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１ 「３・７・30・90の法則」による○○経営

「学級経営３・７・ ・ の法則」を御存知30 90
ですか。これは，最初の３日間，次の７日間，さ

らには 日間， 日間までのそれぞれに学級で30 90
何をなすべきか，学級をどんな状態にまで導かな

ければならないのかについて，日数を目安に考え

るシステムなのだそうです。

ちなみに，この「学級」の部分を別の言葉に

置き換えてみると，いろいろなことが見えてき

ます。

例えば 「授業 。今年度からは新しい学習指， 」

導要領への移行期間となります。全面実施や一

部先行実施，学校判断で先行実施できる教科等

について，最初の 日目までに何をしたか（例7
：指導計画のチェックなど ， 日間実践してみ） 30

90て見えてきた課題は何か，課題解決のために

。日目までに何をしておかなければならないのか

各人の立場ごとに，振り返りや心の準備に大い

に役立つものと思います。残念なことに課題は

。 ，見つかるに違いありません 教育センターでは

その解決を支援するための専門研修を準備して

います。校内研究等のサポート事業も整えてあ

りますので，ぜひ気軽に御活用ください。

２ 「実践的指導力」の一層の向上を

ところで，平成 年度，仙台市教育センター21
では，教員の「実践的指導力（授業力）の向上」

を目指し，三本柱である「研修 「研究 「学習指」 」

導訪問」を関連させながら事業を展開し，その一

層の充実・発展を図ってまいります。

「聞いたことは忘れ，見たことは覚え，体験した

ことは身に付く」といいます 「研修」では，研。

修内容をしっかりと身に付けて学校に持ち帰り，

授業で子供に還元ができるよう，演習を随所に取り

入れていきます。併せて 「学力向上育成プラン」，

を踏まえ，今子供たちに強く求められている「応用

力」育成のための研修場面も積極的に取り上げてま

いります。

「研究」は，昨年度五橋中と共同で実践研究した

「言語活動」の充実のための授業の在り方について

引き続き探究してまいります。本年度からは共同研

究校として，東二番丁小と片平丁小が加わります。

「言語活動」に小・中連携の軸を加え，厚みがあっ

て，かつ一般化できるような研究を進めたいと考え

ています。

「学習指導訪問」では，市内各校で定着が図られ

てきた「授業検討会」を活用し，授業者と参会者が

共に学び合いながら「子供が確かに分かるための授

」 「 （ ） 」業の在り方 とともに 確かな授業 力 とは何か

を追究してまいります。

また，センターでは今年も授業づくりに特化した

長期研修を実施しています。授業に関する自己課題

と向き合いながら，授業づくりや実践授業・評価を

とおして実践的指導力向上に向け， 名が 年間の8 1
研修に取り組んでいます。なお，昨年度の受講生に

よる公開授業を，年間 回予定しています。21
， ， 。さらに 本年度から 土曜講座の事業を始めます

この講座は，ゆとりをもって研修に参加し，有識者

や教職経験者から授業づくりの基本的な指導技術を

学ぶ機会を提供するものです。

各校・各人が，センター研修を活用して修正・改

善を図りながら「３・７・ ・ の法則」で行う30 90
○○経営を推進することを，大いに期待します。
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新教育課程説明会   日時：小学校 H21.7.29(水) 中学校 7.30(木) 9:30～16:00 

教育課題研究発表会  日時：H21.12.25(金)            9:30～17:00 

調査研究検討協議会  日時：H22.2.5(金)             14:00～17:00

情報教育研究推進委員会実践発表会   日時：H22.2.10(水)    14:00～17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

詳細は Web ページをご覧ください。 

No 学校名 研修教員名 教科等 学年等 授業日 単元・題材等 

７月 ７日(火） 本と友だちになろう 

１１月 ５日(木） 材料の選び方を考えよう 1 仙台市立沖野小学校 毛利 雄一 国 語 ４年 

１２月１５日(火） 調べたことを知らせよう 

７月 １日(水） 千年の釘にいどむ 

１０月２６日(月） わらぐつの中の神様 2 仙台市立西中田小学校 中田 直子 国 語 ５年 

１２月 ２日(水) 工夫して発信しよう 

７月 １日(水) 水はどこから 

９月１６日(水） 古い道具と昔のくらし 3 仙台市立茂庭台小学校 片寄 角洋 社 会 ４年 

１２月 ９日(水） わたしたちの県 

７月 ７日(火） こん虫をしらべよう 

１０月２１日(水) 風やゴムで動かそう 4 仙台市立広瀬小学校 戸田 尚義 理 科 ３年 

２月 ３日(水) ものの重さをくらべよう 

６月１８日(木） 修学旅行の報告会をしよう 

９月 ３日(木） 買えるかな（算数） 5 仙台市立柳生小学校 目黒 かおり 
特別 

支援 

肢体 

不自由 
１１月２６日(木） いも煮会をしよう 

９月１５日(火） 1 分野 身のまわりの現象 

１１月２４日(火） 2 分野 大地の変化 6 仙台市立第一中学校 星 隆一 理 科 １年 

１月２０日(水） 1 分野 身のまわりの物質 

６月２９日(月) Unit3 グリーン先生の初授業

１０月２２日(木） Unit8 はじめてのカナダ旅行7 仙台市立加茂中学校 大場 陽子 英 語 １年 

１月２７日(水） Unit10 ナイヤガラの滝 

 



研修

番号

5．26 「情報モラルにかかわる現状と課題」【市民開放公開講座】

(財）インターネット協会 大久保 貴世５１ （火） 情報モラル研修会

ＮＨＫプロデューサー 桑山 裕明

４５ 5．29 「新学習指導要領と特別支援教育が目指すもの」特別支援教育理解

文部科学省 特別支援教育調査官（金） 研修会

石塚 謙二

３８ 7．3 「『言語技術』の必要性」言語能力育成研修会

日本サッカー協会 専務理事 田嶋 幸三（金）

３１ 7．10 「学習指導要領改訂を踏まえた道徳教育の在り方を考える」道徳教育研修会

東京学芸大学 教授 永田 繁雄（金）

３４ 7．22 「学級経営と特別支援教育（こんな学級にしよう！）」特別支援教育授業改善

植草学園短期大学 教授 佐藤 慎二（水） 研修会1(通常の学級）

３４ 8．4 「授業に生かせるソーシャルスキルトレーニング」（仮題）特別支援教育授業改善

東北福祉大学 准教授 三浦 和美（火） 研修会1(通常の学級）

３５ 8．5 「児童生徒の実態に応じた授業づくり」特別支援教育授業改善

東北福祉大学 准教授 上條 晴夫（水） 研修会2(特別支援学級)

４５ 8．19 「『生きる力』を育てる」【市民開放公開講座】

（水） ～発達障害の子供のライフステージを通した自立支援～特別支援教育理解

宮城教育大学 教授 渡辺 徹研修会

１８ 8．20 「『思考力，判断力，表現力』を高める国語科の授業づくり」国語科研修会

宮城教育大学 教授 相澤 秀夫（木）

２０ 8．24 ｢『活用する力，表現する力』を育てるための授業づくりの実際」算数科研修会
（仮題）

宮城教育大学 教授 田端 輝彦２１ （月） 数学科研修会

５４ 8．28 「これからの食育の方向性と指導の在り方について」食育研修会

千葉市立高洲第二小学校 校長 小川 達也（金）

３３ 9．4 「習得・活用・探究から考える総合的な学習の時間における総合的な学習の時間

（金） 学力向上」研修会

文部科学省 教科調査官 田村 学

２４ 9．17 「生活科で育てる学力と気付きを深める授業の創造」生活科研修会

文教大学 教授 嶋野 道弘（木）

9．18 「これからの特別活動を考える」（仮題）特別活動研修会

３２ （金） ～新学習指導要領の先行実施を受けて～

文部科学省 教科調査官 杉田 洋

どうぞ御参加ください！☆申込については，それぞれ別途御案内します。

期日 研 修 会 名 テ ー マ ・ 講 師

平成２１年度 「公開講座」 研修会一覧
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研修全体のさらなる充実  

 日々の実践に生きる調査研究の推進 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

１ 実践的指導力の向上を目指した研修会 
「実践的指導力の向上」をコンセプトに，専門研修を中心により充 

実した研修会を実施します。授業づくりのための演習や優れた授業の 
参観を取り入れるなど，より授業実践に生かせる研修を企画します。 

 

２ 教育の動向を見据えた教育現場に役立つ調査研究 
  仙台市教育委員会の方針・重点施策に関連した学校教育上の当面す     公開講座 
る課題を重点的に取り上げ，新学習指導要領の動向も踏まえた調査研 
究を行います。 

平成 21 年度は小学校 2校・中学校 1 校の共同研究校と共に，各教科             

等における言語活動の充実を通して「応用力」をはぐくむための授業 

の在り方を実践的に探っていきます。 

 

３ 長期研修事業の充実 
  長期研修員一人一人の「実践的指導力の向上」を目指して，1年間の   授業づくり演習 

長期研修事業の充実を図ります。平成 20 年度長期研修員の公開授業に     
ついては 2ページを御覧ください。                             
       

４ 校内研究等サポート事業での学校支援 
 校内研究推進や授業づくり，図書資料室利用等を支援します。 

■来所サポート：相談や情報提供，図書資料室利用時間延長 
■訪問サポート：校内研究推進や授業検討会に関する講話など 
※ 詳しくはセンターWeb ページを御覧ください。 
                               調査研究 
          

 

● センター教育研究紀要「教育はいま」16 号(H21.3.31)を発行しました。御覧ください。 

● 平成 20 年度の長期研修員（実践的指導力向上研究分野）による，それぞれ年 3 回以上の公開授業を

行います（Ｐ2参照）。この機会に是非多くの授業を御参観ください。 

● 子供の相談等にかかわる機関において，見学や体験を通して役割や機能を理解し，現場に生かすこと

をねらいとした＜児童生徒理解のための機関研修＞を子供相談支援センター，児遊の杜，児童相談所,

 旗立分教室の各機関で行っています。追加希望がありましたら，御相談ください。  

● 校内研究等サポート事業＜来所サポート＞＜訪問サポート＞を校内研究に御活用ください。 

● 長期研修員の募集を秋に行います。皆さんの御応募をお待ちします。 

● 一層充実した研修会を目指します。研修会アンケート等，皆さんの御意見をお聞かせください。   

 

お 知 ら せ 



 
 
 
 

                     

                     

                             
 
 
 
 
  
                                      
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                    
 
 
  

● 第 35 回教育課題研究発表会のお知らせ           

日 時 ： 平成２１年１２月２５日（金） 

会 場 ： 教育センター及び仙台市立東二番丁小学校（予定）※詳細は７月上旬に発表予定 

教教  職職  研研  修修 班班  
TEL （２５１）７４４３ 

ライフステージに応じた基本研修の充実

（初任者研修・10 年経験者研修等） 

１ 初任者研修 

初任者研修は，新任教員に対して，教育公務員特例法第 
２３条の規定に基づき，現職研修の一環として実践的指導 
力と使命感を養うとともに，幅広い知見を得させることを 
目的として行う研修です。平成１９年度より１年次と２年 
次の２年間にわたって実施することで，更に充実を図って 
います。 

今年度は，校内研修を４５校が拠点校方式で行い，１２ 
校が各校方式で行うこととなりました。どちらの方式も学 
校の全校協力体制を基盤に行うことで，研修をより充実さ 
せる体制を作っています。 

校外研修では初任者の実践的指導力の向上を目指し，授 
業研究を主軸に研修内容を設定しました。 

初任者が実践的な指導力を付けていくことができるよう 
に，各学校と拠点校指導員，教育センターとが連携して指 
導や助言，支援等を行っています。 

 

２ １０年経験者研修 

 １０年経験者研修は，教育公務員特例法第２４条の規定 
に基づき，個々の能力，適性等に応じた研修を行い，教育 
実践の中心的立場としての自覚を養うとともに，特に教科 
指導について実践的指導力を磨くことを目的としています。 

校外研修として教科等指導研修や生徒指導研修，社会体 
験研修等を１２日間以上実施します。また，校内研修とし 
て一般研修や課題研修，授業研修を１５日間以上行います。 

特に，授業研修では，教科指導を１時間，道徳・特別活 
動・総合的な学習の時間の中から１時間の計２時間，授業 
研究を行うことで，教員の授業力向上を目指しています。 

本研修は，１０年という節目にこれまでの教員生活を振 
り返り，力量を一層高め，中堅教員としての自覚を高める 
ための絶好の機会と考えています。 

３ 主な基本研修 

初任者研修  ５年経験者研修  １０年経験者研修  新任校長研修  新任教頭研修 
新任主幹教諭研修  新任教務主任研修  校長等研修  教頭研修  学校運営研修 
学校事務職員研修  中学校免許外担任研修  中学校理科教員指導力向上研修 
小学校外国語活動中核教員研修  臨時的任用教員研修 

共通研修（１０年研） 

宿泊体験（初任研）

お 知 ら せ



 
 
学学習習指指導導支支援援班班   

 
TEL （２５１）７４４０ 

                     

                     

                             
 
 
 
 
  
                                      
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
  
                                             

学ぶ楽しさを味わわせ，確かな学力を

身に付けさせる授業づくりの支援 

 
 
 
 

１ よりよい授業づくりを支援する学校訪問 

(1) 要請訪問…各学校の要請に基づき，校内研究主題等に迫るための「授業づくり」の支援を 

行います。全員参加による指導案検討会，授業研究，授業検討会等を通して学校全体の教育 

力を高めることをねらいとしています。〔平成２１年度 １０６校・園〕 

(2) 公開校等訪問…自主公開校からの要請，確かな学力及び実践的指導力の向上等のために必 

要に応じて訪問します。 

(3) 個別支援訪問…学年部や教科部会あるいは個人で研究を進めている教職員による授業改善 

を支援します。個々の教職員の実践的指導力の向上をねらいとします。 

(4) 小学校理科学習支援訪問…小学校を対象に授業研究，教材研究， 

実験の方法についての演習や教具の作成，理科室の整備等，理科の 

学習指導に役立つ訪問を継続的に行います。 

(5) 特別支援学級訪問…小・中学校の特別支援学級，通級指導教室及 

び鶴谷特別支援学校を対象に，授業改善や教材・教具の開発等の支 

援を行います。                           校内研究推進協議会 
                                             全体会 

２ 指導方法の工夫・改善を支援する各種協議会                    

(1) 校内研究推進協議会…校内研究の推進について協議することを通 

して，研究主任の指導力の育成を目指します。年間で３回（新任研 

究主任は４回）の協議会を開催します。 

(2) 少人数指導等研究協議会…児童生徒の学力向上を目指し，少人数指 

導に関する情報交換・研究協議等を通して，指導方法の工夫・改善    校内研究推進協議会 

を図ります。（少人数指導教員加配校は悉皆となります。）         新任研究主任による協議

お 知 ら せ 

平成２１年度 自主公開校の御案内 (平成 21 年 4月１日現在) 

● 仙台市立八本松小学校  〔公開日：平成 21 年 10 月 23 日(金)〕     

『 学ぶ楽しさを味わい，意欲的に考える児童の育成  

～算数的活動の楽しさに気づき，進んで問題解決に取り組む児童を育てるための指導法の工夫～ 』  

● 仙台市立南光台中学校  〔公開日：平成 21 年 11 月 11 日(水)〕 

 『 確かな学力を定着させる学習指導の在り方 ～自分の考えをもち，交流し学び合う生徒の育成～ 』

● 仙台市立荒町小学校   〔公開日：平成 21 年 12 月 4 日(金)〕     

『 生きる力をはぐくむ 豊かな学びをつくる 』 

● 仙台市立八乙女中学校  〔公開日：平成 21 年 12 月 7 日(月)〕     

『 豊かな心を育む教育活動の推進 ～思いやりの心をもち，互いに尊重し合う心豊かな生徒の育成～ 』



 
 
情情  報報  研研  修修 班班   
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確かな学力と豊かな心をはぐくむ 

情報教育の推進  

 

１ ICT 活用指導力向上を目指した研修会 
「情報モラル」「ICT 活用」「校務情報化」等における指導力向上を図 

るために，基本研修及び専門研修において，校長・教頭をはじめとする幅 
広い職員の意識の高揚とスキルアップを目指して研修を行っています。 

 

２ 情報教育研究推進委員会                   校務情報化研修会 

   仙台市立学校における情報教育の推進と充実及び教育情報の有効な活用 
と教育活動の質的改善を図ることを目的とし，有識者３名，委員１７名と 
教育センター・教育指導課情報化推進係が連携して，実践研究を進めます。 
研究の成果は，実践発表会，報告書，教育センターWeb ページ等を通して 
学校現場への普及を図ります。 

                                    

３ 仙台市学校 Web ページコンテスト 
  開かれた学校づくりを目指し，学校 Web ページの適切な運用促進を図る 情報教育研究推進委員会

とともに，保護者・児童生徒・地域に向けた情報公開と提供のための運用    実践発表会 
の促進並びに更新の奨励を目的としています。 

                                             
４ 情報教育訪問サポート事業 
 教職員の資質の向上や ICT 活用指導力の向上のため，各学校及び教職員 
の要請に応じて，教育センター指導主事が訪問サポートを行っています。 
<例>(1)各教科等の ICT 活用授業づくりに関する講話・実習等の校内研修 

(2)情報モラル授業づくりに関する講話・実習等の校内研修 
(3)ソフトウェアの活用に関する講話・実習等の校内研修 
(4)学校 Web ページの運用・管理に関する講話・実習等の校内研修 
(5)電子メールを利用した情報の送受信に関する実習等の校内研修   市民開放講座(情報モラル)

  教育センターWeb ページ上の情報研修班から要請書をダウンロードして 
お申し込みください。電話での御相談も受け付けています。 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

● 教育センターWeb ページ上の教育用コンテンツを御活用ください。 

● 図書資料室内にある各種教育資料の貸し出しも行っております。御活用ください。 

● 教育センター所有の機器を学校へお貸しします。授業・校内研修会・ＰＴＡ講演会等で御活用くださ

い。 

  ①液晶プロジェクター（３０台）：HITACHI，1600lm 

  ②実物投影機（３０台）：SONY 

 

   ※借用書は，教育センターWeb ページ上の情報研修班からダウンロードして 

ください。 

お 知 ら せ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土曜講座 
日々授業力の向上に意欲的に取り組む教職員が，時間に

ゆとりをもって研修に参加するために週休日の土曜日に講

座を開設し，有識者及び教職経験者等から授業づくりにか

かわる指導技術を学ぶ機会とします。 
  平成２１年６月２７日（土）７月１１日（土） 
 ９月２６日（土）１０月２４日（土）１１月１４日（土） 

大学連携道徳教育 
宮城教育大学の教職専門科目「道徳教育

の研究 a」で，道徳の時間の授業づくりに

ついて演習を中心とした授業を行い，教員

養成段階から学校における道徳教育の充実

を目指しています。 

仙台市自主研修サークル活動支援事業 
教職員としての専門性を高め，さらなる授業力の向

上を目指して，教職員が自主的に構成する研修サーク

ルの活動を奨励・支援します。 

※ 21 年度の募集は終了しました。 



No 研　　修　　会　　名 No 研　　修　　会　　名

☆基本研修（指定）〔17講座〕 30 英語科研修会

1 初任者研修 31 道徳教育研修会

2 初任者研修(２年次） 32 特別活動研修会

3 ５年経験者研修(小中特) 33 総合的な学習の時間研修会

4 １０年経験者研修(小中特) 34 特別支援教育授業改善研修会1(通常の学級）

5 １０年経験者研修(幼) 35 特別支援教育授業改善研修会2(特別支援学級）

6 新任校長研修会 36 特別支援教育コーディネーター実践力向上研修会

7 新任教頭研修会 37 幼児教育研修会

8 新任主幹教諭研修会 ☆専門研修Ⅱ（トピック研修）〔22講座〕

9 新任教務主任研修会 38 言語能力育成研修会

10 校長等研修会 39 環境教育研修会

11 小・中学校教頭研修会 40 生徒指導研修会

12 学校運営研修会 41 教育相談研修会

13 学校事務職員研修会 42 学級づくり研修会

14 中学校免許外担任研修会 43 学校図書館教育研修会

15 中学校理科教員指導力向上研修会 44 人権教育研修会

16 小学校外国語活動中核教員研修会 45 特別支援教育理解研修会

17 臨時的任用教員研修会 46 自分づくり教育研修会

☆専門研修Ⅰ（スキルアップ研修）〔20講座〕 47 ICT活用基本研修会

18 国語科研修会 48 ICT活用授業づくり研修会

19 社会科研修会 49 学校Webページ研修会

20 算数科研修会 50 校務情報化研修会

21 数学科研修会 51 情報モラル研修会

22 小学校理科研修会 52 国際理解研修会

23 中学校理科研修会         53 小学校英語活動研修会

24 生活科研修会 54 食育研修会

25 音楽科研修会 55
児童生徒理解のための機関研修会
   （子供相談支援センター）

26 造形教育研修会 56
児童生徒理解のための機関研修会
　（児童相談所）

27 体育・保健体育科研修会 57
児童生徒理解のための機関研修会
　（旗立分教室，さわらび学園）

28 技術科研修会 58
児童生徒理解のための機関研修会
　（適応指導センター児遊の杜）

29 家庭科研修会 59 土曜講座

仙台市教育センターは，６４㎡からの教育改革を支援します

平成２１年度 仙台市教育センター研修会一覧 [ 59講座 ］

※太字は，今年度新設または名称変更の講座です。　詳細については，郭公73号をご覧ください。


