
1 主管事業について ※講師等については，敬称略。

事  業  名 期   日 会 場 事業の主なねらいや概要

① 4.13（水） 気仙沼合庁

② 7. 5（火） 気仙沼合庁

③ 9.29（木） 気仙沼合庁

④ 2.13（月） 気仙沼合庁

2  管内新任校長研修会    4.13（水） 気仙沼合庁
□所長講話　□総括次長講話　□班長講話　□情報交換
□先輩校長講話　講師：気仙沼市立気仙沼中学校　校長　斎藤　博厚

① 4.19（火） 気仙沼合庁

②12. 6（火） 気仙沼合庁

4  管内新任教頭研修会 　 4.19（火） 気仙沼合庁
□所長講話　□総括次長講話　□班長講話　□情報交換
□先輩教頭講話　講師：気仙沼市立唐桑中学校　教頭　木村　徹之

5  管内学校教育指導事務説明会    4. 5（火）
各所属校
オンライン

　各校(園)における円滑な学校(園)経営・運営に資するため，学校(園)教育に
関する様々な事務手続きについての趣旨説明を実施。

6  管理職研修会   12.6（火） 気仙沼合庁
□講話「これからの学校づくりに向けて」
  講師：宮城県教育庁教職員課　課長　鏡味　佳奈

7  管内小・中教務主任研修会  　5.20（金） 気仙沼合庁

□所長講話「教務主任に期待すること」
□講義「教務主任の役割と心構え」
  講師：南三陸町立歌津中学校　校長　阿部　昭博
□研究協議「教務主任としてのカリキュラム・マネジメント」他

① 5. 9（月）

□所長講話「研究主任に期待すること」
□話題提供「学力向上マネジメント支援事業実践校より」
　発表者：気仙沼市立月立小学校　教諭　大堀　綾
　　　　　気仙沼市立松岩中学校　教諭　鈴木　知恵
□研究協議「主体的・対話的で深い学びの実現に向けて」

② 2.6 (月)

□話題提供「宮城県検証改善委員会報告書より」（小・中学校）
　　　　　「幼児教育の更なる向上に向けて」（幼稚園）
□ワークショップ「協働による授業づくりの更なる充実に向けて」
□情報交換「研究の成果と課題に関する情報交換」

9
 初任研拠点校方式実施校グ
ループ連絡会

　 4. 6（水） 気仙沼合庁
□初任者研修拠点校方式実施校グループ連絡会の説明
□初任者研修拠点校方式の実施上の留意点の説明
□グループ打合せ

10
 初任研小・中指導教員連絡協
議会

　 4. 6（水） 気仙沼合庁
□初任者研修の研修体系の説明
□初任者研修の実施計画の説明

① 6.21（火） 気仙沼合庁

□所長講話「初任者に期待すること」
□体験発表「教師１年目を振り返って」
　発表者：気仙沼市立新城小学校　　教諭　米倉　佑喜
　発表者：気仙沼市立面瀬中学校　　教諭　二階堂　奈菜
□講義「子供への関わり方（MAPを活用したラポートづくり）」
　講師：気仙沼市立松岩小学校　教頭　安達　章美
□情報交換「教師として２か月を経過して」

②10.18（火）
※小学校対象

戸倉小学校
→気仙沼合庁

□校長講話「小学校・幼稚園の初任者に期待すること」
　講師：南三陸町立戸倉小学校　校長　三浦　祐子
□授業参観（第６学年・社会）及び研究協議　※授業の動画視聴による研修
　授業者：南三陸町立戸倉小学校　教諭　昆野　悠
□講義・演習「授業づくりの基本について」
□情報交換「教師として６か月の振り返り」

②10.25（火）
※中学校対象

鹿折中学校
→気仙沼合庁

□授業参観（第１学年・国語）及び研究協議
　授業者：気仙沼市立鹿折中学校　教諭　千葉　孝
□講義・演習「授業づくりの基本について」
□情報交換「教師として６か月の振り返り」　　 ※授業の動画視聴による研修

③11. 8（火）
※小学校対象

名足小学校
→気仙沼合庁

【中堅研との合同研修】
□授業参観（第３学年・国語）及び研究協議　※授業の動画視聴による研修
　授業者：南三陸町立名足小学校　教諭　芳賀　拓也
□講義・演習「運動の楽しさを感じ自ら考え挑戦しようとする体育科の授業づ
くり」
　講師：気仙沼市立大島小学校　教諭　川村　槙太郎
□研究協議「こんな授業を目指したい！」

③11.15（火）
※中学校対象

松岩中学校
→気仙沼合庁

【中堅研との合同研修】
□授業参観(第１学年・英語)及び研究協議　※授業の動画視聴による研修
　授業者：気仙沼市立松岩中学校　教諭　熊谷　一貴
□講義・演習「道徳科の授業づくり」
　講師：気仙沼市立気仙沼中学校　教諭　鳳京　邦彦
□研究協議「こんな授業を目指したい！」

④ 1.17（火） 気仙沼合庁

□講義・演習，ワークショップ「保護者対応について」
□事務所カウンセラーによる講義「気になる子供との関わり方」
□研究協議「一年間の振り返り及び成果と課題の共有」
□説明「初任者研修２年目 課題研究について」

1
　学校経営の円滑な推進に資するため，所長，総括次長，総務班長，及び担当
者からの連絡を通して，最新の学校教育事情，管内の学校教育の状況について
の情報提供・共有を実施。

　校長の補佐役として資質・能力の向上を目指して，教育の最新情報，管内の
教育状況についての連絡・共有を実施。

3

8  管内研究主任研修会 気仙沼合庁

 管内小・中学校長会議

 管内小・中学校教頭会議

11

 初任研(１年目)事務所研修

※事務所研修②及び③は，校
種毎に別日に実施

　　　研修事業等　実施状況Ⅳ



事  業  名 期   日 会 場 事業の主なねらいや概要

① 5.18（水）

□講義「課題研究に進め方」
□話題提供「先輩教員からのアドバイス」
　講師：南三陸町立入谷小学校　教諭　佐藤　成香
　講師：気仙沼市立鹿折中学校　教諭　池田　俊希
□研究協議「昨年度の課題を踏まえた研究の方向について」

② 8. 8（月）

□中間発表及び研究協議　　　　　　　　　　　　【中堅研との合同研修】
□指導案検討　助言者：気仙沼市立九条小学校　教諭　千葉　恭子
　気仙沼市立鹿折中学校　教諭　千葉　孝　，教諭　吉田　綾子
　気仙沼市立条南中学校　教諭　須藤　恵一，教諭　大内　忍

③ 1.24（火） □研究発表会「研究発表及び協議」

①10.18（火） 戸倉小学校
→気仙沼合庁

　地区研修①
　・校長講話　・授業参観及び研究協議　・講義・演習　　・情報交換
　※初任研(１年目・小学校)事務所研修２と合同

②11. 8（火） 名足小学校
→気仙沼合庁

　地区研修②
　・中堅研実践授業参観　・講義・演習　　・研究協議
　※初任研(１年目・小学校)事務所研修３・中堅研事務所研修と合同

① 6.30（木） 気仙沼合庁

□所長講話「教職５年経験者に期待すること」
□講義「生徒指導の意義と原理」
□講義「I（アイ）メッセージと能動的な聞き方」
□伝達講習・実践発表「いじめの認知と未然防止」
  講師　気仙沼市立月立小学校　教諭　溝口　直樹
□研究協議「生徒指導上の諸問題」

②10.28（金）
大谷小学校
大谷中学校
→気仙沼合庁

□講話１「小中の連続性」　講師　気仙沼市立大谷中学校　校長　村上　敬子
□授業参観「小学校第４学年・理科」及び研究協議　※授業の動画視聴による研修

　授業者：気仙沼市立大谷小学校　教諭　宮崎　弘子
□講話２「これからの先生方に期待すること」
　講師　気仙沼市立大谷小学校　校長　鈴木　久美
□授業参観「中学校第１学年・理科」及び研究協議　※授業の動画視聴による研修

　授業者：気仙沼市立大谷中学校　教諭　横山　博子
□情報交換（生徒指導，授業づくり等）

① 7.29（金） 気仙沼合庁

□所長講話「中堅教諭に期待すること」
□実践発表及び研究協議
　特別活動　　　　　　発表者：気仙沼市立気仙沼小学校　教諭　村上　峻
　総合的な学習の時間　発表者：気仙沼市立階上中学校　　教諭　大野　実紗
　特別の教科　道徳　　発表者：気仙沼市立階上小学校　　教諭　熊谷　信彦

② 8. 8（月） 気仙沼合庁
□研究協議「授業づくり」　　　　　   【初任研（２年目）との合同研修】
□指導案検討会

③11. 8（火）
※小学校対象

名足小学校
→気仙沼合庁

【初任研との合同研修】
□授業参観（第３学年・国語）及び研究協議　※授業の動画視聴による研修
　授業者：南三陸町立名足小学校　教諭　芳賀　拓也
□講義・演習「運動の楽しさを感じ自ら考え挑戦しようとする体育科の授業づくり」
　講師：気仙沼市立大島小学校　教諭　川村　槙太郎
□研究協議「こんな授業を目指したい」

③11.15（火）
※中学校対象

松岩中学校
→気仙沼合庁

【初任研との合同研修】
□授業参観(第１学年・英語)及び研究協議　※授業の動画視聴による研修
　授業者：気仙沼市立松岩中学校　教諭　熊谷　一貴
□講義・演習「道徳科の授業づくり」
　講師：気仙沼市立気仙沼中学校　教諭　鳳京　邦彦
□研究協議「こんな授業を目指したい」

16  小学校教育課程地区協議会    8. 2（火） 津谷中学校
□全体会（総則，道徳科，特別活動）＊総則，道徳科は事前視聴
□各教科等部会（図画工作・美術，総合的な学習，特別活動部会は小中合同）

17  中学校教育課程地区協議会    8. 3（水） 津谷中学校
□全体会（総則，道徳科，特別活動）＊総則，道徳科は事前視聴
□各教科等部会（家庭科は小中合同）

① 8.24（水）

②10.12（水）

② 2.15（水）

① 5.10（火）
□教育班長講話「学力向上指導員に期待すること」
□講義「授業参観で大事にしたいこと」
□説明「令和４年度学校訪問より」「学校訪問について」

②12. 5（月）
□報告・協議「学力向上指導員としての１年を振り返って」
□講義「私たちが目指す授業とは」

20
 管内いじめ対策・不登校支援
研修会

   5.11（水） 気仙沼合庁

□話題提供「行きたくなる学校づくり」について
  発表者:気仙沼市立条南中学校　講師　谷山 知宏
　　　　　　　　　　　　　　　 教諭　多田 正輝　教諭　須藤　恵一
□講話「いじめ問題への対応」
  講師　藤田綜合法律事務所　弁護士　藤田 祐子
□説明「管内の現状について」，「心のサポート班から」
□ワークショップ「各校におけるいじめ対策・不登校支援について」

21
 管内スクールカウンセラー研
修会

　 7.19（火） 気仙沼合庁
□分科会（事例検討会）
□全体会 分科会で話し合った内容の共有,事務所専門カウンセラーによる助言

 ５年経験者研修事務所研修

 中堅教諭等資質向上研修事務
所研修

※事務所研修③について
・11/8(火)及び11/15(火)は，
校種毎に半日で別日に実施

12  初任研(２年目)事務所研修

18  発達支援定期巡回教育相談

 幼稚園等新規採用教員地区研修

気仙沼合庁

南三陸町
生涯学習セ
ンター

19
 管内指導主事・学力向上指導
員研修会

気仙沼合庁

15

14

13

　障害及び発達の遅れや偏りがあると思われる幼児児童生徒と，その保護者，
教育関係職員等を対象とし，障害等の実態に応じた教育に関する相談を行っ
た。



事  業  名 期   日 会 場 事業の主なねらいや概要

① 6.17（金）
□説明「令和４年度不登校支援ネットワーク事業について」
□報告「不登校の現状や取組について」（各構成員より情報交換）
□協議「改善がみられた事例，各機関が連携した取組等について」

② 2.7（火）
□説明「令和４年度不登校支援ネットワーク事業」
□報告「不登校の現状や取組について」（各構成員より情報交換）
□協議「改善がみられた事例とその手立てについて」

23
 不登校支援ネットワーク事業
事務所単位研修会

   5.19（木） はまなすの館
□趣旨説明
□講義「不登校の未然防止」
　講師 久里浜医療センター　院長　樋口　進

① 5.24（火）
□趣旨説明
□情報交換「訪問指導員としておさえておきたいこと」

② 8.26（金）
□講話「不登校児童生徒への支援」
□情報交換「児童生徒及び保護者への対応と学校との連携について」

③12.20（火）
□講話「不登校児童生徒への支援」
□活動報告・情報交換

① 6.15（水）
□各校からの話題提供「対策推進校としての取組（計画）
□研究協議「対策推進校としてのこれまでの成果と課題及び改善点」

②12.14（水）

□中間報告　気仙沼市立大谷中学校　校長　村上　敬子
　　　　　　気仙沼市立九条小学校　教諭　藤田　あき子
　　　　　　気仙沼市立唐桑小学校　教頭　佐藤　祐美子
□研究協議「効果的な取組・成果等について」

26  管内講師等研修会  　6. 9（木） 気仙沼合庁

□講義・演習「特別な教育的支援を必要とする児童生徒の理解と支援」
　講師　気仙沼市立九条小学校　教諭　千葉　恭子
□分科会(情報交換)「日常の教育活動における悩みの解消のために」
　助言　気仙沼市立九条小学校　教諭　千葉　恭子
　　　　気仙沼市立階上小学校　教諭　熊谷　信彦
　　　　気仙沼市立鹿折中学校　教諭　千葉　孝
　　　　気仙沼市立階上中学校　教諭　上長根　伸哉
　　　　気仙沼市立条南中学校　教諭　須藤　恵一

27
 圏域安全教育総合推進ネット
ワーク会議

　 6.28（火） 気仙沼合庁

□報告「県の安全教育の推進について」 保健体育安全課
      「県及び圏域の防災・減災」地方振興事務所，市危機管理課，町総務課
      「学校と消防の連携した防災」 消防本部
      「所轄警察署の交通事故，犯罪に係る現状」 所轄警察署
      「圏域の安全教育について」 安全担当主幹教諭
□協議「家庭，地域関係機関と連携した安全教育の推進について」

①6月実施予定
□授業参観「第３学年・音楽」
　授業者：気仙沼市立条南中学校　教諭　大内　忍
□研究協議及び情報交換

②7月実施予定

□授業参観「第２学年・「美術」
　授業者：気仙沼市立唐桑中学校　主幹教諭　小野寺　順子
□研究協議及び情報交換

29  管内特別支援教育研修会  　6. 7（火） 気仙沼合庁

□講義「特別支援教育におけるICT活用について」
　講師：宮城県立気仙沼支援学校　教諭　小野寺　由紀
□講義「個別の教育支援計画・個別の指導計画の活用について」
  講師：気仙沼市立九条小学校　教諭　千葉　恭子
□グループ協議「児童生徒への支援等に関する情報交換」

□学級づくり・授業づくりに係る相談内容に応じた助言等
　参加者　管内小・中学校１６名

③ 1.30（月）
□学級づくり・授業づくりに係る相談内容に応じた助言等
　参加者　管内小・中学校４名

31
「算数チャレンジ大会2022」
地区予選

   7.25（月）
   ～28（木）

各小学校
7月26～29日のいずれかの日に各学校において実施。
管内１２小学校より４４チーム(１チーム３人編成)，１３２名が参加。
２チーム（松岩小学校，階上小学校）が本選(12/10)に出場。

① 5.20（金）

② 7.12（火）

③10.21（金）

④ 2.28（火）

33  管内健康づくり研修会 12.13（火） 気仙沼合庁

□趣旨説明
□実践発表　気仙沼市立九条小学校　養護教諭　斉藤　綾
　　　　　　南三陸町立入谷小学校　養護教諭　及川　あゆ美
□パネルディスカッション「家族でトライ！うちで健康チャレンジ」
　パネリスト：南三陸町立入谷小学校　PTA副会長 工藤　泰彦
　　　　　　　気仙沼市立唐桑幼稚園　園　　長　田口　綾子
　　　　　　　気仙沼市立唐桑小学校　養護教諭　三浦　芽依
　　　　　　　気仙沼市立九条小学校　養護教諭　斉藤　綾
　　　　　　　南三陸町立入谷小学校　養護教諭　及川あゆ美
　　　　　　　気仙沼市立津谷中学校　養護教諭　糟谷　和子
　コーディネーター：気仙沼保健所　技師(管理栄養士)　白崎　葉子
□全体講評　　気仙沼保健所　保健医療監兼所長　野上　慶彦

① 9.16（金）

気仙沼合庁

30  学級・授業・よろず相談会 気仙沼合庁

 児童生徒支援教員及び心のケ
ア支援員配置事業 問題行動等
対策推進協議会

32

28
 管内実技教科等指導力向上研
修会（美術・音楽）

 子ども理解学習会
【保護者対象】

24
 不登校支援ネットワーク事業
訪問指導員研修会

25

　保護者からの相談内容の説明や事務所専門カウンセラーとの語り合いを通し
て，子供との関わり方やこれまでの養育について助言し，子供の心を理解する
手立てや子供との向き合い方について考えた。

会場校

気仙沼合庁

気仙沼合庁

22
 不登校支援ネットワーク事業
地域ネットワークセンター連
絡会議

気仙沼合庁



指定別 番号 事業名・領域 年度 学校名

1
学力向上マネジメ
ント支援事業

４～６
年度

気仙沼市立
小・中学校

2
個別最適な学びに
関するモデル事業

３～５
年度

津谷中学校

3
みやぎ「行きたく
なる学校づくり」
推進事業

３～４
年度

条南中学校
九条小学校

気仙沼中学校
気仙沼小学校

4
市町村教育委員会
との連携による学
校サポート事業

４年度
歌津中学校

伊里前小学校
名足小学校

5
学び支援教室充実
事業

４年度

九条小学校
面瀬中学校

志津川中学校

6
地域連携型学校防
災体制等構築推進
事業

３～４
年度

大谷小学校

県
金
融
広
報
委

7 金銭教育研究校
４～５
年度

大谷幼稚園

県
環
境
生
活
部

8 愛鳥モデル推進校
４～５
年度

入谷小学校

県
教
育
委
員
会

〇園内研究テーマ「人との関わりを楽しむ幼児を目指して」
　～地域での体験活動を生かした金銭教育を通して～
　本研究で目指す幼児の姿と「地域での体験活動を生かした金銭教育の学びの過程
のイメージ図」を明確にし，研究に取り組んでいる。
〇令和４年10月20日(木)　指導主事学校訪問
　市幼児教育アドバイザー，コーディネーター訪問
　市内幼児教育・保育施設職員参観

　各種の保護活動を通して，野生生物保護意識の啓発を図っている。
〇令和４年５月　　  記念樹植樹，愛鳥週間ポスター作成
〇令和４年10月  　  野鳥に関する学習会
〇令和４年11月　　  木工クラフト，コースターづくり
〇令和５年１月以降　野鳥観察会

  不登校支援として，不登校の状態から学校復帰を希望する児童生徒や教室で過ご
すことに困難を抱える児童生徒の居場所を校内に作り，学習指導と自立支援を図る
学び支援教室を設置することで，組織的・効果的に不登校等児童生徒を支援する。
〇研修会　　　・全８回（うち２回オンライン開催）
〇連絡協議会　・第１回　令和４年５月13日（金）
　　　　　　　・第２回　令和４年９月30日（金）
　　　　　　　・第３回　令和５年１月20日（金）

２　令和４年度　研究指定校等　実施状況

取組状況

〇学習状況改善検討委員会（学力向上推進委員会）年間４回の開催による学力向上
推進体制の確立
〇年２回の標準学力調査結果を踏まえた「学力向上マネジメントシート」の活用に
よる継続的な授業改善と「ワンランクアップシート」による児童生徒個々の変容の
把握と学び直しの実施
〇全国学力・学習状況調査の自校採点，結果分析による授業改善
〇学力向上マネジメントアドバイザーと市教委指導主事等による指定校訪問
（全小中学校年間５回程度）
〇市内一斉研修日を活用した中学校区ごとの課題分析，授業研究等の研修，学びの
連続性を重視した小中連携
〇思考力の育成を目指した単元計画の作成と探究的な学び，協働的な学びによる自
律的な学びの創造
〇児童生徒質問紙調査，教員実感調査による児童生徒の非認知能力の変容把握
〇タブレットドリル等の活用による自律的・自発的な学習の促進

　宮城県総合教育センターと連携し，学力向上対策の実践について継続的な指導助
言により学力向上を図っている。
〇令和４年６月15日（水）　南三陸町立名足小学校
　研究授業及びミニ研修会「国語科における単元構想について」
〇令和４年９月21日（水）南三陸町立伊里前小学校
　研究授業及びミニ研修会「国語科における言語活動について」
〇令和４年11月10日（木）南三陸町立歌津中学校
　研究授業及びミニ研修会「令和４年度公立高等学校入学者選抜学力検
　査の活用について」
〇令和５年１月24日（火）学力向上研修会
　連サポ実施校による実践発表
　講義・演習「全国学力・学習状況調査の活用と対策」

　大学等専門機関の助言等を基に，地域や関係機関等と連携した防災マ
ニュアルの見直しや避難訓練等を実施し，地域ぐるみの新しい学校防
災体制等の構築に向けて取り組んでいる。
〇令和４年４月26日（木）幼・小・中・公防災主任・防災担当打合せ
〇令和４年５月６日（金）第１回大谷地区幼・小・中・公防災連携協議会
〇令和４年６月６日（月）大谷地区幼・小・中・公合同避難訓練
〇令和４年７月20日（木）大谷地区防災だより（第１号）発行
〇令和４年11月24日（木）第２回大谷地区幼・小・中・公防災連携協議会
〇令和５年３月10日（金）大谷地区防災だより（第２号）発行

　日常的なＩＣＴ活用を土台として，個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充
実を図ることで，主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に取り組んで
いる。
〇大学との連携による授業研究等（東北学院大学　教授　稲垣忠氏）
〇令和５年１月18日（水）中間公開研究会
  研究主題：自ら学び，考え，表現できる生徒の育成
　副　　題：「個別最適な学び」と「協働的な学び」のある授業づくりを通して
　公開授業：英語科・美術科
　講　　演：演題「個別最適化された学びに向けたICTの役割」
　講　　師：東北学院大学　教授　稲垣　忠　氏

　児童生徒の実態や課題を踏まえ，課題克服のための目標を設定し，あらゆる教育
活動で「居場所づくり」と「絆づくり」に取り組むとともに，その成果の普及を図
る。
〇みやぎ「行きたくなる学校づくり」推進事業連絡会
　・第１回：令和４年５月19日（木）
　・第２回：令和４年10月19日（水）
〇推進事業拠点校訪問
　・令和４年11月10日（木）　気仙沼市立条南中学校



№ 幼稚園名 研究主題及び副題

1 唐　桑
　人との関わりを楽しむ幼児をめざして（２／２年次）
  ～豊かな自然や身近な人とのふれ合いを通して～

2 松　圃
　人との関わりを楽しむ幼児をめざして（２／２年次）
  ～思いがつながり合う遊びや体験活動の場面から～

3 津　谷
　人との関わりを楽しむ幼児をめざして（２／２年次）
  ～身近な自然に親しむ活動を通して～

4 小　泉
　人との関わりを楽しむ幼児をめざして（２／２年次）
  ～幼児の思いと遊びのつながりを通して～

5 大　谷
　人との関わりを楽しむ幼児をめざして（２／２年次）
  ～地域での体験活動を生かした金銭教育を通して～

№ 学校名 研究主題及び副題

1 気仙沼
　自分で考え主体的に行動する児童の育成（１／２年次）
  ～リーダー・イン・ミーのプログラムを取り入れた特別活動等の実践を通して～

2 九　条
　考えを共有しながら主体的に学び続ける児童の育成（１／３年次）
  ～授業ＵＤによる授業改善を通して～

3 鹿　折
　「問い」をもち，主体的に学ぶ児童の育成（３／５年次）
　～海と生きる探究活動・生活科を中心とした横断的・探究的な学びの充実を通して～

4 松　岩
　自ら問いをもち，学びに向かう力を高める児童の育成（３／３年次）
　～価値の行動化を図り，学びを社会に生かそうとする授業づくりを通して～

5 新　城
　思いや考えを，分かりやすく伝え合い，共に学ぶ児童の育成（１／３年次）
　～どの子にも分かる・できる算数科の授業づくりを通して～

6 月　立
　互いに学び合い，よりよい解決を目指す算数科の授業づくり（１／３年次）
　～複式学級における算数科の指導の工夫を通して～

7 階　上
　自分の考えをもち，進んで学ぶ児童の育成（１／２年次）
　～「できた」「分かった」を実感することができる算数科の授業づくりを通して～

8 大　島
　学ぶ楽しさ，分かる喜びを実感できる児童の育成（２／３年次）
　～算数科における個別最適な授業づくりを通して～

9 面　瀬
　自分の考えをもち，行動する子供の育成（５／６年次）
～生活科・総合的な学習の時間における子供の興味関心を生かした授業づくりを通して～

10 唐　桑
　自ら課題を見いだし，
　　　　　　　　身に付けた知識を活用して解決しようとする児童の育成（２／５年次）
　～海と生きる探究活動における探究的な学びの充実を通して～

11 中　井
　自ら考える児童の育成（２／３年次）
　～算数科における学習場面に応じたＩＣＴを活用した授業づくりを通して～

12 津　谷
　確かな読みの力を身に付けた児童の育成（３／３年次）
　～主体的・対話的に文学的文章を読み取る授業実践を通して～

13 小　泉
　自分の思いや考えを適切に表現する児童の育成（２／２年次）
　～国語科「書くこと」の指導を通して～

14 大　谷
　主体的に判断し，行動できる児童の育成（２／２年次）
　～地域の災害特性に対応した防災教育の工夫を通して～

〈幼稚園〉

〈小学校〉

　　校(園)内研究 研究主題Ⅴ



学校名 研究主題及び副題

15 志津川
　自ら考え，共に高め合う児童の育成（１／３年次）
　～自他との対話の中で考えを深める道徳科の授業の工夫を通して～

16 戸　倉
　自分の思いをもち，伝え合え事のできる表現力の育成（１／２年次）
　～国語科の授業づくりの工夫を通して～

17 入　谷
　学ぶことの楽しさを実感し，自信を高めることができる児童の育成（１／２年次）
　～算数科におけるユニバーサルデザインの視点に基づいた授業づくりを通して～

18 伊里前
　関わり合いながら学び，考えを深める児童の育成（１／３年次）
　～対話的な活動を取り入れた「読むこと」の授業改善～

19 名　足
　主体的にかかわり，対話から学び合う児童の育成（３／３年次）
～国語科における「読むこと」の授業づくりの工夫を通して～

№ 学校名 研究主題・副題

1 気仙沼
　主体的に学び，表現できる生徒の育成（３／３年次）
　～学び合いのある授業づくりを通して～

2 鹿　折
　主体的に学び，確かな学力を身に付けた生徒の育成（１／３年次）
　～ＩＣＴを活用した分かる授業の実践を通して～

3 松　岩
　考える習慣をもち探究的に学ぶ生徒の育成（３／３年次）
　～ＥＳＤカレンダーや視点表を活用した協働的な授業づくりの工夫を通して～

4 階　上
　自ら考え，豊かに表現し，学びを深める生徒の育成（３／３年次）
　～「気仙沼スタンダード」を活用した授業づくりを通して～

5 条　南
　たのしく「行きたくなる学校づくり」を実現する授業の創造（２／２年次）
　～主体性を育む学習活動の展開を通して～

6 面　瀬
　「進んで，学び，考え，表現する生徒の育成」（１／３年次）
　～言語活動の充実を目指した指導過程の工夫を通して～

7 新　月
　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善（２／３年次）
　～場の設定の工夫を通して～

8 唐　桑
　「分かる授業」を目指した学習指導のあり方（３／３年次）
　～生徒が目的を持って学び合い，達成感を得る指導の工夫を通して～

9 津　谷
　自ら学び，考え，表現できる生徒の育成（２／３年次）
　～「個別最適な学び」と「協働的な学び」のある授業づくりを通して～

10 大　谷
　主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善（１／３年次）
　～学習課題の提示の工夫と説明し合う活動の充実を通して～

11 志津川
　自ら学び考え表現する生徒の育成（３／３年次）
　～生徒が学びを実感できる学習活動の工夫を通して～

12 歌　津
　課題の解決に向けて，自分で考え，取り組むことができる生徒の育成（２／３年次）
　～授業でねらいを達成した生徒の姿を明確にした授業づくりを通して～

〈中学校〉


