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復興元年 教育センターの取組 

 

                    所長  阿部 英伸 

 

未曾有の大震災から１年が過ぎ，今年，復興

元年，諸処に響く復興の槌音。仙台市において

は，昨年 11月に震災復興計画が策定され，過日，

教育委員会から学校での防災教育の方向性が示

されました。また，今年３月には，教育振興基

本計画を初めとした教育に関する各種計画（４

計画）が策定されたところです。 

一方，まだ，他校の間借りや仮設校舎といっ

た環境の中で，学校運営にご苦労されている学

校もあります。そのことを思いますと，子ども

たちにとって最大の教育環境は教師自身である

との言葉が更に強く心に想起されます。教育に

よる復興に私たちがどう取り組んでいくかが問

われています。その心中を「覚悟」という言葉

で烈々と語っていたある教師の姿が思い浮かび

ます。教育センターとしても，教職員の専門性

や指導力の向上が子どもたちにとって最大の教

育環境となれるよう，各種事業をとおして支援

してまいります。 

 

１「センター研修 2012」の完全実施 

昨年度，「仙台版いきいき教員づくり研修構想」

に基づく新たな研修体系で研修事業が始まる予

定でした。しかし，震災により，研修事業の見

直しや削減を行い，完全実施には至りませんで

した。 このため，今年度が新たな研修体系（セ

ンター研修 2012」）の完全実施年度となります。 

 

２ 防災・減災や復興支援等に係る研修の継続 

今年度も防災・減災等に係る研修を職階・職

能研修プログラムに位置付けました。すでに，

新任校長研修（４月）と新任教頭研修（５月）

では，石巻・南三陸方面の被災校等に出向き，

被災当時の避難状況やその後の取組の様子を視

察し，防災・減災に向けての研修を実施してい

ます。また，フレッシュ先生１年次研修（５月）

では，被災校（中野小）に出向き，学校関係者

からの講話と備品等の搬出作業を実施しました。

この後も，集合研修プログラムの中で，防災・

減災等に関する研修を実施していく予定です。 

 

３ 防災教育副読本の編集 

昨年 12月に作成準備委員会を発足させ，副読

本の骨格の検討や題材収集等を進めてきました

が，５月下旬に「暫定版」として教育センター

の Webページにその資料の一部を掲載いたしま

した。活用願います。なお，副読本の完成・配

布は，来年 3月を予定しています。 

 

４ 新たな調査研究のスタート 

教育センターの調査研究では，今年度から２

年間にわたり OJTの在り方についての研究に取

り組んでいきます。組織論からは，フラットで

マトリクス的な構造といわれる学校組織の特質

を踏まえ，教職員の力量の向上や学校組織の活

性化などを目指した OJTの在り方を探っていく

予定です。 

  

「教室からの教育改革」と「復興」を合言葉

に，教育センターは学校を支援してまいります。 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企 画 情 報 班 ： 教育課程・教育課題・教育の情報化に係る研究の推進と研究成果の提供 

教 職 研 修 班 ： 教職員の資質及び指導力向上を目指す研修，管理職の学校経営等に係る諸課題解

決のための研修  

学習指導支援班 ： 実践的指導力の向上と校内研究推進を支える訪問研修，多様なニーズに応じたサ

ポート体制  

 

 

  

研修事業：ライフステージやニーズに応じた研修 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問事業：授業力の向上，校内研究の推進を支える訪問（学習指導支援班） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組 織   代表℡251-7441 

教育センターの４つの事業 

 

班の業務 

１ 基本的な研修（指定研修） 
 ① 基本的な研修１は経験年数に応じた５年間隔の研修です。「フレッシュ先生研修」「5年次ブ

ロック研修」「10年経験者研修」「16年次研修」「21年次研修」「26年次研修」等，教員として
の基盤に立った実践的指導力と学校運営力を身に付けた人材を育成する研修を推進します。 

 ② 基本的な研修２は主に管理職を対象とした研修です。管理職の世代交代の加速化に伴う，学
校経営に携わる人材の育成及び管理職の力量育成を図るため，体系化されたプログラムの下，
「学校運営力向上研修」の新設を含め，研修内容及び回数等について拡充を図ります。 

 ③ 基本的な研修３は学校代表者による職階，職能に応じた研修です。 
 ④ 基本的な研修４は，校務分掌担当者等による職能に応じた研修です。 
２ 授業づくり研修（希望研修） 
① 授業づくりに係るベーシックな研修です。土曜講座も含まれます。 
② 小中学校９年間のつながりを意識した授業づくりの研修です。 

３ トピック研修 
仙台市の課題や施策等に係る研修です。 

４ 機関研修 
教育関連機関における実習や演習を通した研修です。 

５ 発表会，協議会，説明会 
① 教育課程研究協議会は，新学習指導要領の趣旨を踏まえた実践研究の発表会及び研究協議を
行い，教育課程の編成及び授業改善についての理解を深めます。 

② 調査研究発表会は，学校におけるOJTの在り方に関する調査研究の成果を発表します。 
③ 教育の情報化研究委員会実践発表会は，校務情報化，ICT活用，情報教育に関する研究成果
を発表します。 

④ 教育課題研究発表会は，教職員・児童生徒・保護者の，学校・家庭・地域社会における教育
実践・学習成果等の研究発表を通して，教育課題の解決に役立てていきます。 

６ 長期研修 
今日的教育課題の研究を通して，教科・領域における実践的指導力の向上を図るとともに，校

内研修を推進するミドルリーダーとしての資質向上を図ります。 
７ 指導改善研修 

所 長 

庶 務 係   ℡251-7441 

企画情報班   ℡251-7442 

教職研修班   ℡251-7443 

学習指導支援班 ℡251-7440 

主幹（２名） 



訪問事業：授業力の向上，校内研究の推進を支える訪問 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究事業：教育課程，教育課題，教育の情報化に係る研究 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校支援事業：教育情報の提供，学校のニーズに応じた支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 授業づくり訪問 
校内研究推進に係る授業づくりに関わり，２年間で全ての学校を訪問し，授業力の向上及び校
内研究の推進を支援します。 

２ サポート訪問 
児童・生徒の教育活動に係る諸課題について，各学校，学年，個人からの要請に応え，学校を
支援します。サポート内容については，「センター研修2012」のP.75を参照いただくか，直接，
電話でお問い合わせください。 
 
 
 
 
 
 

３ 公開校等訪問 
  自主公開校等の訪問を通して，各学校が取り組んでいる校内研究を継続的に支援します。また，

公開についての情報を幅広く広報します。 

１ 調査研究の推進 
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る課題を重点的に取り上
げ，調査研究を行います。24年度は，教職員の力量向上を目指した学校におけるOJTの在り方
について研究します。 

２ 教育の情報化研究委員会 
校務情報化，ＩＣＴ活用，情報教育について，仙台市立学校における教育の情報化を推進し，
教育情報の有効な活用と教育活動の質的改善を図るための研究を行います。 

３ 仙台版スタンダードカリキュラム作成委員会 
「言語活動の充実」，「ＩＣＴの活用」，「地域の特性を生かした内容」という三つの視点に基づ
いた「仙台版スタンダードカリキュラム」を作成し，教育センターWebページで情報を提供し
ます。 

４  ＯＪＴ推進部会 
教育委員会の各課と連携し，学校におけるOJTの推進に向けて，学校をサポートします。 

５ 事業の効果測定（モニター会議，研修評価） 

１ 来所サポート 
  教育課題に対して学校現場が円滑に対応できるように，校内研究や授業づくり，ICT活用に関
するサポートを実施します。 

２ 理科支援員配置事業 
  仙台市内の希望する小学校に理科支援員を配置し，理科の授業における観察・実験の充実を図

ります。 
３ 仙台市理科特別授業 
  社会人講師が，派遣を希望する小学校に出向き，実生活と結び付いた楽しい理科の授業を行い

ます。 
４ 自主研修サークル支援事業 
  自主研修を希望する市内の教職員や教職員のサークルに，教育センターの会場貸与や指導主事

による教育情報の提供などを行います。 

５ 学校経営相談 

６ ICT機器や教材，備品等の貸出 

７ 教育情報の提供 

  カリキュラムセンターとしての機能を生かし，教育センターWeb ページや刊行物等で情報を

提供します。 

８ オンライン研修システム 

研修の提示，研修受付を行います。 

授業力向上サポート  尐人数指導サポート  小学校理科学習サポート  
学級づくりサポート  特別支援授業サポート  校内研究サポート  
ICT活用サポート  学校Webページ活用サポート   
中学校フレッシュ先生研修担当者サポート 



 

 

平成 23・24年度（２年次） 

 

平成 24・25年度（１年次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校名 研究主題 公開予定日 

八木山小学校 

（道徳教育） 

自己を見つめ，共によりよく生きる児童の育成 

－子どもの思いを豊かにする道徳の時間の充実を通して－ 

11月 28日（水） 

13:00～16:30 

南吉成小学校 

（学習指導） 

「学ぶ楽しさを味わえる授業」を目指して 

～他者との関わり合いを通して～ 

12月 18日（火） 

13:30～16:45 

袋原中学校 

（学習指導） 

学習意欲を高め，基礎・基本の定着を図る学習指導の一試み 

－関わり合う活動を取り入れた指導過程の工夫を通して－ 

11月 22日（木） 

13:00～ 

茂庭台中学校 

（学習指導） 

学びを実感する生徒の育成 

～一人一人が主体的に考えることができる授業づくりを通して～ 

10月 31日（水） 

13:30～16:30 

学校名 研究主題 

若林小学校 

（学習指導） 
できる喜びを味わい，進んで運動に取り組む子どもの育成 

広瀬小学校 

（生活，総合） 

子どもの思いや願いを大切にした単元・授業づくりの在り方 

～生活科・総合的な学習の時間を通して～ 

七郷中学校 

（総合） 

心豊かによりよく生きる生徒を育てる教育活動の工夫 

－人と関わる力の育成に重点を置いた実践的な取組を通して－ 

鶴谷特別支援学校 

（特別支援教育） 

目標に向かって生き生きと学ぶ児童生徒を目指して 

～学ぶ力を育てる身体づくりの在り方～ 

荒巻小学校  幸町南小学校  南光台中学校 

教育課題研究発表会 12月 26日（水） 

教育の情報化研究委員会実践発表会 1月 16日（水） 

調査研究発表会 2月 7日（木） 

仙台市教育センター長期研修報告会 2月 25日（月） 

発表会等の案内 

 

仙台市教育センター調査研究協力校 

 

仙台市教育委員会認定自主公開校 

公開授業の詳細・申込方法は，Webページで御確認ください。 

皆様の御参加をお待ちしています。 


