
カリキュラムルーム新着図書

平成２２年版教育法規便覧 平成２２年版教育課題便覧 地方自治小六法〈平成２２年版〉（学陽書房） （学陽書房） （学陽書房）

〈新版〉学校生活の法律相談 〈第７次改訂版〉学校給食必携 学校保健学校安全法令必携（学陽書房） （ぎょうせい） 〈第６次改訂〉（ぎょうせい）



カリキュラムルーム新着ＤＶＤ

このＤＶＤは、「『確かな学力』を高める分析力向上講座」（１０月９日北部研修所

実施／１０月１６日センター実施）を録画しています。センターが開発した全国初

の「全国学力・学習状況調査分析ツール」の活用方法について説明しています。

メディアコーナーで、視聴できますので、是非、ご活用下さい。

「

このＤＶＤ（Ｖｅｒ．３）は、「カリキュラム開発校」と総合教育センターが協働

して、「カリキュラム開発」を行い、「単元指導パッケージ」としてまとめ、各学校

へ配布しているものです。次回は、「Ｖｅｒ．４」を配布する予定です。



授業実施日 地域 学校 校種 学年 教科・領域 単元名・教材名

10月9日 丹後教育局 伊根町立伊根中学校 中学校 １学年 特別活動 生徒会本部の仕事を理解し、生徒会選挙に向けての準備をしよう

10月9日 丹後教育局 伊根町立伊根中学校 中学校 ２学年 特別活動 修学旅行での班目標を考えよう

10月9日 丹後教育局 伊根町立伊根中学校 中学校 ３学年 特別活動 体育祭・文化祭を振り返り、それぞれの総括をまとめ発表しよう

10月16日 中丹教育局 舞鶴市立余内小学校 小学校 １学年 国語科 くらべてよもう「じどう車くらべ」

10月16日 中丹教育局 舞鶴市立余内小学校 小学校 ２学年 国語科 ようすを考えて読もう「お手紙」

10月16日 中丹教育局 舞鶴市立余内小学校 小学校 ３学年 国語科 大事なことをたしかめよう「すがたをかえる大豆」「食べ物はかせになろう」

10月16日 中丹教育局 舞鶴市立余内小学校 小学校 ４学年 国語科 調べて発表しよう「『伝え合う』ということ」

10月16日 中丹教育局 舞鶴市立余内小学校 小学校 ５学年 国語科 詩を味わおう「ねぎぼうず／ケムシ・－／耳／蝶」

10月16日 中丹教育局 舞鶴市立余内小学校 小学校 ６学年 国語科 筆者の考えを受け止め、自分の考えを伝えよう「平和のとりでを築く」

10月16日 中丹教育局 舞鶴市立余内小学校 小学校 特別支援学級 国語科 劇をしよう「しりとりのだいすきなおうさま」

10月20日 中丹教育局 福知山市立有仁小学校 小学校 ２学年 道徳 もっとわたしたちの町を知ろう「才のかみのふじ」

10月20日 中丹教育局 福知山市立有仁小学校 小学校 ４学年 道徳 命の尊さ「クジラのなみだ」

10月20日 中丹教育局 福知山市立有仁小学校 小学校 ５学年 道徳 規律ある生活「ゲームってそんなに悪いの？」

10月20日 中丹教育局 福知山市立美河小学校 小学校 １学年 道徳 みんななかよく「くり」

10月20日 中丹教育局 福知山市立美河小学校 小学校 ４学年 道徳 家族の助け合い「お母さんのせいきゅう書」

10月20日 中丹教育局 福知山市立美河小学校 小学校 ６学年 道徳 みんなの町大江町「台風２３号で感じたこと」

10月20日 中丹教育局 福知山市立美河小学校 小学校 特別支援学級 道徳 身近な自然発見！「たいせつにそだてたよ！」

10月23日 南丹教育局 京丹波町立竹野小学校 小学校 １学年 音楽科 おんがくでおはなし

10月23日 南丹教育局 京丹波町立竹野小学校 小学校 ５学年 音楽科 音楽で日本の旅

10月27日 中丹教育局 綾部市立綾部中学校 中学校 １学年 体育科 器械運動「マット運動」

10月28日 丹後教育局 与謝野町立岩滝幼稚園 幼稚園 全 幼稚園 ふれあい・つながり・ささえあい～友達っていいな～

10月29日 丹後教育局 宮津市立宮津小学校 小学校 ２学年 生活科 もっと知りたいな町のこと「あきの町をみにいくよ」

10月29日 丹後教育局 宮津市立宮津小学校 小学校 ５学年 社会科 わたしたちの生活と工業生産「自動車をつくる工業」

10月30日 山城教育局 京田辺市立三山木小学校 小学校 １学年 国語科 おはなしだいすき「サラダげんき」

10月30日 山城教育局 京田辺市立三山木小学校 小学校 ２学年 算数科 あたらしい計算をかんがえよう「かけ算（１）」

10月30日 山城教育局 京田辺市立三山木小学校 小学校 ３学年 算数科 かけ算の筆算の仕方を考えよう「１けたをかけるかけ算の筆算」

10月30日 山城教育局 京田辺市立三山木小学校 小学校 ４学年 国語科 いろいろな「環境を守るくふう」について調べよう『ウミガメのはまを守る』

平成２１年度各研究発表会「学習指導案」(カリキュラムルームに保管)　　　



授業実施日 地域 学校 校種 学年 教科・領域 単元名・教材名

平成２１年度各研究発表会「学習指導案」(カリキュラムルームに保管)　　　

10月30日 山城教育局 京田辺市立三山木小学校 小学校 ５学年 国語科 人間の生き方をえがいた作品を読もう「マザー・テレサ」

10月30日 山城教育局 京田辺市立三山木小学校 小学校 ６学年 算数科 かさを調べよう「堆積」

10月30日 丹後教育局 京丹後市立黒部小学校 小学校 １学年 国語科 こえにだしてよもう「くじらぐも」

10月30日 丹後教育局 京丹後市立黒部小学校 小学校 ２学年 国語科 みじかいことばで書こう「見たこと、かんじたこと」

10月30日 丹後教育局 京丹後市立黒部小学校 小学校 ３学年 国語科 大事なことをたしかめよう「すがたをかえる大豆」

10月30日 丹後教育局 京丹後市立黒部小学校 小学校 ４学年 国語科 材料の選び方を考えよう「アップとルーズで伝える」

10月30日 丹後教育局 京丹後市立黒部小学校 小学校 ５学年 国語科 人物の考え方や生き方をとらえよう「わらぐつの中の神様」

10月30日 丹後教育局 京丹後市立黒部小学校 小学校 ６学年 国語科 筆者の考えを受け止め、自分の考えを伝えよう「平和のとりでを築く」

10月30日 南丹教育局 京丹波町立下山小学校 小学校 １学年 国語科 くらべてよもう「じどう車くらべ」

10月30日 南丹教育局 京丹波町立下山小学校 小学校 ２学年 国語科 だいじなところに気をつけて読もう「サンゴの海の生きものたち」

10月30日 南丹教育局 京丹波町立下山小学校 小学校 ３学年 国語科 大事なことをたしかめよう「すがたをかえる大豆」

10月30日 南丹教育局 京丹波町立下山小学校 小学校 ４学年 国語科 材料の選び方を考えよう「アップとルーズで伝える」

10月30日 南丹教育局 京丹波町立下山小学校 小学校 ５学年 国語科 目的に応じた伝え方を考えよう「ニュース番組作りの現場から」

10月30日 南丹教育局 京丹波町立下山小学校 小学校 ６学年 国語科 筆者の考えを受け止め、自分の考えを伝えよう「平和のとりでを築く 」

10月30日 南丹教育局 京丹波町立下山小学校 小学校 特別支援学級 国語科 文章の仕組みを考えて、書かれていることを読みとろう「動物の体」

10月30日 山城教育局 城陽市立西城陽中学校 中学校 ３学年 総合的な学習の時間 進路セミナー

11月5日 丹後教育局 京丹後市立五箇小学校 小学校 １学年 学級活 はみがきじょうずかな

11月5日 丹後教育局 京丹後市立五箇小学校 小学校 ２学年 学級活 わたしのかぞくはせかい一

11月5日 丹後教育局 京丹後市立五箇小学校 小学校 ３学年 学級活 じぶんをまもる

11月5日 丹後教育局 京丹後市立五箇小学校 小学校 ４学年 学級活 発見！かむことの力

11月5日 丹後教育局 京丹後市立五箇小学校 小学校 ５学年 体育科 けがの防止

11月5日 丹後教育局 京丹後市立五箇小学校 小学校 ６学年 家庭科 まかせてね！きょうのごはん

11月5日 乙訓教育局 長岡京市立長岡第四中学校 中学校 ２学年 美術科 「水」をイメージした色彩構成

11月5日 乙訓教育局 長岡京市立長岡第四中学校 中学校 ２学年 英語科 Ｕｎｉｔ６　Ｓｔａｒｔｉｎｇ　Ｏｕｔ　Ｔｈｅ　Ｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｓｉｌｅｎｔ　Ｎｉｇｈｔ

11月5日 乙訓教育局 長岡京市立長岡第四中学校 中学校 ２学年 総合的な学習の時間 英語表現Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ａｃｔｉｖｉｔｉｅｓ

11月5日 府立高等学校 府立農芸高等学校 高等学校 １学年 保健体育科 柔道

11月5日 乙訓教育局 向日市立第４向陽小学校 小学校 １学年 国語科 たねのたび

11月5日 乙訓教育局 向日市立第４向陽小学校 小学校 １学年 道徳 ともだちだいすき

11月5日 乙訓教育局 向日市立第４向陽小学校 小学校 １学年 図画工作科 いしのへんしん
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11月5日 乙訓教育局 向日市立第４向陽小学校 小学校 ３学年 国語科 自転車の活やく

11月5日 乙訓教育局 向日市立第４向陽小学校 小学校 ５学年 算数科 面積

11月5日 乙訓教育局 向日市立第４向陽小学校 小学校 特別支援学級 国語科 むかしばなし・アラカルト

11月5日 乙訓教育局 向日市立第４向陽小学校 小学校 特別支援学級 国語科 お話をつくろう

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 １学年 算数科 ながさくらべ

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 １学年 算数科 ひきざん

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 ２学年 道徳 「助け合う友だち」２－（２）思いやり・親切

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 ３学年 算数科 三角形と角

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 ４学年 体育科 マット運動

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 ５学年 学級活動 幼児園との交流会を成功させよう

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 ６学年 道徳 「みんなの役に立つ」４－（４）勤労・社会奉仕

11月6日 中丹教育局 綾部市立中筋小学校 小学校 ６学年 道徳 「みんなの中の自分」４－（３）集団への参加と責任

11月6日 南丹教育局 亀岡市立南桑中学校 中学校 １学年 社会科 （地理的分野）世界の国々の調査中国「中国の自然」

11月6日 南丹教育局 亀岡市立南桑中学校 中学校 ２学年 社会科 （歴史的分野）欧米の進出と日本の開国「開国と不平等条約」

11月10日 乙訓教育局 長岡京市立長岡第十小学校 小学校 １学年 国語科 ことばであそぼう「なぞなぞであそぼう」

11月10日 乙訓教育局 長岡京市立長岡第十小学校 小学校 ３学年 国語科 すきな本をしょうかいし合おう「きつねをつれて村祭り」

11月10日 乙訓教育局 長岡京市立長岡第十小学校 小学校 ５学年 国語科 「Let's 俳句ing」「なるほど！ザ・漢文」「平成版・枕草子」

11月11日 丹後教育局 京丹後市立宇川中学校 中学校 １学年 理科 大地は語る「地層を調べてみよう」

11月11日 丹後教育局 京丹後市立宇川中学校 中学校 １学年 総合的な学習の時間 宇川の山・川・海（発表、質疑、応答）

11月11日 丹後教育局 京丹後市立宇川中学校 中学校 ２学年 社会科 二度の世界大戦と日本

11月11日 丹後教育局 京丹後市立宇川中学校 中学校 ２学年 総合的な学習の時間 保育体験から（ディスカッション）

11月11日 丹後教育局 京丹後市立宇川中学校 中学校 ３学年 英語科 Unit5 Cell Phones-For or Against?

11月11日 丹後教育局 京丹後市立宇川中学校 中学校 ３学年 総合的な学習の時間 故郷を語ろう（パネルディスカッション）

11月13日 中丹教育局 舞鶴市立城北中学校 中学校 １学年 英語科 Unit6「グリーン家の人々」～英語で友達を紹介しよう～

11月13日 中丹教育局 舞鶴市立城北中学校 中学校 ２学年 英語科 Unit5「A Park or a Parking Area?」～記事をまとめたり意見を述べよう～

11月13日 中丹教育局 舞鶴市立城北中学校 中学校 ３学年 英語科 Unit6「20th Century Greats」～様々な人物について紹介し合おう～

11月19日 中丹教育局 福知山市立大江中学校 中学校 １学年 道徳 法やきまりの遵守「人に迷惑をかけなければいいのか」

11月19日 中丹教育局 福知山市立大江中学校 中学校 １学年 道徳 公徳心「無人スタンド」

11月19日 中丹教育局 福知山市立大江中学校 中学校 ２学年 道徳 人間のすばらしさ「ネパールのビール」
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11月19日 中丹教育局 福知山市立大江中学校 中学校 ２学年 道徳 人間の弱さの克服「いつわりのバイオリン」

11月19日 中丹教育局 福知山市立大江中学校 中学校 ３学年 道徳 法やきまりの遵守「元さんと二通の手紙」

11月19日 中丹教育局 福知山市立大江中学校 中学校 ３学年 道徳 法やきまりの遵守「招集通知－あなたが裁判員になるとき－」

11月12日 中丹教育局 舞鶴市立中舞鶴小学校 小学校 １学年 国語科 こえにだしてよもう「くじらぐも」

11月12日 中丹教育局 舞鶴市立中舞鶴小学校 小学校 ２学年 国語科 ようすを考えて読もう「お手紙」

11月12日 中丹教育局 舞鶴市立中舞鶴小学校 小学校 ３学年 国語科 大事なことをたしかめよう「すがたをかえる大豆」

11月12日 中丹教育局 舞鶴市立中舞鶴小学校 小学校 ４学年 国語科 材料の選び方を考えよう「アップとルーズで伝える」

11月12日 中丹教育局 舞鶴市立中舞鶴小学校 小学校 ５学年 国語科 目的に応じた伝え方を考えよう「ニュース番組作りの現場から」

11月12日 中丹教育局 舞鶴市立中舞鶴小学校 小学校 ６学年 国語科 筆者の考えを受け止め、自分の考えを伝えよう「平和のとりでを築く」

10月29日 南丹教育局 亀岡市立亀岡小学校 小学校 ３学年 国語科 青い空へのメッセージ「ちいちゃんのかげおくり」

10月29日 南丹教育局 亀岡市立亀岡小学校 小学校 ４学年 算数科 ブラックボックスの中のきまりは・・・「変わり方」

10月29日 南丹教育局 亀岡市立亀岡小学校 小学校 ５学年 算数科 平等に分けるには？「面積」

10月29日 南丹教育局 亀岡市立亀岡小学校 小学校 ６学年 国語科 平和へ－自分の思いを伝えよう－「平和のとりでを築く」

11月17日 中丹教育局 福知山市立上豊富小学校 小学校 １学年 生活科 やってみよう！チャレンジ１年生～なかよしフェスティバルをしよう～

11月17日 中丹教育局 福知山市立上豊富小学校 小学校 ２学年 生活科 春・夏・秋・冬四季の旅～秋の町に出かけよう～

11月17日 中丹教育局 福知山市立上豊富小学校 小学校 ３学年 総合的な学習の時間 大好き！ぼくたち・わたしたちのふるさと上豊富～見つけよう上豊のよさ～

11月17日 中丹教育局 福知山市立上豊富小学校 小学校 ４学年 総合的な学習の時間 上豊お宝探検隊

11月17日 中丹教育局 福知山市立上豊富小学校 小学校 ５学年 総合的な学習の時間 ふるさとの味『豊富米』をアピールしよう！

11月17日 中丹教育局 福知山市立上豊富小学校 小学校 ６学年 総合的な学習の時間 ふるさと上豊民話を探る～受け継ぐ民話表現する民話学ぶ民話～




