H31仙台市教育センター
研修番
号

研修
区分

研修名

実施
予定日

時間

0153 授業づくり研修１ 中学校社会科研修（第1回）

8月2日 14:00-16:45

0153 授業づくり研修１ 中学校社会科研修（第2回）

8月5日 14:00-16:45

学生が参加可能な研修一覧
題目・内容

場所
教育センター
第2・3研修室

0180 授業づくり研修１ 小中学校総合的な学習の時間研修

6月19日 14:00ｰ16:45

教育センター
第2・3研修室
教育センター大研修室

0200 授業づくり研修１ 小学校国語科研修（第1回）

7月29日 9:45-12:00

教育センター大研修室

0200 授業づくり研修１ 小学校国語科研修（第2回）

7月29日 13:00-16:00

教育センター大研修室

0200 授業づくり研修１ 小学校国語科研修（第3回）

8月30日 15:00-16:45

小学校とのつながりを意識した授業作り

１５

講義・演習 ICT・言語活動を活用した授業作り

仙台市内中学校 教諭・教育センター指導主事

１５

講義・演習 「これから求められる資質・能力を踏まえた総合的な学習の時間」

山形大学 教授 野口 徹
文部科学省 教科調査官
菊池 英慈
筑波大附属小学校 教諭 青山由紀
仙台市立小学校 教諭
教育センター指導主事

10

仙台市内小学校教諭

5

講義・演習 新学習指導要領の全面実施に向けた国語科授業づくり

0202 授業づくり研修１ 小学校社会科研修(第2回)

8月9日 14:30～16:45

0204 授業づくり研修１ 小学校算数科研修（第1回）

8月1日 9:45-12:00

0204 授業づくり研修１ 小学校算数科研修（第2回）

8月1日 13:00－16:00

教育センター大研修室

7月3日 15:00～16:45

0205 授業づくり研修１ 中学校数学科研修（第1回）

7月31日 14:30-16:45

0205 授業づくり研修１ 中学校数学科研修（第2回）

8月21日 9:45-12:00

0205 授業づくり研修１ 中学校数学科研修（第3回）

8月21日 13:00-16:00

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第１回）

7月29日 14:00-16:45

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第２回）

7月31日 14:00-16:45

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第３回）

8月2日 14:00-16:45

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第４回）

8月9日 14:00-16:45

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第５回）

8月21日 14:00-16:45

0208 授業づくり研修１ 中学校理科研修（第1回）

8月1日 14:30ｰ16:45

0208 授業づくり研修１ 中学校理科研修（第2回）

9月11日 14:30ｰ16:45

0209 授業づくり研修１ 小学校生活科研修（第1回）

7月3日 15:00-16:45

0209 授業づくり研修１ 小学校生活科研修（第2回）

8月27日 14:30-16:45

0210 授業づくり研修１ 小中音楽科研修（第２回）
0210 授業づくり研修１ 小中音楽科研修（第３回）
0212 授業づくり研修１ 小中家庭科研修(第1回）

教育センター第8研修室
教育センター
第10・11研修室
教育センター
第10・11研修室
教育センター
理科研修室
教育センター
第10・11研修室
教育センター
理科研修室
教育センター
理科研修室
教育センター
理科研修室
教育センター
理科研修室
教育センター
大研修室
教育センター
第8研修室
教育センター大研修室

学生
定員

仙台市内小・中学校 教諭

講義・演習

講義・演習 主体的，対話的で深い学びの実現に向けた授業づくりの工夫（仮）
実践発表
教育センター第8研修室
情報活用能力の育成を意識した国語科の授業づくり（仮）
演習
教育センター情報研究室
講義・演習 タブレット端末を活用した社会科授業
1
教育センター
講義・演習 「新学習指導要領における社会科指導のポイント」
第10・11研修室
教育センター大研修室 講義
数学的活動の実際と授業づくり

0202 授業づくり研修１ 小学校社会科研修(第1回)

講師等

実践発表
協議
講義・演習
協議
演習
実践発表
講義
実習
講義

国士舘大学

教授

澤井陽介

10
10
5

5
20

主体的，対話的で深い学びにつながる授業づくり

文部科学省 教育課程調査官 笠井 健一
仙台市立小学校教諭
宮城県内小学校教諭
教育センター指導主事
東北福祉大学 准教授 菅原敏彦

数学的活動を取り入れた授業について

教育センター指導主事

10

個々の学びを深める算数科の授業について

児童が理科の見方・考え方を働かせる授業づくり
・第３学年の単元
児童が理科の見方・考え方を働かせる授業づくり
講義・演習
・新学習指導要領の趣旨を踏まえた授業づくり
実習
児童が理科の見方・考え方を働かせる授業づくり
講義
・第４学年の単元
実習
児童が理科の見方・考え方を働かせる授業づくり
講義
・第５学年の単元
実習
児童が理科の見方・考え方を働かせる授業づくり
講義
・第６学年の単元

文教大学 教授 永田潤一郎
仙台市立中学校教諭
仙台市立小学校 教諭
教育センター指導主事
文部科学省 教科調査官
鳴川 哲也
仙台市立小学校 教諭
教育センター指導主事
仙台市立小学校 教諭
教育センター指導主事
仙台市立小学校 教諭
教育センター指導主事

講義・演習 仙台の地域特性を生かした授業づくり

東北学院大学 教授 長島 康雄

これからの理科教育を考える ～新学習指導要領の全面実施に当
講義・演習
たって～
実践発表
「{関わることのよさ」を大切にした授業づくりの工夫
演習
新学習指導要領全面実施に向けた
講義・演習 生活科授業の在り方（仮）

文部科学省 教科調査官 藤枝秀樹

中学校数学科における数学的活動の授業デザイン

20
10

10
5
15
5
5
5
10
30

仙台市立小中学校 教諭
教育センター指導主事

10

國學院大學 教授 田村 学

30

8月5日 9:00-12:00

教育センター音楽研修室 講義・演習 歌唱指導の導入 基本的な発声法や楽曲分析，指導法の実技

仙台市立小中学校教諭
教育センター指導主事

10

8月5日 14:00-16:45

講義
教育センター音楽研修室
実技

指揮法の習得 楽曲に合わせた指揮法や指導法の実技（基本編）

教育センター指導主事

10

教育センター
家庭科研修室

小中家庭科のつながりを意識した授業づくり
・調理実践
・消費者教育

仙台市ガス局 栄養士
消費者教育支援センター課長柿野成美

3

8月2日 9:50－16:00

講義実技
講義演習

1

H31仙台市教育センター
研修番
号

研修
区分

研修名

0212 授業づくり研修１ 小中家庭科研修(第2回）

実施
予定日

時間

8月5日 13:00－16:45

0213 授業づくり研修１ 小学校図工・中学校技術科研修

11月18日 14：00～16：45

0213 授業づくり研修１ 小学校図工・中学校技術科研修

12月9日 14：00～16：46

0215 授業づくり研修１ 小学校外国語活動研修（第2回）

9月4日 13：30～16：30

0216 授業づくり研修１ 中学校外国語科研修（第1回）

8月5日 9:00-12:00

0250 授業づくり研修２ 国語科研修

11月20日 14:00-16:45

0252 授業づくり研修２ 算数・数学科研修

11月27日 14:30-16:45

0255 授業づくり研修２ 図工・美術科研修

8月2日 9:45～16:00

0256 授業づくり研修２ 体育・保健体育研修（第２回）
0258 授業づくり研修２ 道徳教育研修
0258 授業づくり研修２ 特別活動研修（第2回）
0300 トピック研修

言語活動研修

0308 トピック研修

人権教育研修（第1回）

0310 トピック研修

消費者教育研修

0311 トピック研修

プログラミング教育研修（第１回）

7月12日 14:00ｰ16:45
7月9日 14:30-16:45
11月15日 14:30～16:45
7月5日 14:00-16:45

学生が参加可能な研修一覧
題目・内容

場所
教育センター
家庭科研修室

講義実技
講義演習
講義演習

小中家庭科のつながりを意識した授業づくり
・手縫い・ミシン縫い
・高齢者との関わり
・家庭科，技術・家庭科の指導のポイント

教育センター情報研修室
講義・演習 双方向性ネットワークと３Dプリンタの授業での活用方法を学びます。
１，２
教育センター情報研修室
講義・演習 プログラミングでLEDやモータを動かす教材について学びます。
１，２
授業研究
仙台市内小学校
外国語活動の授業参観 教科調査官を交えた事後検討
協議
講義
教育センター第9研修室
主体的・対話的で深い学びを実現する中学校英語の授業実践
教育センター
第10・11研修室
教育センター
第10・11研修室

講義・演習 新学習指導要領に示された国語の授業づくり
講義

全国学力・学習状況調査を生かした思考力・判断力・表現力の深め
方

学生
定員

講師等
仙台市立小中学校教諭
高等学校等教諭
教育センター指導主事

５

民間インストラクター
教育センター指導主事
未定
教育センター指導主事
市内小学校教諭
文部科学省 教科調査官 直山 木綿子

5
5
5

宮城教育大学 准教授 鈴木渉

10

宮城教育大学 名誉教授 相澤秀夫

10

文部科学省 学力調査官 佐藤 寿仁

20

教育センター
第10・11研修室

講義・演習 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

・文部科学省 初等中等教育局
視学官 東良 雅人
・宮城県内，仙台市内公立学校教諭

10

教育ｾﾝﾀｰ10・11研修室
ｱﾘｰﾅ

講義・演習 「体育を苦手とする児童生徒の体育指導」

日本女子体育大学 准教授 須甲 理生

10

道徳の指導方法と評価について

秋田公立美術大学 教授 毛内嘉威

30

特別活動の改善事項

文部科学省 教科調査官 長田 徹

10

講義・演習 対話型授業への教師の認識

金沢学院大学 教授 多田 孝志

５

・レインボー・アドボケイツ東北 代表
・LGBT当事者2名

教育センター大研修室
教育センター
第10・11研修室
教育センター
第10・11研修室

講義
講義

小浜 耕治

10月30日 14:00-16:45

教育センター
第10・11研修室

講義

9月4日 14:30-16:45

教育センター
第10・11研修室

講義・演習 消費者トラブルの事例から学ぶこと

未定 （消費生活センターと共催）

10

講義・演習 小中学校のプログラミグ教育の事例

宮城教育大学 安藤 明伸
教育センター指導主事
仙台市立小中学校教諭

10

8月28日 14：30～16：45

教育センター
第2・3研修室

性的マイノリティ当事者からのメッセージ

2

10

