家庭） 永松聖子 6年2組 人間（学活） 小島恵太 4年2組 言葉（外国語） 藤 大航

1･2年ふじ組 岩田健吾 5･6年梅組 土橋和恵 3･4年さくら組 横田純也

参加費 無料

特別支援教育
生活単元学習

かぶってかざって大へんしん
～すすめ！にこにこたんけんたい～

友達のために

しきつめ模様のひみつを探ろう

つくろう 朝の食事

つくって あそぼう
ふじぐみ ひろば

特別支援教育
国語

特別支援教育
算数

どうしてかというと
～ふぞくしょうの ふしぎ はっけん～

筆算の世界を広げよう

ゆれる動きの規則性

福岡小学校をつくるのは
わたしたち

よんで つくろう かみしばい

みみを すまして
いろんなおと

ボールはこびシュートゲームを
楽しもう！

場面を比べて
～心にジーンとくる物語～

What color do you want?
～オリジナルマスクをプレゼント～

ただしく かぞえて
さくらレストラン

◆ 感染予防の観点から，各授業会場での参観は先着10～15名までとさせていただきます。

◆ お申込みいただいた授業・相談会以外への参観はできません（後日，全ての授業動画を配信いたします）。
◆ ２週間以内に発熱，体調不良のある方はご遠慮ください。検温，マスク着用のご協力をお願いします。
◆ お車で来校される方は，本校の運動場に駐車することができます。

実施形態Ⅰ：参会者来校による実施が可能な場合【参加者来校】

◆社会情勢を考慮して５月27日（木）までに本校HPにて実施形態について発表します。
◆児童が登校できない状態になった場合，延期や中止する場合があります。ご了承ください。

◆ 各授業会場の様子を生配信（ZOOMを利用予定）いたします。お申込み以外の授業もご覧いただけます。
◆ 授業参観の場合は，マイクミュート，ビデオオフのご協力お願いいたします。
◆ レコーディングはご遠慮ください（後日，全ての授業動画は改めて配信いたします。）。
◆ 相談会もオンライン（ZOOMを利用予定）で行います。
◆ ご覧いただくためのZOOMのURLは５月31日（月）にメール（申込時に登録したアドレス）でお知らせします。
◆ 接続確認を６月１日（火）にしていただくことができます（詳細はメールでお知らせ）。

入室受付
公開授業

【zoomにて生配信】
休憩

各授業毎の授業づくり相談会
【zoomにて実施】

13:45                     14:15 15:00      15:15 16:15

実施形態Ⅱ：参会者来校による実施が難しい場合【フルオンライン】

実施形態Ⅱ【フルオンライン】で行います
５月６日に決定いたしました

実施形態Ⅱで開催いたします



令和3年 7月26日（月） 参加費 無料

17:45      18:00                                                                                    18:45

グループ 人間グループ 数学グループ 言葉グループ 科学グループ 芸術グループ 健康グループ 特支グループ

対象授業
６年 学活
４年 道徳

５年 算数
３年 算数

４年外国語
３年 国語
１年 国語

５年 理科
２年 図工
１年 音楽

６年 家庭
２年 体育

生活単元学習

国語
算数

６月２・３・４日の授業動画配信
申込者のみが閲覧可能な特設サイトで公開します。

配信を開始いたしましたら，メールにてお知らせいたします。
全教科・全学習の様子をご覧いただけます。

6月下旬

ご都合に合わせて７月26日までに動画を視聴ください

7月26日（月）

入室
授業づくり相談会
【zoomにて実施】

◆ 事前配信の動画を視聴頂いている前提での授業づくり相談会となります。
◆ どのグループへの参加を希望されているかは，７月中旬にメールにてお伺いします。
◆ 相談会のレコーディングはご遠慮ください。
◆ 参加いただくためのZOOMのURLは７月26日（月）の朝にメールでお知らせします。
◆ 接続確認を７月21日（水）の午後にしていただくことができます。（詳細はメールでお知らせ）
◆ グループ名は本校の教科名（教科再編によるカリキュラム研究中）となっております。ご了承ください。
本校HPにて研究の概要をご覧いただけます。是非，ご覧ください（本案内背面，左下にQRコードあり）。

◆ 第一部と二部は同じ内容となります。ご都合に合わせてご活用ください。

申込はコチラから ⇒
https://fukuokasho2021seminar.peatix.com

＜対象＞教育関係者

第二部 18:00～

15:45      16:00                                                                                    16:45

入室
授業づくり相談会
【zoomにて実施】第一部 16:00～

第一部（16:00開催）の活用例
○校内で15:00からビデオを視聴
○その後，16:00から相談会に参加

研修などにご活用ください！

第二部（18:00開催）の活用例
○学習サークルの仲間と参加
○関心のある教科の自主研修として
自主研修等にご活用ください！

校内研修で活用したい！とのご要望に
お応えして16:00～も設定いたしました！

https://fukuokasho2021seminar.peatix.com/


研修の
お手伝いを
させて

いただきます

〒810-0061 福岡市中央区西公園１２－１
ＴＥＬ ０９２－７４１－４７３１ ＦＡＸ ０９２－７２２－２５５３
ide-t@fukuoka-edu.ac.jp （研究部長 井 手 司 ）

福岡教育大学附属福岡小学校

福岡教育大学附属福岡小学校

研究授業への
指導助言

教育論文の
指導

教科等研究会での
講話

校内主題研の
推進への助言

研究授業の
指導案審議

若年の先生方の
授業づくり相談

ICTを活用した
授業づくり

研究発表会の
運営の相談

自治体での
研修会

特別支援教育の
視点を生かした
授業づくり

学力向上の
取組の紹介

資質・能力を育成する
授業実践事例紹介

「こんな研修をしたいけれど，どうしたらよいかな？」
そのような時には，是非ご連絡ください！

わたしたちにできることを，お手伝いさせていただきます！

講師依頼に関する本校HPのページはコチラ
https://fukuokaes.fukuoka-edu.ac.jp/community/instructor.html

カリキュラム
マネジメント

教材開発や
教材研究

https://fukuokaes.fukuoka-edu.ac.jp/community/instructor.html

