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１ 教育センターの役割

平成20年１月の中央教育審議会の答申において

「生きる力」をはぐくむという理念を実現するた

めに，教育センターに求められることが提言され

ました。具体的には，教員研修の実施などのほか，

カリキュラム開発や先導的な研究の実施等を通

し，教師の創意工夫を支援すること，さらに，教

材研究や授業研究，教師同士の相互評価といった，

教師の資質の不断の向上に極めて重要な取組を支

援することなどです。

２ 教職員の意欲的な取組

当センターの「要請訪問」を希望する割合を

見ますと，平成21年度は，小学校の56.5％，中

学校の50.8％で要請がありました。平成22年度

は，小学校が58.9％，中学校が63.5％と要請が

増加しております。また，校内研究授業におい

て全教員が授業を行う学校の割合が平成21年度

は小学校が75.0％，中学校で52.4％になってお

ります。その授業検討会の形態もワークショッ

プ形式（小中学校で57.8％）を取り入れるなど

工夫をこらした校内研修が行われております。

このことから，新学習指導要領の告示を受け，

間近に迫った全面実施を見据えながら，意欲的

に授業づくりに努める現場の先生方の気運を感

じます。

当センターでは，教育センターの役割を踏ま

えながら，教職員の気運に応えるために，企画

情報班・教職研修班・学習指導支援班の３班体

制で，現場の先生方を支援してまいります。

３ 教職員の「実践的指導力の向上」を目指して

センター研修事業として教員のライフステージ

に応じた研修体系を見直し，今年度「１５年経験

者研修」をはじめ，「コンプライアンス研修」「言

語活動研修」「ＩＣＴ活用研修」などの１０講座

を新設しました。

また，指導案づくりから学校と一緒に行い，授

業検討会も５つの基本モデルから学校が選択し，

学校の実情やニーズに応じた訪問ができるよう工

夫してまいります。個別支援訪問，理科学習支援

訪問，特別支援学級訪問やＩＣＴ機器活用が円滑

にできるための支援訪問も継続いたします。

調査研究では，「応用力をはぐくむ授業の創造」

をテーマに，各教科において言語活動を効果的に

取り入れた授業の在り方について，共同研究校と

ともに実践を通して研究を進めてまいります。ま

た，教育情報の提供として，学校のカリキュラム

作成に資するためカリキュラムセンターとしての

役割も一層充実させていく所存です。

本年度も，教職員の「実践的指導力の向上」を

目指して，「６４㎡からの教育改革」を合言葉に，

学校を支援してまいります。



電話：２５１－７４４１

企画情報班 電話：２５１－７４４２

日々の授業に役立つ研修と実践的研究の推進

多様なニーズに応じたサポート体制

１ 「応用力をはぐくむ授業の創造」3年次調査研究の推進

各教科等における，教科目標を達成するための手段・方策

としての「言語活動の充実」を図った授業について研究を進

めてきました。10～11 月に共同研究校（東二番丁小・片平丁

小・五橋中）の公開研究会，2月に調査研究協議会を予定し

ています。多くの皆様の参加をお待ちしています。

２ カリキュラムセンター機能の構築 【五橋中学校の数学授業】

新たに「仙台版スタンダードカリキュラム」を作成します。12 月に小学校全教科領域（総合を除く）

分を配信する予定です。各学校のカリキュラム作成や改善等にお役立てください。

３ 各種サポート事業での積極的な支援

校内研究推進，特別支援学級の日常の実践，校内での有効な

ICT 活用，個人や校内の組織単位での授業づくりなどを支援しま

す。まずは，電話・FAX でお問い合わせください。

４ 情報関連事業の推進

「確かな学力と豊かな心をはぐくむ情報教育」を目指して，

学校における情報教育及び校務の情報化を支援します。さら

に，教育情報データベースの充実を図り，随時提供します。

【ITC 活用研修会】

所長

主幹(２名）

企画情報班

教職研修班

学習指導支援班

庶務主幹 庶務係

組 織

各班業務内容



ライフステージに応じた研修

教職員の自己研鑽の支援

教職研修班 電話：２５１－７４４３

学習指導支援班 電話：２５１－７４４０

学校現場のニーズに応える様々な訪問支援

教材解釈や指導案づくりから一緒にはじめる指導法支援

１ 授業研究を主軸に，学校の要請内容等に応じた学校訪問

各学校の学習指導上の課題に応じた学校訪問を行うことで，

教職員の実践的指導力向上を支援します。

要請訪問・公開校等訪問・理科学習支援訪問

２ 校内ＯＪＴを支援し，現場のニーズに根ざした研修や事業の実施

校内研究の活性化を図るため，授業検討会の在り方や校内

研究の推進に向けた研修等を実施します。 【授業検討会の在り方の研修】

校内研究推進協議会

３ 現在の教育課題等に係る指導技術や指導方法等の普及

「言語活動の充実」及び「ICT 活用授業」について，学校

を訪問して校内研修を支援します。

４ その他の事業

理科支援員配置事業・長期研修事業・少人数指導連絡協議会

・仙台市理科特別授業 【長期研修員による実践授業】

１ １５年経験者研修の新設

教育実践のリーダー的立場としての自覚を養い，学校運営に係る資質と能力の育成及び実践的指導力

の向上を図ります。

２ コンプライアンス研修会（２０年経験者・２５年経験者）の新設

近年，学校運営上特に必要性が高まっているコンプライアンスの研修を通して，危機管理能力の向上

と，ミドルリーダーとして校内啓発の推進を図ります。

３ 土曜講座の実施と自主研修サークル活動への支援

昨年度からスタートした土曜講座を今年度も引き続き

開設いたします。また，同様に昨年度からスタートした

自主研修サークル活動への支援についても継続します。 【土曜講座 授業づくり】



今からでも申し込める研修会・公開授業校です。
ぜひ御参加ください！！

申込方法等については別途案内します。

○ 平成２２年度 「公開講座」 となる研修会一覧
人気の先生方をお招きしました。

No 期 日 研 修 会 名 テ ー マ ・ 講 師

50 ６／２３ 人権教育研修会 「人権とは何か～消費者教育の視点で考える～」（仮）

（水） 鎌田健司法律事務所 弁護士

鎌田 健司

36 ６／２９ 総合的な学習の時間 「これからの総合的な学習の時間に求められるものと身に付く力」(仮)

（火） 研修会 文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官

田村 学

34 ７／１ 道徳教育研修会 「学習指導要領改訂を踏まえた道徳教育を考える」

（木） 文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官

赤堀 博行

37 ７／２２ 特別支援教育授業改善 「通常の学級の特別支援

（木） 研修会１ ～学級経営と授業づくりに焦点をあてて～」

植草学園短期大学 教授 佐藤 愼二

38 ８／ ３ 特別支援教育授業改善 「知的障害教育の授業づくりについて」

（火） 研修会2 岩手大学 教授

名古屋 恒彦

37 ８／ ９ 特別支援教育授業改善 「ワークショップ型授業づくり

（月） 研修会１ ～個を活かす特別支援教育の視点から～」

東北福祉大学 准教授 上條 晴夫

39 ８／１１ 特別支援教育コーディ 「校内研修の企画と運営について」

（水） ネータ実践力向上 早稲田大学 准教授

研修会 髙橋あつ子

19 ８／２４ 国語科研修会 「国語科の授業づくり～夏休みあけの授業づくりに向けて～」

（火） 宮城教育大学教職大学院 教授

相澤 秀夫

42 ８／２４ 特別支援教育理解 「医療の現場から見た青年期の発達障害

（火） 研修会 その理解と支援について」（仮）

★ 精神保健福祉総合センター 所長 林 みづ穂

22 ８／２５ 算数科研修会 「数学的な思考力・表現力を育てるための授業づくり」

23 （水） 数学科研修会 山梨大学 教授

中村 享史

58 ８／２７ 食育研修会 「食育を通して学校教育を豊かにする」（仮）

（金） 文部科学省スポーツ青少年局 食育調査官

森泉 哲也

35 ９／２２ 特別活動研修会 ｢よりよい生活や人間関係を築こうとする

（水） 態度を育てる特別活動の充実」
文部科学省初等中等教育局教育課程課 教科調査官

杉田 洋

59 ９／２４ 消費者教育研修会 「消費者教育とは～ねらいと指導の在り方～」（仮）

（金） 横浜国立大学教育人間科学部 教授

西村 隆男

41 １０／２８ 言語活動研修会 「教科の枠を越えて言語活動を充実させるには」（仮）

（木） 横浜国立大学教育人間科学部 教授

髙木 展郎

42 １０／２９ 特別支援教育理解 「ソーシャルスキルトレーニングを生かした学級・学校経営」

(金） 研修会 東北福祉大学 准教授

三浦 和美

申込期限等は，実施期日に合わせ別途案内します。 ★印は市民開放公開講座



仙台市教育センター 調査研究 共同研究校授業公開

応用力をはぐくむ授業の創造

～各教科等における言語活動の充実を通して～

学校名 研究主題 公開予定日

仙台市立

東二番丁小学校

進んで伝え合い学び合う児童の育成

－教科等を貫く「説明し合う活動」「話し合う活動」を通して－

平成 22 年

10 月 22 日（金）

仙台市立

片平丁小学校

伝え合う力を育てる指導の工夫

－考えて，交流する授業づくりを通して－

平成 22 年

11 月 30 日（火)

仙台市立

五橋中学校

生徒一人一人の応用力をはぐくむ授業の工夫

－各教科等における言語活動の充実を通して－

平成 22 年

11 月 ９日（火）

平成 21・22 年度 仙台市教育委員会認定自主公開校授業公開日

学 校 名 研 究 主 題 公開予定日

南材木町小

（学習指導）

ニコニコ，キラキラ，いきいき輝く南材の子

～心豊かに思いや願いをもって音楽する

よろこびを味わう児童の育成～

平成 22 年

11 月 1 日（月）

東六郷小

（学習指導）

「自ら学び，互いに高め合う子どもの育成」

～少人数を生かし，伝え合う力を高める

授業実践を通して～

平成 22 年

10 月 29 日（金）

八木山中

（学習指導）

日々の授業力の向上を目指して

～自分の考えを深める生徒の育成～

平成 22 年

11 月 8 日（月）

寺岡中

（学習指導）

主体的に表現し，高め合う生徒の育成

～教科・領域等における言語活動の実践を通して～
平成 22 年

11 月 18 日（木）

仙仙台台市市立立東東二二番番丁丁小小・・片片平平丁丁小小

・・五五橋橋中中ととのの共共同同研研究究

みなさんの参加を

お待ちしています！



※上杉山通小学校の公開授業は，駐車場の確保が難しいため公共交通機関を御利用ください。

No 教科等
学校名

研修教員名
学年等 授業日 単元・題材等

1
外 国 語

活 動

上杉山通小

糟谷 浩司
5年

6月28日(月) What do you want? ～海を渡った言葉を知ろう～

9月 9日(木) I study English on Tuesday. ～時間割を作ろう～

11月 4日(木) I'd like TOPPOGI. ～世界のランチを楽しもう～

2
特別支援

教 育

通町小

千葉 容子

特別支援

(知)

9月 2日(木)
「お話から創る劇遊び」（国語科）

～ブレーメンへ行こう～

11月24日(水)
「自分たちのお店を開こう」（生活単元学習）

～フレッシュたんぽぽへようこそ～

3 国 語
七郷小

千葉 千鶴
4年

6月30日(水) 本と友達になろう（白いぼうし）

10月20日(水) 場面をくらべて読もう（一つの花）

12月 7日(火) 材料の選び方を考えよう（アップとルーズで考える）

4 社 会
七北田小

豊島 貴之
5年

6月30日(水) これからの食料生産とわたしたち

7月 7日(水) これからの食料生産とわたしたち

9月 8日(水) 工業生産と工業地域

5 音 楽
実沢小

廣島 由美子
6年

6月28日(月) 世界の音楽に親しもう

9月13日(月) いろいろなひびきを味わおう

12月20日(月) 重なり合う音の美しさを味わおう

6 理 科
市名坂小

豊川 秀樹
6年

6月28日(月) 動物のからだのはたらき

11月11日(木) 水よう液の性質とはたらき

2月 2日(水) 電気の利用とわたしたちの生活

7
外 国 語

( 英 語 )

中山中

菅野 麻里
2年

6月29日(火) Unit3 E-pals in Asia.「わたしの夢」

10月27日(水) Unit5 A park or a Parking Area?

1月27日(木) Unit7 My Favorite Movie.

8 数 学
将監中

木村 昌宏
1年

6月30日(水) 文字と式

10月20日(水) 比例と反比例

2月 2日(水) 空間図形

授業の詳細，時間，申し込み方法は，仙台市教育センターＷｅｂページ

またはグループウェアでご確認ください。

ＴＥＬ 251-7440（学習指導支援班）

６４㎡からの教育改革を支援します仙台市教育センター


