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【中学校】令和４年度学校の特色

番号 学校名 研究主題，特色ある実践等 主な体験活動
学
級
数

生
徒
数

TEL/FAX 指定・公開日等

1

白石市立
白石中学
校

【研究主題】
「生涯にわたって能動的に学び続ける生徒の育成」～主体的な学びに重
点をおいた授業改善を通して～
【特色ある実践等】
○学力向上を目指した幼小中連携による授業改善
○一人一台タブレットを活用した授業やオンライン授業，長期欠席者の
ためのリモート授業
○p4cの考え方（探究の対話を通して良い学級づくりと思考力の育成を
図る活動）
○地域の安全・安心を守り，規範意識を育てるPSC活動の推進
○PSC活動の一環として，毎月10日に「いじめゼロの日」を設定し，いじ
め未然防止活動を行っている
○姉妹校札幌市立白石中学校との交流

【⑨・2学年】白石の伝統産業にかかわる体
験活動の実施。伝統産業を職業とする人た
ちから働く意義等」を学び自分の将来を考え
る学習へとつなげる。さらに，12月の「立志
式」で一人一人の志を発表する。

17 360 TEL 0224-25-3363
FAX 0224-25-3386

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

2

白石市立
福岡中学
校

【研究主題】
「自ら課題を見つけ，深い学びに向かう生徒の育成」～学習の基盤とな
る資質・能力を高める授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○AIドリルを活用した放課後学びタイム（通年放課後10分間の帯活動）
○学力・心と体・夢と志の3分野からなる小中連携（9年間を見通した学
び）
○タブレットPCを活用した学習支援
○小・中・高・支援学校との連携による志教育

【①・1学年】野外活動
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・2学年】立志式
【⑩・全学年】地域安全生徒会（地域防災）
【⑩・全学年】志教育
（部活動交流（中・高），立志式への参加
（小・中・高），紙すきによる封筒づくり（中・
高・支援）〉

3 87 TEL 0224-25-3357
FAX 0224-25-3508

3

白石市立
福岡中学
校公立刈
田綜合病
院分校

【研究主題】
「病気の理解と生活管理能力の育成」～自立活動を通して～
【特色ある実践等】
○入院生活に変化と楽しい学校生活の喜びを与えるため，病種や症状
に応じて治療に協力していく教育体制の実施。

【⑩・全学年】志教育等を通して，入院中で
も中学生としての意識を持たせることと，外
部との関わりを絶やさないようにしている。

0 0 TEL 0224-25-3357
FAX 0224-25-3508

4

白石市立
小原中学
校

【研究主題】
「豊かにかかわり，自ら深く考える児童生徒の育成」～少人数指導にお
ける対話的な活動の充実を通して～
【特色ある実践等】
○小規模特認校制度による学区外から生徒の積極的受け入れ
○9年間を見通した小中一貫教育の実践（中学校教員による小学校教科
担任制授業，小5～中1合同の総合的な学習の時間等）
○地域素材および地域人材の活用（和紙づくり・弓道体験）【小原科】
○探究の対話（p4c）の手法を用いた全校学級活動での豊かな人間性と
表現力の育成
○コミュニティスクールの推進（「地区民体育祭」「地区民文化祭」」）

【②・全学年】スパッシュランドパーク清掃
【②・全学年】スパッシュランドパーク「フラ
ワーアート」
【②・全学年】検断屋敷・材木岩公園清掃
【⑤・全学年】保健体育科「弓道」の授業
【⑤・全学年】和太鼓演奏
【⑨・2学年】職場体験学習（市内各事業所）
【⑩・2学年】白石和紙づくり

3 15 TEL 0224-29-2027
FAX 0224-29-2057

5

白石市立
東中学校

【研究主題】
「生徒の学習プロセスに寄り添った学習支援の在り方」～「わかる」と「で
きる」を行き来する学習を取り入れた授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○学習の目的を明確にした授業改善
○タブレットＰＣを活用した学習支援
○関係諸機関と連携した教育相談活動の充実
○個別のアセスメントによる不登校支援
○地域人材を生かした体験活動や講話の実施
○地域の各種団体やPTAと連携した教育活動の展開
○中学校区4小学校との交流研修会や相互授業等の活性化
〇週に一度の「自分づくりの日」設定

【⑩・1学年】白石調べ
【⑩・1学年】孫の手づくり
【⑨・1，2学年】職業学習講座
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2学年】立志式
【⑨・2学年】ハンディキャップ体験講座
【⑩・3学年】東京自主研修
【⑩・3学年】着物着付け体験
【②・全学年】サンキューロード清掃活動
【②・全学年】通学路清掃

9 327 TEL 0224-25-5575
FAX 0224-25-5623

R3～　国指定
地域部活動推進事業
拠点校

R4～R5　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

6

角田市立
角田中学
校

【研究主題】
「基礎的・基本的な内容を身に付け，進んで学びに向かう生徒の育成」
～できる喜びを実感できる授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○全国学力・学習状況調査及び角田市学力・学習状況調査の結果分析
を基にした学習指導の改善と実施
○地域の教育力を活用した家庭科等における地域連携授業の実施

【①・1学年】自然体験活動
【③・2学年】福祉体験活動
【④・3学年】保育体験活動
【⑨・2学年】職場体験活動

19 555 TEL 0224-63-1141
FAX 0224-63-0354

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

7

角田市立
北角田中
学校

【研究主題】
「主体的に学びに向かう生徒の育成」～ユニバーサルデザインを取り入
れた指導の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○全学級の数学と英語の全時間TTによる指導，ICTを活用した授業実
践
○基礎学力の定着を目的としたスキルアップタイムの実施
○阿武隈リバーサイドマラソン大会の準備・片付け等の取組による地域
貢
　 献活動
○志教育の一環として実施する意見発表会
○学区内小学校への出前授業，高校からの出前授業，情報交換の実施

【①・1学年】蔵王宿泊研修での焼杉体験，
蔵王古道散策
【②・1学年】地域貢献活動，角田市総合体
育館周辺の清掃活動・会場準備
【⑨・2学年】外部講師によるマナー講座，職
場体験学習（市内各事業所）
【⑩・2学年】防災体験研修
【⑩・全学年】意見発表会（全校道徳）

9 214 TEL 0224-68-2323
FAX 0224-68-3384

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R3～R5　県指定
共に学ぶ教育推進モ
デル事業

8

蔵王町立
円田中学
校

【研究主題】
「『わかる・できる』を実感させ，主体的に学びに向かう生徒の育成」～教
材教具・ＩＣＴ機器の効果的な活用を通して～
【特色ある実践等】
〇「学力向上に向けた5つの提言に基づいた授業づくり
〇「学習目標」「見通し」「振り返りの場を設定し，「わかる・できる」を実感
できる授業の組み立て
〇学習効果を高めるための教材教具・ＩＣＴ機器を活用した授業実践
〇教員全員が研究授業を行い，分科会ごとに全職員で検討会を行う。
〇帰りの会の前に「リピートタイム」を設定し，学年ごとに共通課題に継
続的に取り組ませ，基礎的・基本的な知識の定着を図る。

【①・1学年】蔵王を知る研修
【①・1学年】スキー教室
【⑩・2学年】震災学習
【⑨・2学年】職場体験学習
【①・2学年】樹氷めぐり
【⑩・1，2学年】マナー講座
【⑩・3学年】修学旅行（蔵王町のＰＲ活動を
含む）
【④・3学年】保育体験学習
【⑩・全学年】蔵王高校の出前体験授業

5 115 TEL 0224-33-2028
FAX 0224-22-7016
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9

蔵王町立
宮中学校

【研究主題】
「主体的に学びに向かう生徒の育成」～導入・展開・終結における指導
の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○グループ部会による協働での授業づくりと一人１回の授業研究
○Q－Uによる生徒の実態把握及び生徒支援
○学年部を軸とした３つの授業
○生徒によるテストの自己採点・自己分析と，教員によるテスト結果の分
析・授業改善
○学習支援員による，授業中や放課後の学習支援
○生徒指導打合せ(週１回)と心のケアコーディネーター，学び支援教室
コーディネーターを招いた会議(月１回)を実施

【①・1学年】蔵王登山，スキー教室
【①・2学年】樹氷見学
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2学年】キャリアアップセミナー
【⑩・2学年】ＪＯＣオリンピック教室
【⑩・3学年】修学旅行での蔵王PR活動
【⑩・3学年】蔵王高校の出前体験授業

5 109 TEL 0224-32-2304
FAX 0224-22-8022

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

10

蔵王町立
遠刈田中
学校

【研究主題】
「主体的に学ぶ姿勢を育み，自ら学びを深めようとする生徒の育成」～単
元内における学ぶ意味・意義を実感できる学習過程の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○研究の視点を意識した教科の授業づくりの実践
○学力向上に向けた学習習慣の確立（学習の手引きの活用，朝読書，ミ
ニ学習会，家庭学習ノートの実践）
○望ましい学習集団の形成（学習意識調査，学校環境適調査等の活
用）
○全生徒が集会で自分の考えや思いを発表する「心の集会」の実施
○地域ボランティアを活用した協働学習活動の実施

【①・全学年】松島野外活動（2年）・スキー
教室（1年），樹氷めぐり（2年），蔵王登山（3
年）
【②・全学年】PSC活動，地域清掃
【⑤・全学年】和太鼓学習
【⑦⑧・2学年】マナー講座
【⑧・3学年】修学旅行ふるさとPR活動
【⑨・2学年】自衛隊体験，職場体験学習
【⑩・1，3学年】被災地訪問学習

5 47 TEL 0224-34-2203
FAX 0224-35-3139

11

七ヶ宿町立
七ヶ宿中学
校

【研究主題】
「生きて働く知識・五能の定着を図る学習指導の在り方」～既習内容の
活用を重視した学習指導と学習支援の充実を通して～
【特色ある実践等】
〇町の補助を受けて英検，漢検の受験に向けた生徒全員による朝の活
動の推進
〇放課後の３０分間の活動「七中タイム」（全校集会，防災学習など学習
集会，個別学習の学級の時間，合同トレーニングなど）の実施
〇地域の人材を生かした部活動見守りボランティア及び部活動指導ボラ
ンティアを募集し，自主的・自発的な部活動を推進
〇地域の良さや地域人材を生かした学習（地域行事スタッフへの参加，
職場体験学習，生産者訪問，スキー教室など）を実践
〇朝読書や読書通帳への記録，町のブックカフェ（こ・らっしぇ）との連携
を通して読解力の向上を図る

【⑨・1，2学年】職場体験学習（町内）
【①②⑥⑩・2学年】南三陸校外学習
【⑧⑨・3学年】修学旅行（東京方面）
【③・3学年】福祉体験学習
【④・3学年】保育実習
【②⑧全学年】地域行事スタッフへの参加
【①・全学年】スキー教室・スキー大会

5 28 TEL 0224-37-2360
FAX 0224-37-2387

12

大河原町
立
大河原中
学校

【研究主題】
「自分の考えを表現できる生徒の育成」～言語活動の充実を通して～
【特色ある実践等】
・志教育の推進　伝統の「立志式」や「志集会」　・少人数指導によるきめ
細かい学習指導　・ＵＤの視点やＩＣＴ活用による深い学びを実現する授
業づくり　・ボランティア部や中学生防災ボランティア団体ＭＡＳの活動　・
小中合同避難訓練やマイタイムライン・防災マップの作成など防災教育
の一層の推進　・学び支援教室の効果的運用と毎週定例の教育相談部
会の活動などスモールステップによる個別最適な学びの実現

【①⑩・1学年】南蔵王野営場で，野外散策
などの自然体験活動を行う。
【⑨・2学年】勤労の意義を実感し，将来に向
けた志を高めるために，各種職場で職業体
験活動を行う。
【⑩・全学年】全校の参加希望生徒を対象に
災害時の避難所開設体験活動など，防災
学習を行う。

23 631 TEL 0224-52-3501
FAX 0224-52-3502

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

13

大河原町
立
金ケ瀬中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，考えを広げ，深め合える授業の在り方」～深い学びの
姿を想定した授業を通して～
【特色ある実践等】
○震災遺構中浜小学校見学（１学年）を始めとする実効性を重視した防
災教育。
○PTA研修とタイアップした志教育。
○LGBT理解教育などSDGｓを意識した取組。
○みやぎ教育旅行等コーディネート支援センターと連携した総合的な学
習の時間の取組（１年生）。
○スクールロイヤーによる「いじめ予防教室」（生徒対象）の開催。

【④・3学年】「子育て理解講座」，金ケ瀬カト
リック保育園での「保育実習」
【⑨・2学年】「職場体験学習」
【⑩・1学年】「川崎町での校外学習」
【⑩・2学年】「上海の学校との交流」

6 112 TEL 0224-53-1369
FAX 0224-51-1076

14

村田町立
村田第一
中学校

【研究主題】
「主体性を持って学び続ける生徒の育成」～協同的・探求的な活動を通
して～
【特色ある実践等】
〇村田町布袋まつりへの全校参加・・・縦割り活動による文化芸能継承
を行う。
〇「モーニングスマイル運動」・・・生徒会活動としての挨拶運動を毎朝実
践する。
〇村田小学校との連携・・・互いの学校の授業を参観し，情報交換を行っ
たり，中学校の教員が小学校に出向き授業をする。
〇和太鼓演奏・・・有志生徒が「チーム一中」として和太鼓活動を行う。

【①・1学年】松島自然の家での野外活動
【②・全学年】布袋まつりの参加による地域
の文化芸能体験
【②・全学年】庭木剪定講習会でのボラン
ティア活動

9 186 TEL 0224-83-2104
FAX 0224-83-5865

R3～R4　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

15

村田町立
村田第二
中学校

【研究主題】
「学ぶ意欲を高め，確かな学力を育む指導の工夫」～主体的に学ぶ授業
づくりの実践を通して～
【特色ある実践等】
〇「二中学習サイクル」 　「コツコツtime」，曜日ごとに５教科が課す「基礎
課題」，自主的な学習を促す「発展課題」（マスターノート）に取り組ませ，
また，これらを授業に連動させることで，基礎学力の向上，補充・発展学
習の充実，学習習慣定着を目指している。さらに，この「二中学習サイク
ル」，毎日英数のミニドリルを行う「コツコツtime」を通して，主体的に学ぶ
姿勢を育んでいく。
〇地域学校協働活動推進事業「むらたっ子応援団」の支援を受け，「米
づくり」や「紅花栽培・加工」等を実践して，地域とのかかわりも強めてい
る。

【①・1学年】 校外学習（松島自然の家）
【⑩・2学年】 上級学校訪問学習
【②・2学年】立志の集い
【⑥・全学年】 米づくり…田植え・稲刈り
【⑥・2学年】 紅花栽培…種まき・摘花・加工
【⑤・全学年】チャレンジタイム
　　　　　　　…地域伝統の和太鼓の演奏等
【⑨・全学年】たて割りグループで行う２日間
の
　　　　　　　職場体験学習

5 79 TEL 0224-83-2428
FAX 0224-83-5211

R3～R4　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

16

柴田町立
船岡中学
校

【研究主題】
「分かった・できたを実感できる授業づくりを目指して」 ～基礎・基本の定
着と学びの充実を通して～
【特色ある実践等】
○学力向上マネジメント事業を受け，積極的な研究授業を実施。生徒の
基礎・基本の定着と学びの充実を目指した授業づくりを実践している。
○月一回程度の学習相談日を設定し，当日は部活動等を行わず生徒と
教科担当がじっくりと関われるようにしている。
○町教育委員会生涯学習課や仙台大学と連携した地域人材の活用。
○町社会福祉協議会と連携し，生徒のボランティア活動の窓口として「ボ
ランティアセンター」を開設。長期休業中のボランティア活動や部活動に
よる地域の清掃活動を推進する。

【④・3学年】学級ごとの保育実習体験
【①・1学年】自然体験学習（松島自然の家）
【⑨・1学年】キャリアセミナー
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑨・3学年】キャリア学習(修学旅行)
【⑩・全学年】防災学習（防災タイムラインの
作成，町の防災マップを活用した学習，水
の事故防止に向けた授業を実施)

17 463 TEL 0224-55-1162
FAX 0224-55-5444

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R3～
柴田町コミュニティ・
スクール（船岡小との
共同設置）



（様式１）

17

柴田町立
槻木中学
校

【研究主題】
「生徒が『見方・考え方』を働かせる授業改善」～導入における「めあて」
の設定と「発問」の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○生徒が「見方・考え方」を働かせ，「学び」を実感することができるため
の効果的な「めあて」の設定と「発問」の工夫など指導の在り方を各教科
で明らかにするために，視点を明確にした授業実践
○学級づくりと人間関係づくりを目指した生徒会主体の運動会の開催
○合唱発表・部活動体験・出前授業を取り入れた小中連携
○放課後学習室による学習支援
○協働教育地域人材活用によるキャリアセミナー
○地区生徒会を活用した「地域に貢献し隊」の結成

【⑩・1学年】柴田町槻木史跡探訪
【②・1，2学年】地域清掃活動
【⑨・3学年】修学旅行
【⑤・2学年】たざわこ芸術村宿泊体験学習
【⑨・2学年】町内事業所での職場体験活動
【④・3学年】妊婦体験・保育体験

11 292 TEL 0224-56-1331
FAX 0224-56-4267

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4～
柴田町コミュニティ・
スクール（槻木小との
共同設置）

18

柴田町立
船迫中学
校

【研究主題】
「生き生きと学びに向かう生徒の育成」～「主体的な学び」を促す授業実
践を通して～
【特色ある実践等】
○生活記録ノートによる生徒と学級担任の交流
○縦割り活動を取り入れた学校行事（迫中祭・部活動対抗駅伝大会）
○地域学校協働活動
・ラベンダー事業（刈り取り，スティック作り）
・地域貢献活動（竹ぼうき作り・地域清掃）
・キャリア教育（キャリアセミナー，職場体験学習）
・仙南地域小中学生キャリア教育推進事業（花の寄せ植え体験）

【②・2学年】地域清掃（地域貢献活動）
【④・3学年】妊婦体験・保育学習
【⑥・2学年】竹ぼうき作り
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・1学年】防災学習
【⑩・1，2学年】キャリアセミナー
【⑩・2学年】ハイスクールセミナー
【⑩・全学年】ラベンダー事業
【⑩・環境委員会】花の寄せ植え体験

9 206 TEL 0224-54-1225
FAX 0224-54-1226

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R2～
柴田町コミュニティ・
スクール設置（船迫
小との共同設置）

19

川崎町立
川崎中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，生きて働く知識・技能を身に付けた生徒の育成」～活用
の場面の工夫と振り返りを大切にした学習指導を通して～
【特色ある実践等】＜カワリンピック＞
○縦割活動（赤・白組）で，伝統の「川中ソーラン」演舞及び四種の競技
で勝敗を競う。上級生が下級生の指導を行い，躍動感溢れる伝統の演
舞を伝える責任感や愛校心，連帯感が醸成される。生徒たちにとって，
達成感や満足感，一体感を味わうことができる行事である。

【②・3学年】町最大のイベント「レイクサイド
マラソン」に向けて，事前準備や当日の受付
係などのボランティア体験をすることで，地
域の一員としての意識を高める。
【⑨・2学年】町内事業所の協力を得ながら，
普段の学校生活では学べない職場体験を
することで，職業観の確立を目指す。
【⑩・1学年】防災学習として，震災遺構中浜
小学校・山元町防災センターを見学し，普段
からの防災意識を高める体験をすることで，
自助・共助・公助の精神を養う。

9 138 TEL 0224-84-2029
FAX 0224-85-1695

20

川崎町立
富岡中学
校

【研究主題】
「主体的に学びに向かう生徒の育成」～自己調整学習のサイクルを活用
した指導の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○主体的に学びに向かう生徒の育成のために朝読書・放課後学習会・
学習相談を設定している。
○心身の調和のとれたたくましい人間を育成するために，農業体験活動
や地域との交流活動，月例マラソンを行っている。
○防災教育として震災遺構旧中浜小学校・山元町防災拠点・山下地域
交流センターを訪問する防災学習，年5回の防災朝会や幼稚園との合同
避難訓練，救急救命講習会を行っている。

【②・全学年】県土木事務所のスマイルロー
ド事業と連携し，通学路の清掃活動を委員
会を中心に年一回行っている。
【⑩・全学年】日頃，お世話になった地域の
方々に感謝の意を込め，校地の道路を挟ん
で向かい側にある新すずらんヶ丘から採取
したすずらんとメッセージカードを配付する
「すずらん活動」を行っている。
【⑩・全学年】地域に伝わる「支倉豊年踊り」
の指導を受け，文化祭で発表している。

3 33 TEL 0224-86-2007
FAX 0224-82-8922

21

丸森町立
丸森中学
校

【研究主題】
「学ぶことに興味・関心を持ち，主体的に学習に取り組む生徒の育成」～
個に応じた指導の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○小中の連携で作成した「丸森スタンダード」を活用した授業づくり
○志教育の一環として，町内2つの小学校，伊具高校と連携し，各地域
での「あいさつ運動」，地域を花で飾る「花いっぱい運動」等の実施
○いじめの未然防止の活動としては，道徳の授業や学級活動以外にも，
人間関係づくりを目指した生徒主体のリレー大会を実施している。

【⑩・1学年】職場訪問（町内の事業所）
【➉・1学年】ふるさと研修（町内の史跡等）
【⑩・2学年】模擬議会
【⑩・2学年】立志の集い
【⑩・3学年】修学旅行における自主研修
【➉・全学年】防災教育講演会

12 276 TEL 0224-72-2145
FAX 0224-72-1516

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

22

塩竈市立
第一中学
校

【研究主題】
「できる・分かる喜びを味わえる授業づくり」～一人一人のより確かな学
びの成立を目指して～
【特色ある実践等】
○小中で教員が相互に行き来する「ワンデイ研修」や児童と生徒が交流
を深める「中学生に聞く会」，「部活動見学会」等の小中連携教育を推進
○「学び合い」を取り入れた「学びの共同体」による授業実践
○地域の人材と連携して塩竈の文化を継承
○学校運営協議会を年4回開催し，地域に開かれた学校づくりを推進

【⑤・1学年】「うしおの光学習」地域からゲス
トティーチャーを招き講座を実施
【⑨・2学年】「職場体験学習」
【⑨・2学年】「職業人に話を聞く会」
【③・3学年】「高齢者施設訪問」

14 319 TEL 022-362-1321
FAX 022-362-1811

23

塩竈市立
第二中学
校

【研究主題】
「主体的に学びに向かう生徒の育成」～学びの共同体による授業づくり
と振り返りの設定を通して～
【特色ある実践等】
○進路・生き方を考える系統的な体験活動（農業体験，立志発表等）
○豊かな心を育てる全校合唱
○地域との関わりを大切にした行事の取組。（地域の祭り）
○学校の伝統を引き継ぐ縦割り活動。（体育祭：縦割り応援）
○リズムダンスや「特技披露」の設定による共感的な集団づくり
○級友のよさを認める活動「今日のナイストライ」

【⑥・2学年】「自然体験学習」田植え体験・
水産業体験
【⑩・1学年】「塩竈地域学習」鹽竈神社の歴
史や郷土の講話を聞き，訪問して調査活動
を実施
【⑩・3学年】「進路学習会」外部講師から学
ぶ進路学習の講演会
【⑩・3学年】「思春期保健授業」
【⑩・全学年】「地域の防災戦力となる生徒
を育成するための防災学習」

12 340 TEL 022-362-1431
FAX 022-365-3430

日本赤十字社宮城県
支部青少年赤十字研
究協力校
R4.11.4 実践発表

24

塩竈市立
第三中学
校

【研究主題】
「互いに学び合い，自ら探究しようとする生徒の育成」～課題解決の手立
ての工夫を通して
【特色ある実践等】
○しおがま「学びの共同体」による授業づくり
○みやぎの志教育の推進（3年間の見通しを持った探究活動）
○全校体育による健やかな体の育成（全生徒による10分間走）
○多様なニーズに応じたきめ細かな指導（学び支援教室及び通級指導
教室）
○地域行事への協力（みなと祭りパレード参加，郷土芸能部の「塩竈神
楽」）

【⑩・1学年】地域学習を通して，塩竈の歴史
と産業について調査し，近隣地域と比較す
る。
【⑨・2学年】職場体験学習を通して，望まし
い職業観や将来への志を育てる。
【④・3学年】思春期保健事業を通して，生命
の尊重や親の愛情について考える。

8 180 TEL 022-362-0969
FAX 022-366-1551

R4　県指定
志教育支援事業

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業



（様式１）

25

塩竈市立
玉川中学
校

【研究主題】
「自ら学び，互いに学び合う生徒の育成」～ジャンプ課題と聴き合う場の
設定を通して～
【特色ある実践等】
○「玉中アゲハ」…自ら率先して「あいさつ」，靴のかかとと靴入れ（げた
箱）の端をあわせる，ハートフルタイム（朝読書）を基盤とした生活習慣の
確立
○玉川小，月見ヶ丘小との小中連携活動
○「しおがま学びの共同体」による授業
○ひまわりの絆プロジェクト…豊かな心を育む生徒会活動
○ひろとも運動…地域の事業所と連携して行う通学路の清掃活動

【④・3学年】「赤ちゃんふれあい体験」：市保
健センターと連携して実施。今年度は産婦
人科医の講演会や助産師等の授業を実施
【⑨・2学年】「職場体験」：学校運営協議会
の支援も受けながら実施。
【⑩・2学年】「仙台自主研修」：ふるさと学習
を発展させ，修学旅行にもつなげる学習
【⑩・1学年】「塩竈再発見」：フィールド学習
を行い，ふるさとのよさを見付け，郷土愛を
深める学習

12 329 TEL 022-362-1631
FAX 022-367-4729

26

塩竈市立
浦戸中学
校

【研究主題】
「自ら考え，共に学ぶ児童生徒の育成」～小規模校におけるしおがま「学
びの共同体」の視点を取り入れた授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○平成27年度より小中併設校となった。独自の教科「浦戸探究科」を中
心として，小中9年間を見通した一貫教育を展開している。恵まれた自然
環境を生かした活動を多く取り入れ，ふるさとを愛する心や丁寧な礼儀
作法の指導を行い，相手を思いやる心を育てている。また，小中で教員
が相互に乗り入れ授業を行ったり，児童生徒が特別活動等で協働・交流
するなど小中一貫教育を推進している。

【①⑤⑥・全学年】
①カヌー体験など浦戸の環境を生かした活
動
⑤生徒全員が役者となり，全員で演劇を完
成させる創作演劇活動（ACT）
⑥浦戸諸島の海苔すきや牡蠣むき作業や
アサリ採取体験
【④・3学年】乳幼児との触れ合いについて
の学習
【⑨・2学年】職場体験活動

3 19 TEL 022-369-2008
FAX 022-369-2277

27

名取市立
増田中学
校

【研究主題】
「他者と関わりながら，生き生きと学ぶ生徒の育成」～豊かな学び合いの
実現と，学びの手応えを感じる授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○中学校区で実践している小・中・高の連携を継続し，地域での挨拶運
動を行い，地域に対してさらに積極的に貢献する活動を行っていく。
○毎月，「マナップ」と称してマナーアップを目指した挨拶運動を委員会
や部活動単位で行っている。
○学び支援教室・通級学級の開設による個に応じた自立支援と学習支
援の充実を図る。
○毎月11日を防災学習の日として，全校生徒で防災について学習する。
○全校生徒に「キキマスアンケート」を取り，学習の振り返りを行うことで
次時の学習への改善につながるようにしている。

【①・1学年】花山宿泊研修
【⑩・2学年】県内自主研修
【⑩・3学年】修学旅行において，総合的な学
習の時間の実地研修を体験させ，「自立の
心」を高める。

25 769 TEL 022-384-2329
FAX 022-384-2270

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

28

名取市立
第一中学
校

【研究主題】
「主体的に学びに向かい，活用する力を身に付けさせる生徒の育成」～
学力向上に向けた5つの視点に基づいた授業実践を通して～
【特色ある実践等】
○7月に校内合唱コンクール，9月に文化祭（一中祭），各学年の旅行的
行事，10月には運動会を実施。それぞれの行事は短い準備期間で行う
が，学習や部活動も充実させながら生徒は意欲的に集中して取り組んで
いる。
○毎月11日を防災学習日として，防災学習を継続的に行っている。

【⑩・1学年】震災学習として，閖上地区の見
学と調査を行う。
【⑩・2学年】防災宿泊学習として，釜石市と
気仙沼市の見学と調査を行う。
【⑩・3学年】修学旅行で，職業体験を進路
指導の一環として実施し，働くことや将来の
職業について，深く考える機会としている。

24 716 TEL 022-382-3321
FAX 022-382-3032

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

29

名取市立
第二中学
校

【研究主題】
「自ら課題に取り組み，互いに認め，高め合う生徒の育成」～学習チー
ムの力を高める指導の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○いじめの未然防止に関しては，携帯会社からの副読本を使用し，各学
年発達段階に応じたSNS等の使用方法についての学習を行っている。
○2年生を対象に，5月に大崎市で農家の方と触れ合いながら農業体験
をし，働くことの喜びを味わわせる「農業体験学習」を実施する。
○1年生を対象に，10月に地域の様々な業種の働く人から仕事の種類や
意義について説明を聞き，働くことについての理解を深める「仕事博覧
会」を開催する。
○地域学校協働本部と連携し，地域人材を教育活動に活用している。

【⑩・1学年】5月に松島校外学習を行い，伝
統文化に触れる体験を通して，その地域の
人々の生き方について考えさせる。
【⑥・2学年】5月に大崎市で農家の方の指
導を受けながら田植え体験を行い働くことへ
の理解と喜びを味わわせる。

14 397 TEL 022-384-8401
FAX 022-384-8428

R2～R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

30

名取市立
みどり台中
学校

【研究主題】
「表現する喜びを味わえる生徒の育成」～学び合い活動を生かした授業
づくりをとおして～
【特色ある実践等】※キーワード「発信力」
○iPad活用事業の実施により，ICT機器を活用した授業を推進する。
○毎時間，「学力向上に向けた5つの提言」を意識した指導を展開する。
○授業において，問題を解決する場面で「学び合い活動」を実施する。
○「話す」「聞く」「話し合う」といった言語活動に学年ごとの観点を設定す
　る。
○毎月11日を防災学習の日に設定し，防災学習を継続的に行う。

【⑥・2学年】加美町地域に1泊2日の民泊を
し，農業を中心に自然や文化等について学
び，働く大切さについて理解を深めるもの

16 435 TEL 022-381-2032
FAX 022-386-7887

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　市指定
iPad活用モデル事業
モデル校
R4.11公開予定

31

亘理町立
亘理中学
校

【研究主題】
「課題解決に向けて粘り強く考え，資質・能力を身に付けようとする生徒
の育成」～生徒同士が互いに認め合う協働学習を通して～
【特色ある実践等】
○外部機関とタイアップした体験活動の充実
・志教育：マナーアップキャンペーン
・総合的な学習の時間：キャリアセミナー，地域防災，野外活動体験
・各教科：思春期体験事業，租税教室
○小中連携事業の推進
・「子どもサミット」「出前授業」「いじめ防止フォーラム」

【⑥・1学年】蔵王自然の家を中心として野外
活動し実施。自然への理解を深め，集団生
活による仲間づくりを行う。
【⑨・2学年】2日間，様々な職業人の方を招
き実際の職業に関する講話を聞き，働く意
味と働くことの尊さを学ぶ。
【④・3学年】町生涯学習課と連携した思春
期保健体験事業を実施し，地域の幼稚園に
協力をしていただき，生命の大切さや尊さを
体験を通して学ぶ。

15 426 TEL 0223-34-1400
FAX 0223-33-1033

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R3　 町指定
学校２学期制研究校

32

亘理町立
荒浜中学
校

【研究主題】
「目標に向かって粘り強く学習に取り組む生徒の育成」～「関わり合う」活
動の深化を通して ～
【特色ある実践等】
〇地域と連携した防災教育の推進と地域イベントへの積極的参加
○総合的な学習の時間や学校行事におけるＰＴＡ･地域との連携の強化
・地域の民謡「えんころ節」と校歌をアレンジした演舞『荒中えんころ』の
継承と地域イベントでの披露。
・地域･保護者の協力による，昭和60年から続く「街道を歩く会」の継続実
施。
○生徒会活動でのリサイクル運動（アルミ缶回収）や環境教育（通学路
清掃，海岸清掃），小中合同の挨拶運動の推進。
〇荒浜小学校との連携，小規模特認校としての取組
・小中学校教職員相互の授業参観と情報交換会，乗り入れ授業の実
施，小規模特認校による入学希望者への個別対応。

【①・1学年】宮城県蔵王自然の家での自然
体験活動
【⑨・2学年】町内事業所での職場体験活動
【④・3学年】町生涯学習課との協働教育に
よる思春期講座
【⑩・3学年】修学旅行での興味･関心を重視
した研修
【⑩・全学年】約30㎞を踏破する伝統行事
「街道を歩く会」
【⑩・1，2学年】町生涯学習課との協働教育
による職業人から学ぶ「キャリアセミナー」

5 70 TEL 0223-35-2425
FAX 0223-33-2053

R4　県指定
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業



（様式１）
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亘理町立
吉田中学
校

【研究主題】
「主体的に学習に取り組む生徒の育成」～ICT機器の効果的な活用と充
実した家庭学習の働きかけを通して～
【特色ある実践等】
○「見通しをもたせること」と「振り返り活動」の確実な実践
○地域と連携した防災教育の推進
・災害から生命を守るのに必要な知識と判断力を身に付けるために，段
階的に体験を重視した防災教育を実践する（地域との連携）。
○総合的な学習の時間や学校行事におけるＰＴＡ・地域との融合推進
・地域の特産である「いちご」の栽培やその他の活動を通して，ＰＴＡ，地
域との連携を大切にし，開かれた学校づくりに力を入れる。
○近隣の小学校との連携
・合同での職員研修を通し，教職員が互いに学び合い，連携を図ること
で，9年間を見通した児童生徒の育成に力を入れる。

【⑩・3学年】修学旅行での自己の興味・関
心を踏まえた自主研修
【①・1学年】志津川自然の家での自然体験
活動
【⑥・1学年】ハウスでの「いちご」の栽培活
動
【⑨・1，2学年】キャリアセミナー
【⑨・2学年】職場体験活動
【④・3学年】思春期保健体験事業

5 92 TEL 0223-36-2022
FAX 0223-33-9022

R4 　県指定
市町村教育員会との
連携による学校サ
ポート事業

R4 　町教委指定
コミュニティ・スクール
設置研究校

34

亘理町立
逢隈中学
校

【研究主題】
「よりよく生きるために，学びに向かう生徒の育成」～自ら学び，共に学び
合う学習過程の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○豊かな学びと心を育む教育活動の推進のため，町，地域と協働し，小
中連携を図りながら，「サンフラワープロジェクト」「逢隈地区夏まつり」等
の活動を地域学校協働活動及び志教育の一環に位置付け取り組んでい
る。また，令和3年度から，学校運営協議会を設置し，地域の支援や協
力を受け，教育活動の充実を図っている。
○算数・数学科を核として，小学校への出前授業や協働による指導案づ
くりなど，小中の学びの接続を意識した取組を行っている。

【①・1学年】花山自然の家での自然体験学
習
【⑩・2学年】町生涯学習課と協働で実施す
る職業について考える「キャリアアップセミ
ナー」
【④・3学年】町生涯学習課とと協働で実施
する「思春期体験事業」による保育体験と講
演会
【②・3学年】地域人材を活用し，カンボジア
に絵本を贈る「ボランティア体験」

11 291 TEL 0223-34-1557
FAX 0223-33-1049

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

35

山元町立
山元中学
校

【研究主題】
「基礎・基本を身に付け，自ら考え，判断し，表現する生徒の育成」～互
いの想いや考えを伝え合い。高め合う授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○学力向上を図る学習指導の推進と充実
・山元の中学生　３つの約束」，山元町「学びの基本」を意識した学習活
動を通して，基本的生活習慣および基礎学力の定着
○自己実現に向けた進路指導の徹底
・夢志（ゆめ）の教室の実施，地域人材の活用
○融和と融合を目指した教育活動
・開校2年目として，「融和と融合」を合い言葉に教育活動を展開する。

【①・1学年】学年・学級集団づくりを目的に
花山宿泊学習を5月に実施。
【⑨・2学年】町内の事業所の協力を得て，9
月に職場体験学習を実施（今年度は，職業
調べに変更して実施）
【③・3学年】町の震災遺構を訪問し，防災に
ついて学ぶ活動を実施。

9 237 TEL 0223-37-0032
FAX 0223-37-4330

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業

36

岩沼市立
岩沼中学
校

【研究主題】
　「主体的に学び，豊かに表現する生徒の育成」～生徒の表現力を高め
る授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○年間を通して行う朝読書による感受性や読解力の涵養
○1人1台の端末を活用した学びの充実
○1・3年生数学でのＴＴ方式によるきめ細かい指導
○いわぬま健幸運動を通した基本的な生活習慣の育成
○総合的な学習の時間の実践及びＳＤＧｓについての学習や環境学習
○教員1人1授業の提案と，協働による授業づくり
○学習支援サポーターを活用した学習支援「岩中学び塾」の実施

【①・1学年】松島自然の家宿泊学習　防災
ウォークラリー・野外炊飯
【⑩・2学年】農業体験（田植え）
【⑩・3学年】修学旅行（関東方面）　ＳＤＧｓ
スタディー・ツアー
【⑩・2学年】高校訪問

12 349 TEL 0223-22-2814
FAX 0223-22-2995

37

岩沼市立
岩沼北中
学校

【研究主題】
「考えを深め，豊かに表現する生徒の育成」～「深い学び」を生みだす単
元構想の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○市教委が推進する「まなびiスクール構想」に基づく，１人１台端末を活
用した授業の工夫
○市教委の支援のもとに行う，放課後塾「北中学び塾」の定期的な実施
○学校ブログの活用による開かれた学校づくりの推進
○生徒会執行部を中心とした「いじめ防止ＣＭ」の作成

【①・1学年】松島野外活動
【②・1学年】千年希望の丘奉仕活動
【③・1，2学年】認知症キャラバン
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・3学年】修学旅行
【②・全学年】全校奉仕作業（花苗植栽）

10 221 TEL 0223-22-2874
FAX 0223-22-2997

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

38

岩沼市立
玉浦中学
校

【研究主題】
「基礎的・基本的な知識・技能をもとに，活用できる生徒の育成」～ＩＣＴを
効果的に活用した学習指導の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○基礎・基本の定着を図るためのタブレット端末の積極的な活用
○地域と連携し，地区生徒会を中心とした防災学習の充実
○生徒自身が考え，判断し，命を守るための第1次～第4次避難訓練の
実施
○小中連絡会や授業研究会を通した学区内小学校との連携
○自校給食における食育指導の充実
○保護者や学校評議員による学校評価，授業における地域人材の活用
等
○地域と共にある開かれた学校づくりの推進

【③・1学年】認知症キャラバン
【③・2学年】高齢者・介助体験
【③・3学年】車椅子・介助体験
【⑩・1学年】防災校外学習
【⑩・2学年】職業学習
【⑩・3学年】修学旅行

9 231 TEL 0223-22-2704
FAX 0223-22-2905

39

岩沼市立
岩沼西中
学校

【研究主題】
「確かな学びを実感できる指導の工夫」～振り返りの実践を通して～
【特色ある実践等】
○不登校生徒支援として学び支援教室「ほっとルーム」の運営
○通級指導による学習上や生活上の困難に応じた個別支援
○体験活動を重視した集団・宿泊的行事の充実
○生徒の企画運営による合唱コンクールや体育祭の実施
○志教育小中高連携
○生徒会による挨拶運動といじめ撲滅運動
○朝の読書活動の継続

【①・1学年】　花山宿泊学習
【⑩・2学年】　仙台自主研修
【⑩・3学年】　修学旅行グループ別研修
【⑩・全学年】　アルカス運動（防犯啓蒙活
動）
【⑩・全学年】　小中高連携の挨拶運動

17 507 TEL 0223-24-3155
FAX 0223-24-3156

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

40

松島町立
松島中学
校

【研究主題】
「主体的・対話的で深い学びを実現させる授業づくり」～ICT機器の活用
を通して～
【特色ある実践等】
○教科で電子黒板やタブレットを活用した視覚的で分かりやすい授業実
践
○小中高との連携として「松島まるごと学（課題解決学習，キャリア教
育）」の実践
○文部科学省教育課程特例校「子ども国際観光課（地教委）」のスタート
に合わせ，英語コミュニケーションの実践

【⑩・1学年】防災・減災教育活動（小中連
携）
【⑨・2学年】職業人の話を聞く会，職場体験
学習

11 265 TEL 022-354-3309
FAX 022-353-3474
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多賀城市
立多賀城
中学校

【研究主題】
　「基礎・基本を身に付け，進んで学習に取り組む生徒の育成」～ＩＣＴ機
器の意図的な活用を通して～
【特色ある実践等】
○キャリアセミナー：各学年の実態に応じて，で様々な業種の講師を招
き，生き方や職業観に触れる学習を実践している。
○学級づくりに生かす４月の体育祭：新たな人間関係を構築するための
工夫ある種目を設定し，新年度の学級づくりに生かす。
○いじめの未然防止：日々の活動や行事で，意図的に自他のよさを認め
る振り返りを行っている。

【⑩・3学年】多賀城市花のまちづくり事業と
連携し，国道45号線歩道沿いに，地域ボラ
ンティアの方々と共に，季節の花を植えてい
る。地域の方々や生徒たちの憩いのフラ
ワーロードとして，緑化委員の生徒が維持
管理を行っている。

15 383 TEL 022-365-7411
FAX 022-365-7414

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

42

多賀城市
立第二中
学校

【研究主題】
「課題解決に必要な資質・能力を育む授業づくり」～ＩＣＴの効果的な活用
を通して～
【特色ある実践等】
○総合的な学習の時間での研究や職場体験学習などを通して，3年計
画で「多賀城を知り，多賀城を語れる生徒」の育成。
○全教員で関わって指導する「DAINIノート」を通した家庭学習の定着。
○学び支援教室（別室：サクラルーム）の整備・活用による個別指導の充
実。
○生徒会主体の環境美化活動「クリーンプロジェクト」による教室の学習
環境整備。
○ICT（タブレット・大型液晶モニター等）の授業での通常使用とオンライ
ンでの各種行事(生徒総会・壮行式・太宰府西中学校との交流等)の実
施。

【①・1学年】松島自然の家での自然体験学
習と防災学習を実施。
【⑨・2学年】近隣の事業所などに協力をい
ただき，2日間の職場体験を行う予定。
【⑩・2学年】　仙台自主研修として文化施設
等での取材や体験活動を実施。
【⑩・3学年】函館方面への修学旅行を実
施。

15 424 TEL 022-368-3080
FAX 022-368-3081

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

43

多賀城市
立東豊中
学校

【研究主題】
「自ら学ぶ意欲を持ち，互いに高め合う生徒の育成」～思考を深める指
導場面の設定を通して～
【特色ある実践等】
○隣接する小学校及び地域と連携した志教育の推進【多賀城東翔塾：
志教育地域パートナーシップ教育の推進】
○地域とのかかわりを大切にした防災教育・体験活動の推進【避難訓練
の工夫や引き渡し訓練等の実施】
○体験活動を重視した集団・宿泊的行事の実施
○生徒会による挨拶運動の展開
○上級生から下級生への学校生活及び学習方法等のアドバイス活動

【①・1学年】自然体験学習
【⑥・2学年】遠野市での農業体験学習
【②・全学年】通学路清掃
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・全学年】市総合防災訓練への参加
【⑩・全学年】学年別防災訓練

9 219 TEL 022-362-3416
FAX 022-362-3417

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

44

多賀城市
立高崎中
学校

【研究主題】
「活用する力を身に付けた生徒の育成」～思考力・判断力・表現力を育
む学習活動の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○不登校生徒支援として学び支援教室「ほっとルーム」の開設
○4月に学級づくりと人間関係づくりを目指した生徒会主体の体育祭の
実施
○読解力や語彙力の向上を目指した読書活動の充実
○体験活動を重視した集団・宿泊的行事の充実
○学年ローテーション道徳の実施

【⑩・1学年】　多賀城を知り，多賀城を語れ
る生徒の育成のため，自らの足を運び，地
域の史跡や歴史，産業について学ぶ。
【⑨・2学年】　職場体験で，働くことの価値
や意味を学び，夢と志を育てる機会とする。

18 498 TEL 022-309-3671
FAX 022-309-3673

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

45

七ヶ浜町立
七ヶ浜中学
校

【研究主題】
「生き生きと自ら進んで学習に取り組む生徒の育成」～七ヶ浜グローカル
PROJECTの推進を通して～
【特色ある実践等】
○地域に根ざし，世界を見据えた人材育成を目的とした町の教育活動で
ある「七ヶ浜・グローカルPROJECT」に基づき，「学力の向上」「不登校改
善」「英語を通したコミュニケーション能力の育成」「地域学習」「地域に開
かれた学校」の5つの共通テーマで，町内2中学校と3小学校が共同で実
践を行っている。
【いじめ未然防止の活動】
○心のケア支援員による相談活動

【⑩・1学年】防災体験活動
松島自然の家で防災教育を目的とした体験
活動を行う。
【⑤⑥・2学年】農業芸術体験活動
山形県戸沢村で田植え体験及び羽黒山で
の写生活動を行う。
【⑤・3学年】芸術体験活動
七ヶ浜国際村でプロによるピアノ演奏を聴く
体験を行う。

11 201 TEL 022-357-2843
FAX 022-357-5045

46

七ヶ浜町立
向洋中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，確かな学力を身に付けた生徒の育成」～視覚的な支援
を取り入れた授業実践を通して～
【特色ある実践等】
○「英語コミュニケーション力の育成」と「ＩＣＴ教育の推進」の2つの教育
活動を大きな柱とし，次代を担う生徒の育成を目指し，町内小中5校が連
携して行っている「七ヶ浜・グローカルPROJECT｣に基づき，5つの重点施
策を展開している。
○生徒会執行部が小学校に出向き，朝の挨拶運動を行っている。小学
生からは，中学生の凜々しい姿に憧れる声が聞こえており，中1ギャップ
の解消，そしていじめの未然防止にもつながっている。

【①・1学年】宿泊体験活動
【①・2学年】宿泊体験活動
【⑨・2学年】職場体験活動
【⑩・3学年】修学旅行におけるコース別研修
及びクラス別研修による体験学習

12 266 TEL 022-365-8151
FAX 022-365-3133

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

47

利府町立
利府中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，基礎基本を身に付ける生徒の育成」～各教科等の指導
における情報活用能力の育成を通して～
【特色ある実践等】
○利府町の方針である「町は一つの学校」のもと，中学校区内の学校間
や保護者，地域と連携し，スクールシップ，ブラザーシップ等の活動に取
り組み，「開かれた学校づくり」を目指している。
○スペイン日本人学校とのテレビ会議システムを利用しての交流を通
し，異国文化に触れることで，国際理解についての意識を深めさせる。

【⑩・1学年】仙台研修（仙台市内での文化
財等の見学・体験活動）
【⑩・2学年】校外学習（宮城県内での名所・
史跡の見学・体験活動）
【⑨・2学年】キャリアシップ（利府町内での職
場体験）
【⑩・3学年】修学旅行（函館での自主研修）
【④・3学年】保育体験（利府町内の幼稚園
での保育体験）

20 497 TEL 022-356-2116
FAX 022-356-9976

48

利府町立
しらかし台
中学校

【研究主題】
「主体的・対話的に学ぶ生徒の育成」～ＩＣＴ機器を活用した授業改善を
通して～
【特色ある実践等】
○主体性に考え自ら律し行動する生徒の育成（自主学習，私服登校，校
則なし，生徒会活動の活性化，等）
○人との関わりの中で育む感動，豊かな心，社会性（体育祭，合唱コン
クール，総合的な学習の時間等の行事や学習活動の中に，異年齢集団
の中で学ぶ機会を設定する）
○町ぐるみの健全育成活動（ブラザーシップ，スクールシップ，キャリア
シップ等）

【④・3学年】校内での保育疑似体験を通し，
人との接し方や保育のやりがいを学ぶ。
【⑨・2学年】キャリアシップ（利府町内の事
業所で職場体験活動を行う）
【⑩・3学年】修学旅行の自主研修の中で，
体験活動を行う。

11 296 TEL 022-356-8055
FAX 022-356-9982



（様式１）

49

利府町立
利府西中
学校

【研究主題】
「一人一人の学びを保障し，活力ある学びの場の創造」～生徒の変容を
見取り「学びに向かう力」を育む指導と評価の在り方～
【特色ある実践等】
○「学び合い」「つなぐ学び」を実現するための全教員による授業研究の
実施
○小中連携による交流事業，情報交換，交互の授業参観の実施（スクー
ルシップ・ブラザーシップ）
○地域を生かした体験活動の実施（キャリアシップ）
○西中ギャラリーや梨の栽培を通した情操教育の実施（コミュニティシッ
プ）

【⑥・1学年】梨農家との交流による栽培体
験
【⑩・1学年】ふるさとの歴史や文化に対して
理解を深めるフィールドワーク「利府探検学
習」
【⑩・2学年】仙台の文化・科学等の体験・見
聞活動「仙台自主研修」
【⑨・2学年】地域産業との協働による職場
体験学習「キャリアシッフﾟ」
【⑩・3学年】自主的・主体的に自己のテーマ
を追求する「修学旅行自主研修」

13 336 TEL 022-767-8080
FAX 022-767-0488

50

大和町立
大和中学
校

【研究主題】
「主体的に学習に取り組む生徒の育成」～学ぶ楽しさ・分かる喜びを実
感できる授業づくりをとおして～
【特色ある実践等】
〇アルカス活動（部活動毎に実施する地域美化作業）
〇地域協働教育（地域の方々と会話するトークフォークダンス）
〇生徒会企画によるフォトコンテスト（クロムブックを利用したフォトコンテ
スト）
〇民生委員と協働の植花作業（プランターへの植花）
〇いじめ防止標語の作成

【⑩・1学年】ＭＡＰや自然体験を活用して，
仲間との絆を深める。
【①・2学年】校外宿泊学習を通して，自分た
ちの地域を知り，持続可能な未来を考えさ
せる。
【⑨・2学年】職場体験活動を通し，職業観を
学び勤労意欲を高める。
【⑩・3学年】修学旅行を通して，主体的に活
動し仲間と協力しながら集団生活の向上を
図る。

16 424 TEL 022‐345‐2321
FAX 022‐347‐1391

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業

51

大和町立
宮床中学
校

【研究主題】
「主体的な学びを目指した授業づくり」～ＩＣＴ機器の有効的な活用の在り
方～
【特色ある実践等】
○「アルカス」発足以降，生徒会ボランティア活動が伝統となりつつあり，
「あいさつ運動」「花壇整備」｢校庭整備｣「いじめノックアウト」「雪かき隊」
等の身近な場面を中心とした，感謝・奉仕の心と自主性，実践力の醸成
○地域の教育力を生かした，伝統や文化の継承活動（書きぞめ・宮中太
鼓・島田飴）や，地域の講師による講話や体験的活動等の地域協働活
動の実施

【①・1学年】校外活動で身近な自然に触
れ，自然愛護の心と仲間と協力する態度を
育成する。
【⑨・2学年】働く体験や講話を通して職業人
と関わり，生徒自らが志の実現に向かう意
欲を育む。
【⑨・3学年】修学旅行で，ホテルの仕事を体
験し，実社会で働くことを実体験させる。

14 401 TEL 022-346-2006
FAX 022-347-8152

R4　県指定
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業

52

大郷町立
大郷中学
校

【研究主題】
「主体的に学習に取り組む生徒の育成」～主体的な学びを促す授業づく
りを通して～ （小中共通の研究テーマ）
【特色ある実践等】　町内一小一中のメリットを生かし，地元高校とも連携
し，教育活動の充実を図る。
○学力向上（連携サポート事業）や行きたくなる学校づくり推進事業によ
る，授業改善，不登校対策等を柱とした小中連携を推進している。
○小・中で学校防災に関する情報交換を密にし，こども園も含め合同の
引き渡し訓練を実施している。
○中高連携事業として，地域の橋についての知識を深め，橋を守る活動
を通して，地域に貢献する意識を高める活動を実施している。
○タブレット等ICT機器について，小中合同でICT研修会を行う等連携し
ながら，授業での効果的な活用について検討している。

【②・1学年】産学官連携の橋守活動
【⑩・1学年】仙台自主研修
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・2学年】岩手研修
【⑩・3学年】修学旅行での自主研修実施
【⑩・全学年】小中合同防災訓練
【⑤・全学年】芸術鑑賞
【②・全学年】生徒会アルカス活動
※コロナウイルス感染防止のため，実施で
きない活動あり

8 197 TEL 022-359-2042
FAX 022-359-4984

R4　県指定
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業

R3～R4　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

53

富谷市立
富谷中学
校

【研究主題】
「自ら考え，判断し，表現できる生徒の育成」～「学び」を深めるための
「対話的に学ぶ」場面の設定を通して～
【特色ある実践等】
「自ら考え，判断し，表現できる生徒の育成」を目指し，次の3点に留意
し，授業改善を行う。
○課題解決へ向かう見通し：学習のめあてを理解し課題解決の方向性
を探ろうとする態度を養う。
○主体的・協働的な学び合い
・自分なりの考えをもち，他者と関わり交流する中で，自分の考えを吟味
し，考えを深めたり，広げたりする場面を工夫する。
・共通の課題の解決に向けて，「聴き合う」関係の中で協動的に活動する
場面を工夫する。
○学びを深め，次に活かす振り返り
・「学び」を自分なりに表現することを通して次の学習につなげる工夫を
する。
以上の点に留意し，授業改善を行うことで，「学び」を深める資質・能力
の向上を図りながら，思考力・判断力・表現力を育成し，「深い学び」につ
なげる。
・3年間を通じて地域学習，防災学習に取り組み，地域との関わりや「自
助」「共助」「公助」について系統的に学ぶ。

【⑩・1学年】仙台自主研修・防災学習（仙
台），田植え踊り（地域ボランティア）
【⑨・2学年】職場体験・宿泊体験学習・防災
学習（福島県）
【⑩・2学年】しんまちウオークラリー（地域ボ
ランティア）
【⑩・2学年】救急救命学習
【⑥⑩・3学年】富谷茶・茶道体験（地域ボラ
ンティア）
【⑨・3学年】宿泊体験学習・防災学習（修学
旅行：函館）
【①⑨・西成田教室全学年】ミツバチの里
（地域ボランティア）

9

3

226

15

TEL 022-358-2042
FAX 022-358-3385

(西成田教室)
TEL 022-347-3601
FAX 022-347-3608

H30～
ユネスコスクール認
定

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

54

富谷市立
富谷第二
中学校

【研究主題】
「学び合う生徒の育成」～学びをつなぐ指導を通して～
【特色ある実践等】
○「聴き合う活動の充実」学級づくりと学習形態の工夫
〇「学びをつなぐ工夫」・生徒と他の生徒の考えをつなぐ発問，言葉掛け
・生徒の発言やつぶやきを新たな課題や課題解決につなぐ
・既習事項と今日学んだことをつなぐ振り返り
〇「学びをつなぐための効果的なICTの活用」
〇学ぶ力を支える取り組み・ASESSによる実態調査・eラーニングを用い
た朝学習・週末課題・学習会の開催
〇ジャンプ課題，ICT活用事例のアーカイブした授業と研修の一体化

【③・1学年】福祉体験学習
【⑧⑨・2学年】キャリア体験宿泊学習
【⑩・1学年】山形校外学習
【⑩・1学年】みやぎ探訪
【⑩・3学年】修学旅行

17 510 TEL 022-358-3291
FAX 022-358-3292

H30～
ユネスコスクール認
定

55

富谷市立
東向陽台
中学校

【研究主題】
「主体的に学びに向き合う生徒を育む授業づくり」～学び合いでの探究を
通して～
【特色ある実践等】
○校是「前進～グローカル～友と共に前へ」
○「学び合い」を意識した授業づくり，授業デザインの実践。
○1人1回以上の研究授業，年間2回の授業を見合う週間，年間2回の外
部講師を招聘した研修会の実施。
○eライブラリを活用した家庭学習の充実。
○シトラスリボン運動を通した人権教育の充実。
○創作舞踊「東向中手踊り」の生徒間における伝統継承活動の実施。
○ユネスコスクール認定校として，学校行事や生徒会活動などをSDGｓ
の視点で捉え，持続可能な社会の担い手として必要な知識，スキル，価
値観を身につけさせるよう，生徒を主体とした活動を多く取り入れる。

【①・2学年】岩手校外学習
【②・全学年】学区内清掃活動
【③・3学年】福祉体験学習
【④・2学年】保育体験
【⑤・全学年】文化芸術発表会
【⑨・2学年】職場体験活動

15 484 TEL 022-373-8777
FAX 022-373-7900

H30～
ユネスコスクール認
定



（様式１）

56

富谷市立
日吉台中
学校

【研究主題】
「学び合い高め合う生徒の育成」～生徒同士の関わりを意識した授業づ
くりを通して～
【特色ある実践等】
○研究授業の全員実施（外部講師の招聘2回）
○コの字または4人グループ座席・iPadを積極的に活用する授業
○個人研究テーマの設定
○p4cや学年ローテーション道徳の実施
○生徒会活動をSDGｓの視点で捉え，持続可能な社会の担い手育成の
ための生徒を主体とした活動

【②⑤・全学年】地域防災訓練，文化芸術巡
回公演（三味線）
【②・1学年】地域交流活動
【③⑨・2学年】職場体験活動，福祉体験活
動
【④・3学年】保育体験活動

15 375 TEL 022-358-1629
FAX 022-358-1642

H30～
ユネスコスクール認
定

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

57

富谷市立
成田中学
校

【研究主題】
「生徒の思考力，判断力，表現力の育成」～課題の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○総合的な学習の「地域との防災活動」では，避難訓練からの避難所運
営までの体験を行う。その際，市社会福祉協議会や企業などからの協力
もいただき，講演会も実施している。防災活動に取り組むことを通して，
地域の一員としての自覚を高め，有事の際に進んで行動する気持ちを
高めている。
○運動会では，3年生による応援合戦が行われる。各学級，生徒たちが
内容を考え，自分たちで練習をして発表される応援は工夫されておりと
ても見応えがあるものとなっている。
○学び合いを意識して授業を構築し，1人1回以上の研究授業を行ってい
る。
○SDGｓ講習会を１年生で実施。2，3年では1年時の講習を生かした活動
を取り入れている。持続可能な社会の担い手育成のための生徒を主体
とした活動を行っている。

【③・全学年】地域との防災活動：避難所設
営などの非常時における行動体験
【⑩・3学年】修学旅行：東京都について調
べ，名所などを訪問する。
【⑩・1学年】山形校外学習：学級作りの一環
として，山寺散策を行い，午後からは，平清
水焼きの焼き物を作る。
【⑩・1学年】仙台自主研修：各班ごとにテー
マを決めて仙台について調べ，訪問し研修
内容を発表する
【⑨・2学年】職場体験活動：富谷市内や仙
台市泉区内の事業所を訪問し職業体験活
動を行う。
【⑩・2学年】宿泊研修：一泊二日での気仙
沼での研修を行い，友人との絆を深めると
ともに，震災について学ぶ

16 425 TEL 022-348-3353
FAX 022-348-3354

H30～
ユネスコスクール認
定

R４　市指定
富谷市「学びの共同
体」パイロットスクー
ル

58

大衡村立
大衡中学
校

【研究主題】
「基礎・基本を身に付け，主体的に学ぶ生徒の育成」～見通しをもたせ，
振り返らせる活動の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○家庭学習と授業を連動した活動としてとらえた指導計画の立案と実践
○一人ひとりの教員の授業力向上に資する校内研修の充実
○学級満足度尺度，学校生活意欲尺度，ソーシャルスキル尺度を図る
調査を実施し，資料を活用した定期的，計画的な教育相談活動を実施
し，いじめの未然防止に努める。

【⑩・1学年】仙台自主研修
【⑨・2学年】職場体験学習（地元工業団地
内での体験学習）
【⑩・3学年】修学旅行：自分の興味・関心に
基いたテーマと目標を設定し，体験活動を
通した学びを実践する。
【⑩・全学年】防災学習，各種訓練学習

8 168 TEL 022-345-2072
FAX 022-344-3260

59

大崎市立
古川中学
校

【研究主題】
「基礎的な学力の定着」と「活用する力の伸長」を目指す授業づくり」～本
時のねらいの明確化とその達成に結びつく手立ての工夫を通して～
【特色ある実践等】
○「FYTS(ファイツ）＝Furucyu Yotte Tagatte Sodateccha」…地域連携に
よる協働教育の推進（キャリア形成のための教育支援，社会貢献活動の
支援）
○別室指導教室「ほっとルーム・かしわ」の運営…不登校生徒への学習
支援と社会的自立に向けた支援を充実させることにより，不登校生徒の
自尊感情の醸成を図る。
○学力向上のための学習会「学人タイム」の実施

【⑩・１学年】【⑨・2学年】【②・3学年】
「キャリアセッション」「職場体験」「まちづくり
学習」…「FYTS」の理念もと，地域人材を活
用した職業講話や体験活動
【⑩・3学年】修学旅行テーマ別研修
　

22 622 TEL 0229-22-0236
FAX 0229-22-6686

R2～R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

60

大崎市立
古川西中
学校

【研究主題】
「自ら学び，進んで表現力を高める児童・生徒の育成」～分かる・できる・
伝え合う」を引き出す指導法の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○小中連携「西中ラーニング」の実施：学区内の4小学校との合同活動
○タブレットの有効活用：AI型学習教材(Qubena)の導入
○地域との連携：地域とともに，西中応援団
○毎月1回外部講師による人権講話の実施
【いじめの未然防止の活動】
○日常的にいじめ問題について触れ，「いじめはぜったいに許されない」
という雰囲気を醸成する。
○いじめにつながる行為等を具体的に提示し，校舎内に掲示し，啓発を
図る。
○教育相談体制の充実を図る（SSW，SC等の活用）。

【①⑩・1学年】花山青少年自然の家仲間づ
くり活動，学区内にある公民館との協働学
習（ニュースポーツ体験：クップ，ボッチャ
等），
【①③⑩・2学年】学区内にある公民館との
協働学習（世界農業遺産いぐねの調査
等），キャップハンディ体験，震災遺構研修
（南三陸）
【②③・3学年】西古川駅・東大崎駅周辺の
清掃活動，特別支援学校との交流会

8 128 TEL 0229-26-2114
FAX 0229-26-2115

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R3～R4　市指定
音楽が聞こえる都市
（まち）づくり事業協力
校

61

大崎市立
古川北中
学校

【研究主題】
「確かな学力を身に付けた生徒の育成」～学ぶ意欲を高める授業づくり
を通して～
【特色ある実践等】
○生徒・保護者・職員が一緒に行う朝の挨拶運動，全校で取り組む花
いっぱい運動，歌声活動を展開している。元本校職員が作詩・作曲した
「心ひとつに」は合唱活動の核になっている。さらに震災被害の理解と防
災・減災の大切さを理解するため，体験を重視した防災学習を実施して
いる。

【①・1学年】化女沼，地域環境学習
【③・1学年】キャップハンディ体験
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・2学年】立志式
【⑩・3学年】被災地・防災学習
【⑩・3学年】修学旅行自主研修

8 160 TEL 0229-28-2103
FAX 0229-28-2204

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

H24～
ユネスコスクール加
盟校

62

大崎市立
古川東中
学校

【研究主題】
「生徒一人一人の主体的な学びを保障する授業の在り方」～個々の学
びを深めるための，対話的・協同的な授業づくりを目指して～
【特色ある実践等】
〇一人年1回研究授業を実施し，授業改善に取り組んでいる。
〇生徒の集団による学びを充実させるための「学び合い研修会」を年2
回設定し，外部講師を招いての授業検討会及び講習会を実施している。
〇学び支援教室「ほっとルームあずま」を設置し，不登校等生徒一人一
人の状況に応じた学習指導や自立支援を行っている。

【②・全学年】親子奉仕活動
【⑩・全学年】防災学習
【①・1年生】花山自然体験学習
【⑨・2年生】職場体験学習
【⑩・3年生】修学旅行

22 656 TEL 0229-24-0444
FAX 0229-24-4303

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

63

大崎市立
古川南中
学校

【研究主題】
「学びを深め・生かそうとする生徒の育成」～他と関わりながら，学んだこ
との意義を実感できる学習過程の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○ 「時を守り，場を清め，礼を正す」と「私たちは南中の教師です」を行動
規範とした，教職員による指導の実践。
○防災教育の充実
・中学校区の小学校や地域との連携を図った合同引き渡し・集団下校訓
練
・防災体験学習（1・2年荒浜・閖上方面，3年石巻方面）
○志教育の推進
・地域の環境美化に貢献する活動（地下通路清掃等）

【②・全学年】ＰＴＡ健全育成委員会，国土交
通省古川国道維持出張所，古川消防署等
と連携した地下通路清掃等を通じて「奉仕
の心」を育む。
【⑩・全学年】被災地を訪れ，被災した建物
を見学したり，語り部の話を聞いたりするこ
とで防災意識を高め，「共助」の担い手を育
む。
【⑩・③学年】東北大学から講師を招き，地
域に根ざした防災マップや防災に関する提
言をまとめ，地域に貢献する力を育む。

18 473 TEL 0229-21-0031
FAX 0229-21-0032

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業



（様式１）

64

大崎市立
松山中学
校

【研究主題】
　「対話し，主体的に学ぶ生徒の育成」～ユニバーサルデザインを生かし
た授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○小中の連携を高めるために，松山大成塾コスモスプロジェクトの充実
を図り，小中連携による授業参観，小中合同引渡訓練，小6体験授業の
実施，地域貢献活動の充実等を行う。
○大成式（立志式）を通して，志の実現に向けての意志の向上を図る。
○いじめ問題対応や共生社会の実現に向けた「学年道徳の授業」を取り
入れる。

【⑩・1学年】　地域総合学習として，地域人
材の協力を得た講話の実施
【⑨・2学年】　望ましい職業観・勤労観を育
成し，将来の進路選択等に役立てるキャリ
アセミナーの実施
【③・3学年】　関係機関の協力を得たキャッ
プハンディ体験，講話等福祉体験学習の実
施

7 121 TEL 0229-55-3118
FAX 0229-55-3228

R3～R5　県指定
共に学ぶ教育推進モ
デル事業実践指定校

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

65

大崎市立
三本木中
学校

【研究主題】
「確かな学力を育む学習指導の工夫」～思考力を育む授業展開を通して
～
【特色ある実践等】
○「毎時宿題（ポイント学習）」の推進と学習習慣の定着促進
○集会活動，話合い活動等の生徒主体の自治的活動の工夫促進（生徒
会主催のボランティア活動など）
○系統的なキャリア体験活動の展開（地域と学校をつなぐ会との協働活
動の推進）
○小中連携の推進（小中職員合同による講演会，教職員の授業参観，
情報交換）

【⑨・1学年】職業インタビュー
【⑩・2学年】救命救急教室
【⑨・3学年】キャリアセミナー
【⑩・3学年】修学旅行
【⑩・3学年】男女協働参画教室
【⑩・全学年】幼・小・中合同引き渡し訓練

9 193 TEL 0229-52-3056
FAX 0229-52-3058

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
「おおさき学力向上プ
ロポーザル事業」研
究協力校

66

大崎市立
鹿島台中
学校

【研究主題】
「主体的な考えを持ち，互いに伝え合う生徒の育成」～発問と表現方法
の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○学校・家庭・地域が一体となった親子運動会（R4校内スポーツ祭に変
更），地域の「人」「もの」「文化」を活用した生命の授業・職場体験学習等
様々な体験活動の教育活動への位置付け。
○資質・能力の育成を意識した授業づくりの継続。自分の考えを持つ力
や自分の考えを表現する力を伸ばす教育活動・取り組みの展開。
○連携強化に努めた地区内の幼保小中連絡協議会の設置。

【⑩・1学年】仙台自主研修
【⑩・1学年】わらじ祭踊り体験
【⑩・2学年】救急救命講習(今年度中止）
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2学年】生命の授業
【⑦・3学年】ものづくり体験
【④・3学年】保育園幼稚園訪問活動
【⑤・全学年】親と子で聴く音楽講演会
【⑥・全学年】学童農園作業

10 237 TEL 0229-56-2663
FAX 0229-56-9411

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

67

大崎市立
岩出山中
学校

【研究主題】
「基礎的・基本的な知識・技能を身に付け，自ら進んで学ぶ生徒の育成」
～課題設定と提示の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○始業前（10分間）を活用した新聞ワークシート「ＮＩＥタイム」と「全校読
書」，数学の基本問題への取組「99点の壁」を通し，読む力（読み取る
力）表現力および基礎学力の育成
○「授業の５つの心得」の自校化，「チャレンジノート」「チャレンジミッショ
ン」による家庭学習の習慣化

【⑨・2学年】「職業調べ」「職業講話」を通じ
て学んだことを生かし，大崎地区の２２の事
業所の協力を得て職場体験学習を行ってい
る。
【⑩・全学年】岩出山地域の伝統行事「政宗
公まつり」に武者行列，すずめ踊りなど，全
校生徒が参加している。

8 191 TEL 0229-72-4441
FAX 0229-72-4444

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

68

大崎市立
鳴子中学
校

【研究主題】
主体的に学習し，学び続ける生徒の育成～ユニバーサルデザインを生
かした授業づくりくを通して～
【特色ある実践等】
○心の教育を意識した体験活動
・志教育の推進…職場体験活動
・地域学習の推進…地域の施設見学，農業体験活動，地域PR活動
・感動ある学校行事…全校交流会（縦割り活動），運動会，鳴中祭
・総合単元的な道徳学習…救急救命学習，地域合同避難訓練
○基礎・基本を重視した学力向上の取組
・「鳴中タイム」の設定と継続した取組
・全校生徒による朝読書の実施
○地域の伝統・文化を生かした教育活動
・そば打ち体験と地域農産物を使った調理実習
○中学校見学会
・鳴子温泉地域3小学校6年生の授業参観，部活動見学等

【②・全学年】全校奉仕活動
【⑩・全学年】全校交流会，地域合同防災訓
練
【①・1学年】地域体験学習・農業体験学習
【①・2学年】東北大学農学部連携フィールド
ワーク
【⑨・2学年】キャリア・チャレンジデー
【⑩・2，3学年】救命救急学習

6 94 TEL 0229-84-5811
FAX 0229-84-5815

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

69

大崎市立
田尻中学
校

【研究主題】
「主体的に学びに向かい，確かな学力を身に付けた生徒の育成」～振り
返り学習を取り入れた学習指導を通して～
【特色ある実践等】
○学びを振り返る場面を効果的に位置付けた学習過程の工夫
○学習内容を振り返り，生徒が自己評価できる振り返りシートの工夫
○「スキルタイム」学習の実施
○学習活動に効果のあるノート作成を学び合わせるための「ノートコンテ
スト」の実施

【①・1学年】ユネスコの発信によるグリーン
ウェーブ運動への参加
【⑩・1学年】仙台自主研修
【⑨・1，2学年】キャリアセッション
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2学年】救命救急講習
【⑩・1，3学年】被災地研修・訪問

10 231 TEL 0229-39-0043
FAX 0229-39-1134

Ｈ24～
ユネスコスクール加
盟校

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

70

加美町立
中新田中
学校

【研究主題】
「楽しく活動し，主体的に学ぶ生徒の育成」～教師一人一人の自由なア
プローチによる実践を通して～
【特色ある実践等】
〇生徒と教職員で共に推進する「魅力ある行きたくなる学校づくり」の展
開
〇個に応じた教育活動として「通級教室」「学び支援教室」を開設
〇食育・地域連携の一環として「新米試食会」「地場産給食」「行事食」の
実施
〇中新田バッハホールで開催する「文化祭・合唱コンクール」
　健全育成ボランティア・アルカス「虎っ子防犯隊」が，いじめ防止を含む
非行防止動画DVDを制作し，加美警察署に寄贈。地域の非行防止教室
で活用されている。

【①・1学年】SDGｓ校外体験学習
【⑨・2学年】職場体験，キャリアセッション
【⑨・3学年】修学旅行
【⑥・全学年】新米試食会

11 305 TEL 0229-63-2278
FAX 0229-63-2279

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

71

加美町立
小野田中
学校

【研究主題】
「自ら考え，判断し，行動できる生徒の育成」～考える習慣をつける学習
過程の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○生活・学習計画の立案，家庭学習の習慣化など，自己管理能力を育
む「手帳」の活用
○朝学習，放課後の学習相談など，基礎学力定着を図る補充学習や，
定期考査・各種検定前の学習会の開催
○全国学力・学習状況調査問題を解き合い，各教科における授業展開
の在り方や指導改善のポイントを協議し合う研修会の設定
○学級力アンケート等を基にした，生徒の自治的な話合いの場の設定
○町教育委員会と連携した授業検討会やＩＣＴ研修会の実施

【③・1学年】支え合う社会の現状を理解させ
るためのハンディキャップ体験
【⑨・2学年】将来の職業と学習との関わりを
理解するための職場体験学習（2日間で実
施）
【⑩・1学年】防災教育推進を目的とした被災
地訪問学習

8 145 TEL 0229-67-7100
FAX 0229-67-2904



（様式１）

72

加美町立
宮崎中学
校

【研究主題】
「魅力ある学校づくりに向けた分かる授業の探求」～学力向上に向けた5
つの提言とユニバーサルデザインを活用した授業
づくりを通して～
【特色ある実践等】
○安心・安全な学校生活のための「魅力ある行きたくなる学校」づくり
○「5つの提言」を意識した授業，ＵＤの実践，道徳教育の推進，教師
個々の持ち味を発揮した授業の展開
○学級経営・学校行事の充実による「居場所づくり・絆づくり」
○特別な支援を要する生徒への支援の工夫と保護者との連携充実
○不登校，不登校傾向生徒への支援及び関係機関との連携
〇いじめの未然防止の活動
・p4c及び構成的なエンカウンター・毎週金曜日に行う情報交換

【⑨・1学年】校外学習：町内の職場を訪問
し，働くことの意義について学ぶ。
【⑨・2学年】職場体験学習：大崎管内にある
職場から興味ある職業を選択し，各職場で
それぞれ仕事を体験する。
【⑩・2学年】仙台課題解決学習：仙台での
グループ別研修を通して，課題を設定し，情
報を収集し，整理・分析を行い，まとめる。
【⑩・3学年】修学旅行：研修を通して，知識
や社会的視野を広げ，故郷の良さについて
考える。

5 80 TEL 0229-69-5044
FAX 0229-69-6562

73

色麻町立
色麻中学
校

【研究主題】
「生き生きと学ぶ児童・生徒の育成」～教科指導における自己効力感を
育む取組を通して～
【特色ある実践等】「小中一貫教育の創造を通して地域が誇る学校を目
指す」
○共に学び合い
・小中教員の交流（小学校一部教科担任制，ＴＴ指導）
・小中合同の教科，領域における校内研究及び校内研修
○共に磨き合い
・小中合同行事，合同体験（運動会，避難訓練・引き渡し訓練，異学年交
流学習）
○共に育ち合う
・合同挨拶運動　・二分の一成人式と立志式を見合う活動　等

【⑩・1学年】女川被災地校外学習(1日)：女
川町見学，インタビュー，語り部による講
話，女川中学校生徒との交流(online)
【⑨・2学年】キャリア学習：ＭＡＰ研修，ハ
ローワークによる職業講話，職場体験学
習，立志式
【⑧⑩・3学年】修学旅行(3日)：地域の特色
を学ぶ体験活動からの中学生による地域の
活性化に向けた郷土学習
【⑩・全学年】異校種間連携事業：町内高校
との連携による生き方学習

8 175 TEL 0229-65-2409
FAX 0229-65-2410

R4
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業

74

涌谷町立
涌谷中学
校

【研究主題】
「これからの社会を生き抜く言語能力の育成」～言語活動を充実させた
教育活動を通して～
【特色ある実践等】
○互いの授業を参観し合う研究授業ウィークの取組
○教育委員会との連携による学校サポート事業を活用し，言語能力の
育成に向けた各小学校と連携した授業改善
○「白山豊年踊り」「秋の山唄」「お茶屋節踊り」などの地域と連携した伝
承活動の実施
○いじめ・不登校等の未然防止に努める，SC等も含めた週1回の生徒理
解会議の実施

【⑩・1学年】町調査
【⑩・1，3学年】防災居住地学習
【⑨・2学年】キャリアセミナー
【⑩・2，3学年】地域文化の伝承活動
【③・3学年】福祉体験学習
【②・全学年】地域奉仕活動

11 323 TEL 0229-42-2049
FAX 0229-44-1570

R4
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業

75

美里町立
小牛田中
学校

【研究主題】
「行きたくなる学校づくりに向けた『分かる授業』の探究」～「生徒指導の
三機能」を活用した指導法の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○学習チェック日を設け，望ましい学習習慣の定着を図る。
○「学級力アンケート」の実施とプログラム委員会や学級活動等での活
用を通して，学級力の向上を図る。
○「小牛田中生の五つの基本形」の定着に向けた有志活動を実施し，生
徒の自治力と集団力を高める。
○学級経営・学校行事・学習指導の充実による「居場所づくり・絆づくり・
授業づくり」

【①・1学年】校外活動
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・3学年】修学旅行

9 182 TEL 0229-32-2402
FAX 0229-32-3027

R4～R5　国指定
魅力ある学校づくり
推進事業

R4～R5　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

76

美里町立
不動堂中
学校

【研究主題】
「自ら考え，進んで表現する生徒の育成」～主体的な学びを促す授業づ
くりを通して～
【特色ある実践等】
○ＩＣＴ機器の効果的活用
○放課後の学習相談を行いつまずきの解消に努める，「定期テストの記
録」，「家庭学習の手引き」の作成，「教育相談･学習相談」を行い意欲の
向上を図る。
○家庭学習の定着のため「自主学習ノートの提出」，「日々ノートの作
成」｢週末の宿題・課題の実施」等を実践する。

【①・1学年】松島野外活動
【⑩・2学年】職業人に聞く
【⑩・3学年】美里町PR活動への取組

9 229 TEL 0229-32-2068
FAX 0229-32-3733

R4～R5　国指定
魅力ある学校づくり
推進事業

R4～R5　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

77

美里町立
南郷中学
校

【研究主題】
「学び方を身に付け『わかる・できる』を実感する授業の工夫」～iPadを活
用した授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○iPadの活用法を工夫し，生徒が「わかる・できる」を実感でき，さらに，
よりよい学び方を身に付けることができる授業の工夫を行う。
○授業支える基盤（土台）づくりとして，家庭学習を充実させるための効
果的なAIドリル活用法を工夫する。
〇教職員のICT活用スキルの向上を目指した研修会と生徒を対象とした
情報モラル教育を行う。
○学び方の傾向など，生徒の実態を理解するため，各種テストやアン
ケート調査を実施するとともに，その結果を分析し，共有する。

【③・1学年】福祉施設訪問
【⑩・1学年】地域防災学習
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2学年】防災学習
【⑩・2学年】立志式

8 131 TEL 0229-58-1142
FAX 0229-58-1229

R4～R5　国指定
魅力ある学校づくり
推進事業

R4～R5　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

78

栗原市立
築館中学
校

【研究主題】
「自ら進んで課題を発見し，解決できる生徒の育成」～「学び合い」の活
動を生かした授業を通して～
【特色ある実践等】
〇「問題・課題の把握」「自力解決」「集団解決」「振り返り」のステップを
取り入れた「栗原型学びのスタイル」の授業実践
〇毎日の宿題，自主学習ノート，生活記録ノートを活用した家庭学習の
習慣化を図るための取組の実践
〇放課後や長期休業中の学習スペース「高田塾」を活用した個別指導
〇総合的な学習の時間等でのLGBTQ理解教育などSDGｓを意識した取
組

【③・1学年】福祉体験学習
【⑤⑩・2学年】秋田自主研修
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑤⑨⑩・3学年】修学旅行
【②・全学年】総合防災訓練

12 352 TEL 0228-22-3146
FAX 0228-22-2387

R3～R4　市指定
学力向上研究指定校
R4.10.28 公開

R3～R4 市指定
ICT活用推進モデル
校



（様式１）

79

栗原市立
若柳中学
校

【研究主題】
「主体的に学ぶ力を身に付けた生徒の育成」～ＩＣＴ機器（タブレット等）の
効果的な活用を工夫した授業改善～
【特色ある実践等】
○学習過程の三つの段階「見通す段階」「探求する・学び合う段階」「振り
返る段階」の中で，ＩＣＴを効果的に活用する授業づくりを全教科・全授業
で実践していく。
○「若中学習」
・国・数・英３教科で授業と連動した「ドリル的課題」を実施する。
・タブレット学習アプリ「Ｎａｖｉｍａ」を活用し，５教科の学習内容の定着に
つながる「週末課題」を実施する。
○「チャレンジノート」
・興味・関心を持った内容を，自発的・発展的に学習することを推奨す
る。
○「スタディホール」
・考査前や長期休業中の主体的な縦割り学習会を実施する。

【①・1学年】一関宿泊体験学習
【⑨・1学年】職場インタビュー
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2学年】高校訪問
【⑩・3学年】修学旅行
【⑩・3学年】キャリアセミナー
【②・全学年】地域清掃ボランティア活動
【②・全学年】伊豆沼・内沼クリーンキャン
ペーン

13 249 TEL 0228-32-3831
FAX 0228-35-1551

80

栗原市立
栗駒中学
校

【研究主題】
　「自らの考えを表現できる生徒」の育成～授業の構造化や自他の学び
を蓄積するノートづくりを通して～
【特色ある実践等】
○授業の流れが分かる板書の構造化
○学習の過程や自他の学びを蓄積するノートづくりの充実
○「地域に明日を描く志教育」の実践
○「共感的人間関係を形成し，自己有用感を高める集会活動」の実践
○「規則正しさを形に表す（以形整心）生活・環境改善活動」の推進

【②③・1学年】福祉体験学習
キャップハンディ体験や点字教室，地域奉
仕活動などの実践
【⑨⑩・2学年】起業教育
地域の産業や経済の仕組みを学習の基盤
とした商品開発や製作・販売活動の実践
【⑤⑩・3学年】ふるさと教育
・地域に伝承されている神楽や創作太鼓等
の演舞の習得と実践

12 259 TEL 0228-45-2721
FAX 0228-45-2298

R4～R5　県指定
金融教育研究校・金
銭教育研究校金融教
育研究校
R5.6～R5.12 実践報
告会

81

栗原市立
志波姫中
学校

【研究主題】
「主体的に学び，確かな学力を身に付ける生徒の育成」～生徒が「見方・
考え方」を働かせる授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○1年間を4つに分け（志中4seasons），各seasonで求める資質を明確に
した教育活動の展開。
○生徒の育成を目指した志中ライフ（メディアコントロールとレビューシー
ト）の活用。
○「学び合い」を軸とした小・中連携の授業づくり。
○地域のスポーツクラブと連携した適切な部活動の推進。
○「恕」の教育を推進。その一環として生徒主体の青少年健全育成ボラ
ンティア「アルカス活動」。

【③・1学年】福祉体験
【①・1学年】カッター漕艇
【➄・2学年】わらび座演劇体験
【➈・2学年】職場体験学習
【④・3学年】保育体験学習
【➉・全学年】地域の植栽や地域での挨拶
運動，ボランティア等の活動

8 168 TEL 0228-25-3245
FAX 0228-22-3346

82

栗原市立
栗原西中
学校

【研修主題】
「主体的に学び，自ら進んで表現する生徒の育成」～互いに学び合う学
習活動を通して～
【特色ある実践等】
○三本柱（挨拶・全力校歌・無言清掃）の継承
○ユニバーサルデザインと探求型授業をベースにした授業づくり
○ディベカッション・きそコン・朝読書・ＮＩＥ等による環境づくり
○地域の人材活用（職場体験・進路講話・八ツ鹿踊り・福祉体験）
○生徒会主体で「いじめ防止宣言」「西中メディアルール」の制定・点検

【⑥⑦⑧⑨・1学年】3日間，一迫地区で職業
体験及び農業体験
【⑤・2学年】2学年・わらび座研修での踊り
体験
【③・全学年】1学年・車椅子体験，2学年・手
話体験，障害者スポーツ体験，3学年・点字
体験

10 147 TEL 0228-52-2141
FAX 0228-52-2142

83

栗原市立
栗原南中
学校

【研究主題】
「共に学び合い，自分の考えを深められる生徒の育成」～単元目標達成
までの過程を重視した授業づくりを通して～
【特色ある実践】
○「単元を貫く問いや学習課題の設定」「身に付けさせたい力を明確にし
た学び合い」「生徒の学びを適切に見取る場面設定」の3つの視点から共
に学び合い自分の考えを深められる生徒の育成を目指す。
○学びのつながりを意識した単元デザインシートの作成，学習への見通
しがもてる学習場面の明示等を工夫する。

【①・1学年】花山体験学習
【③・1学年】福祉体験学習
【⑩・1学年】ジオパーク学習
【⑨・2学年】ビジネスマナー講習
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・3学年】ジオパーク学習・崩落地研修，
修学旅行

8 135 TEL 0228-38-2028
FAX 0228-38-2009

R3～R4　市指定
学力向上研究指定校
R4.11.25 公開

84

石巻市立
石巻中学
校

【研究主題】
「確かな学力を身に付けた生徒の育成」～「書くこと」と「ICT」のよさの追
求～
【特色ある実践等】
○群鷗教師心得に則った教育の展開
○「あたりまえのことをすばらしい姿でやろう！」をスローガンとした生徒
心得「自主・自律・品位」の指導
○いじめ撲滅ボランティア組織の活動
○同窓生による教育講演会
○表現活動（ステージ発表，展示発表，ミュージカル）
〇自校の踊り「石中SAITARA」の継承

【⑩・3学年】修学旅行
【⑩・2学年】松島合宿
【①・1学年】松島遠足
【②・1学年】ふるさと大好き事業
【⑩・全学年】市総合防災訓練（避難所開設
訓練補助）
【③・2学年】親になるための教育事業

12 355 TEL 0225-95-8321
FAX 0225-95-8322

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

85

石巻市立
住吉中学
校

【研究主題】
「自分の考えをもち，学びを深める生徒の育成」～自分の考えを伝え，学
び合う学習活動の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○基礎学力の確実な定着と活用する力の伸長に努める【自主】
○体力の向上と豊かな人間性の育成を目指す【健康】
○積極的生徒指導を推進し，強さとたくましさを育む【忍耐】
○自他の命を守る安全教育の推進【SPS】
（防災・安全教育の充実，家庭・地域との連携協力体制の充実）

【⑩・1，2学年】松島校外学習
【⑩・1学年】防災学習
【②・1学年】地域奉仕活動
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2，3学年】救急救命講習
【⑩・全学年】地域の方々の話を聞く会

11 235 TEL 0225-95-8341
FAX 0225-95-8342

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

86

石巻市立
湊中学校

【研究主題】
「確かな学力を身に付けた生徒を育成するための学習指導の在り方」～
学習習慣の定着に向けた学習指導の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○家庭学習の充実による学習の基礎・基本と家庭学習の習慣の定着
○帰りの会での「湊中ライフ」の活用。学習や生活の振り返り，家庭学習
の計画確認
○生徒アンケート，標準学力調査を基にしてPDCAによる通年の改善を
図る
○湊中ソーランによる連帯感や所属意識の高揚

【①・1学年】防災教育・自然体験
【⑩・1年生】社会人の話を聞く会
【①・2学年】防災マップ作成
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・2学年】高校生の話を聞く会
【⑩・3学年】修学旅行での文化体験

3 57 TEL 0225-95-8351
FAX 0225-95-8352

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

87

石巻市立
蛇田中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，考えを深める生徒の育成」～目標と振り返りのサイクル
の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○授業での振り返りを設定し，ねらいの達成を図り，主体的な学習を展
開する。
○生徒主体の活動の充実を図り，生徒心得等を生徒の手で見直す。
○「管内一の学校づくり」プランを基に，管内一の挨拶・清掃・校歌を実践
する。
○男女別名簿や整列の廃止，女子制服のスカートとスラックスの選択制
導入。

【①・1学年】宿泊研修
【②・1学年】ふるさと大好き中学生育成事業
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・2学年】仙台自主研修
【④・3学年】親になるための教育事業
【⑩・3学年】高校の話を聞く会，修学旅行

20 647 TEL 0225-22-2558
FAX 0225-22-2687

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業



（様式１）

88

石巻市立
荻浜中学
校

【研究主題】「主体的に学ぶ生徒の育成」
～学びに向かう楽しさが実感できる指導の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○「荻浜の歴史」をテーマとして，縦割りによる総合的な学習での体験活
動や調査活動を行う。
○全校での道徳や保健体育等異年齢での関わりを持った活動を行う。
○小中合同による運動会や文化祭等の学校行事を，地域と連携しなが
ら開催する。伝統芸能である「獅子風流」も小中合同実施。

【⑥・全学年】総合的な学習での牡蠣の養殖
に関わる体験学習(殻剥きなど)
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・全学年】地域の伝統芸能「獅子風流」
の伝承と各浜を回っての獅子風流披露を小
学校と合同で行う

2 3 TEL 0225-90-2224
FAX 0225-90-2225

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

89

石巻市立
渡波中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，考え表現できる生徒の育成」～学習課題の工夫と振り
返りの充実をとおして～
【特色ある実践等】
○MLAの実践を継続し，誰もが行きたくなる学校づくりの推進
○協同学習の推進
○生徒会組織を生かした生徒の自主性を生かした活動
○協働教育協議会とＰＴＡ組織を活用した，地域・家庭と連携した協働教
育の推進
○ボランティアセンター所属の生徒による，地域の行事へ貢献する生徒
の育成

【①・1学年】松島体験学習
【⑩・1学年】水産高訪問
ふるさと大好き中学生育成事業
【⑨・2学年】上級学校訪問，職場体験
【⑨・3学年】修学旅行
【②③・全学年】資源回収
【⑩・全学年】市総合防災訓練

11 292 TEL 0225-25-1511
FAX 0225-25-1512

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

90

石巻市立
稲井中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，互いに高め合う生徒の育成」～授業のめあて（ねらい）
を明確に提示した授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○１小１中を生かした小中連携
○ピア・サポート，SELによる学校・学級づくり
○協同学習による共に伸びる学習集団づくり
○伝統芸能の継承
○地区懇談会・校区防災連絡会等による地域との連携。地域の一員とし
て力を発揮する生徒の育成
○アセスやチャンス相談によるいじめの未然防止

【②・全学年】市防災訓練参加
【③⑤・1学年】福祉施設訪問，わらび座表
現活動：秋田
【①④⑨⑩・2学年】職業人の話を聞く会，上
級学校訪問，立志式
【④⑩・3学年】文化・産業・歴史調べ：東京，
保育実習

10 174 TEL 0225-91-2314
FAX 0225-91-2315

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

91

石巻市立
山下中学
校

【研究主題】
「主体的に学習に取り組む生徒の育成」～「授業の振り返り」の工夫を通
して～
【特色ある実践等】
〇生徒健全育成ボランティア活動の充実
〇ふるさと学習
〇校区の小学校との連携（授業参観・合同研究部会等の実施）
〇生活に関するアンケート結果に基づいたSCとのピックアップ面談の実
施（いじめ・不登校未然防止）
〇コミュニティ・スクールの防災教育班と連携した防災マップづくり

【①・1学年】合宿自然体験
【②・全学年】通学路清掃
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・2学年】仙台自主研修
【⑩・全学年】健全育成ボランティア「シリウ
ス」の挨拶運動や緑化活動等
いじめゼロCMコンクール参加

9 182 TEL 0225-94-0410
FAX 0225-94-6228

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

92

石巻市立
青葉中学
校

【研究主題】
「共に学び，深め合う生徒の育成」～「協同学習」を効果的に取り入れた
授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○小・中連携を核とした志教育の推進
○登録制ボランティア組織「青中お助け隊」の活動
○メディアコントロールデー
○コミュニティ・スクール
○安全教育の推進（ＳＰＳ再認証）
○「地域連携型学校防災体制等構築推進事業」における実践
・地域との合同防災訓練の実施

【⑩・１学年】防災マップづくり・校外学習
【⑩・2学年】松島合宿
【⑩・３学年】修学旅行
【⑩・全学年】小学校や地域の行事へのボラ
ンティア参加
【⑩・全学年】各災害に応じた避難訓練

8 195 TEL 0225-94-6220
FAX 0225-94-6221

R3～R4　県指定
地域連携型学校防災
等構築推進事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

93

石巻市立
万石浦中
学校

【研究主題】
「対話的学びを実現する生徒を育てるための教育活動の充実」～ＳＥＬを
重視したマルチレベルアプローチ理論の実践を通して～
【特色ある実践等】
○協同学習，ＳＥＬ，ピア・サポート，ＰＢＩＳの実践の連携と充実
○授業におけるＳＥＬスキルの積極的実践
○小中連携事業として，万石浦小への夏休み学習ボランティア活動
○総合的な学習の時間を通して表現活動（ダンス，ミュージカル等）を行
い，文化祭で発表

【①・1学年】花山宿泊学習
【②・1学年】ふるさと大好き事業・「地域の産
業に目を向けよう」
【⑨・2学年】職業人インタビュー・職場体験
学習
【⑩・全学年】通学路の清掃・万石浦バザー
への協力

9 168 TEL 0225-24-3211
FAX 0225-24-3212

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

94

石巻市立
飯野川中
学校

【研究主題】
「自らの課題を把握し，克服できる生徒の育成」～「自己調整学習」にお
ける目標達成の過程を通して～
【特色ある実践等】
○自己調整学習をＡＴＦライン(仮説，実践，検証）の下で行い，目標達成
を通して自らの課題を把握し克服する生徒を育成する。
○生徒による生徒会活動の企画運営により，学年間交流を図り，充実感
と感動，連帯を学ばせる。
○小・高や家庭・地域と連携し，交流や総合防災訓練を推進する。

【②・全学年】地域清掃
【⑨・2学年】職場訪問
【⑩・1学年】地域学習(ふるさと大好き事業)
【⑩・2学年】上級学校訪問
【⑩・3学年】地域防災マップ作製

6 82 TEL 0225-62-3020
FAX 0225-62-3601

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

95

石巻市立
河北中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，互いに考えを深める生徒の育成」～マルチレベルアプ
ローチ理論の実践を通して～
【特色ある実践等】
〇SPSの指標に基づいた学校安全，防災活動の推進。特に，様々な状
況を想定し，地域と連携した避難訓練の実践
〇有志団体「いじめなくし隊」を結成し，いじめ防止動画制作，いじめ防
止ポスター作成など，いじめ未然防止活動の実践
〇通称「あいさつ坂」の立ち止まっての挨拶の励行

【②・1学年】地域清掃活動
【⑨・1学年】職業人に話を聞く会
【⑥・1学年】そばづくりを通して地域を知る
【⑨・2学年】職場体験
【⑩・全学年】市総合防災訓練
【③・全学年】高齢者世帯・高齢者施設訪問

4 111 TEL 0225-62-2374
FAX 0225-62-3605

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

96

石巻市立
雄勝中学
校

【研究主題】
「学びひたる児童生徒の育成」（小中共通）～個に応じた日々の実践を通
して（子供の目線に立って）～
【特色ある実践等】
〇コミュニティ・スクールとして，保護者や地域が一体となった学校行事
や防災教育の充実を図る
〇地域の伝統「輪太鼓」演奏を通して，地域の復興と「ふるさと雄勝」へ
の愛着と誇りを育てる。
〇小中併設の利点を生かし，9年間の学びの姿を見通し，子供の発達段
階に応じた指導を行う。

【③・全学年】福祉施設交流
【④・全学年】保育園交流
【⑤・全学年】壁画制作
【⑥・1，2学年】地域体験学習
【⑨・全学年】職場体験
【⑩・全学年】輪太鼓伝承・発表，雄勝石製
卒業証書ホルダー制作

4 10 TEL 0225-58-2245
FAX 0225-58-2254

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業



（様式１）

97

石巻市立
河南東中
学校

【研究主題】
「主体的に学び，確かな学力を身に付けた生徒の育成」～効果的な協同
学習の活用を通して～
【特色ある実践等】
○タブレットを活用した授業改善
○職員会議を年4回に減少，資料はPDF化
○総合防災訓練による3か年での継続的な体験
○学校評価・生徒向けアンケートのオンライン化
○リーダー研修会における人間関係作り
〇小中連携事業（中学校参観・部活動体験等）
○部活動の全員加入制の廃止

【①・1学年】自然体験学習
【⑨・1学年】職業人に話を聞く会
【⑩・2学年】仙台自主研修
【⑩・3学年】高校説明会
【⑨・2学年】職場見学
【⑩・全学年】防犯研修会
【⑩・全学年】総合防災訓練

13 318 TEL 0225-73-2411
FAX 0225-73-2314

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

98

石巻市立
河南西中
学校

【研究主題】
「自ら学び続ける生徒の育成」～学ぶ意欲を高める課題設定の工夫を通
して～
○ユニバーサルデザインを意識した授業づくり
○協働による授業づくりと一人1回の研究授業の実施
○通級指導による教育的ニーズに応じた教育
○小中連携事業による交流活動の推進（授業参観，情報交換，研修会
の合同実施）
○朝のスキルタイムによる基礎･基本の定着とSELによる人間関係づくり
○全学級共通組織による学級づくり

【①・1学年】松島宿泊研修
【⑩・2学年】職場等訪問宿泊研修（仙台自
主研修）
【⑩・3学年】修学旅行
【⑨・2学年】職場等訪問学習：県内の企業，
並び専門学校の訪問を行っている。
【⑤・全学年】文化祭

8 185 TEL 0225-72-2411
FAX 0225-72-3069

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

99

石巻市立
桃生中学
校

【研究主題】
「かかわり合いながら，学びを深める桃生っ子の育成」～個に応じた学習
を充実させるための授業づくりを通して～
【特色のある実践等】
○予習，授業，復習を関連させた学習サイクルの定着と学習予定表を活
用した学業指導の推進
○毎月1回の生徒による防災訓練や，地域と協働して行う防災教育の実
施
〇小学生の部活動体験や授業体験等小中連携事業の推進
○日高見希望塾による発展的な学習や補充的な学習の設定

【①・1学年】花山合宿
【⑤・全学年】「はねこ踊り」の伝承
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・1学年】キャリアセミナー
【⑩・全学年】命の大切さを学ぶ教室
【⑩・2，3学年】社会科校外学習

8 178 TEL 0225-76-4122
FAX 0225-76-4150

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

100

石巻市立
北上中学
校

【研究主題】
「自己理解を深め，主体的に学ぶ生徒の育成」～学び合いの工夫を通し
て～
【特色ある実践等】
○オウンクローズデー（服装自由の日）の実施
○北中レベルアップの日（全生徒教員で行う補充学習）の設定
○先輩の話を聞く会，上級学校訪問等でのキャリア教育の充実
○小中連携交流の推進
○総合的な学習の時間における地域探究学習
○各学年における自己肯定感を高めるための取組
○全校道徳の実施

【②・全学年】白浜クリーンビーチ
【③・1学年】キャップハンディ体験
【③・2学年】認知症サポーター講座
【④・3学年】保育実習
【⑨・1学年】職場訪問
【⑨・2学年】仙台自主研修

4 43 TEL 0225-67-2057
FAX 0225-67-2004

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

101

石巻市立
牡鹿中学
校

【研究主題】
「自分の考えを深め，表現できる生徒の育成」～情報を正しく理解し，根
拠に基づいた自分の考えを持たせる工夫～
【特色ある実践等】
○団地や小学校，福祉施設，海水浴場等での「侍ソーラン」の披露と清
掃活動，住民の笑顔の写真で作ったスマイルカレンダーの作成・配布等
の地域貢献活動「笑顔創造プロジェクト」に全校で取り組んでいる。地域
学習として，職場体験や鯨肉加工体験等地域の教育資源を活用してい
る。

【②・全学年】地域貢献活動
【③・3学年】親になるための教育事業
【⑦・1学年】鯨肉加工体験
【⑨・1学年】地区職場見学・体験
【⑨・2学年】仙台自主研修・職場体験
【⑩・全学年】救急救命講習

4 20 TEL 0225-45-3117
FAX 0225-45-3603

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

102

東松島市
立
矢本第一
中学校

【研究主題】
「主体的に学び，考えを深め合う生徒の育成」～主体性を高める「課題設
定」と「振り返り」の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○主体的に学び，考えを深め合う生徒を育成するための，課題提示，学
び合い，振り返りを大切にした授業づくりの実践。
○「目指す15歳の姿」の共有に向けた，小中連携による防災教育と生徒
会活動の実施。
○地域貢献の精神，心の成長を促すための，東松島市「心あったかイー
トころ運動」の「あいさつ」「清掃」「ゴミひろい」，｢メディアコントロール｣と，
地域との協働的な活動である「学区内クリーン作戦」の実施。

【②・全学年】生徒主体の活動「心の朝錬」
を展開し，毎月2回学校内外及び地域の美
化活動に取り組み，環境保全の意識高揚や
奉仕の心を育む。
【⑨・2学年】職場体験活動
【⑩・1学年】職業人に話を聞く会
【⑩・1学年】仙台上級学校訪問
【⑩・3学年】修学旅行訪問学習

18 485 TEL 0225-82-2146
FAX 0225-82-7995

103

東松島市
立
矢本第二
中学校

【研究主題】
「豊かな人間力を身に付け，より良い生き方を実現する生徒の育成」～
学習課題を吟味した授業デザインの工夫を通して～
【特色ある実践等】
○小・中連携教育による「デジタルメディア・コントロール・チャレンジ」【東
松島ゴール】の取組と「心あったかイートころ運動」に係る「2の日運動の
推進」（挨拶・清掃・ごみ拾い）
○司書教諭と教員業務支援員との連携による，魅力ある図書室経営と
読書活動の推進
○自ら考え，主体的に判断し，行動する生徒を育てる「防災教育」
○生徒健全育成ボランティア「アルタイルⅡ」の定期的な活動
○学校運営協議会やPTAとの連携による地域連携活動（市防災訓練・
凧上げ大会等）
○コミュニティ・スクールとの協働によるキャリア教育・防災教育

【⑩・1学年】
MAPなどを生かした「絆づくりプログラム」
【⑨・2学年】
志教育の一環として，「職場体験学習」を実
施将来の夢と生き方を語る「立志式」を実施
【⑩・3学年】
進路学習として，「高校の話を聞く会」を実
施

14 343 TEL 0225-82-2323
FAX 0225-82-8393

104

東松島市
立
鳴瀬未来
中学校

【研究主題】
「課題解決に向けて主体的・協働的に探究し，学ぶことのできる生徒の
育成」～授業における学習集団づくりの展開を通して～
【特色ある実践等】
○統合10年目。統合前の鳴瀬一中と鳴瀬二中の歴史と伝統を引き継
ぎ，東松島市の魅力ある学校づくりを通して，新たな伝統の構築を目指
す。
○コミュニティ・スクールとして，地域の特性や教育力，人材を生かした学
校行事を企画・実践する。
○市小・中連携教育推進事業のモデル地区として鳴瀬桜華小，宮野森
小との間で児童生徒，教員間，教育課程の交流・連携を推進する。

【②・全学年】リサイクル資源回収
【②・1学年】地域貢献活動
【⑨・2学年】職場体験活動
【⑩・1，2学年】松島体験学習でＭＡＰ研修
等を実施
【⑩・全学年】防災学習(救急救命訓練等を
実施)

9 194 TEL 0225-98-6787
FAX 0225-98-6793

R4～　市指定
小・中連携教育推進
モデル中学校区
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女川町立
女川中学
校

【研究主題】
「確かな学力を身に付けさせるための学習指導の在り方」～効果的な
ICT機器の活用方法を通して～
【特色ある実践等】
・小中一貫教育「女川プラン」に基づく小中一貫教育の推進
・女川町協働教育プラットフォーム事業による地域人材の活用「潮活動」
・防災・減災教育の推進「まるこ山防災教室」「小中合同引渡訓練，下校
時避難訓練」等
・小中合同授業研究，小中合同教科部会等小中合同校内研究の実施
・小中縦割り交流会
・中学校教員の小学校への乗り入れ指導

【⑨・1，2学年】職場体験活動
【⑤・全学年】潮活動：潮騒太鼓，大正琴等
９講座
【⑩・全学年】防災学習：救急救命法，ボラン
ティアセンター運営訓練他
【②・全学年】地域と連携した生徒会による
環境美化活動

7 102 TEL 0225-54-2168
FAX 0225-54-2169

106

登米市立
佐沼中学
校

【研究主題】
「自立した学習者の育成」～自らの思考や学びの有用性を実感させる工
夫を通して～
【特色ある実践等】
○学校運営協議会と連携した地域と共に歩む学校づくり
○保護者や地域，関係諸機関と連携して行う総合防災訓練
○開かれた学校づくりを目指して実施する年間100日程度の学校参観
○授業研究会を中心とした校内研究の推進
○不登校対応支援体制の確立（ケース会議や個別アセスメント）

【⑩・1学年】キャリアセミナー（1月実施）
【⑨・2学年】職場体験学習活動（10月40事
業所で実施予定）
【⑩・3学年】ふるさと教育（2月実施）市議会
を傍聴し，市の未来や市民のための議論の
場を見学する。
【⑩・1～3学年】総合防災訓練（10月実施）

16 447 TEL 0220-22-2760
FAX 0220-22-8422

107

登米市立
新田中学
校

【研究主題】
「共に学び考えを深める児童生徒の育成」～主体的に考えを伝え合う授
業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○新田小学校との小中9年間の学習スタイル（新田スタンダード）を基
に，発達段階に応じた指導を継続して行う。
○小中教職員が共通のテーマで校内研究を推進し，相互に授業提供を
しながら，授業力を高める。
○小中乗り入れ授業による学習指導の充実を図る。
○地域人材の参画を促進するとともに，異年齢集団での協働学習や体
験学習を通して，社会性を涵養する。
○「歓喜に寄す」を歌う会などの豊かな感性を養う活動を実践する。

【⑨・1学年】近隣事業所訪問。
【⑨・2学年】市内事業所における就労体験
学習。
【③・2，3学年】東北新生園での交流活動。
【④・3学年】幼稚園での保育体験活動。
【⑨・全学年】地域学習活動としての小中合
同遠足。

6 67 TEL 0220-28-2042
FAX 0220-28-2973

108

登米市立
登米中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，確かな学力を身に付ける生徒の育成」～「見通し」と「振
り返り」の工夫改善を通して～
【特色ある実践等】
○いじめ防止標語コンクールの実施
○地域文化の理解（「登米能」体験，伝統文化・芸能の継承，地域行事
の参加）
○地域との連携（全校奉仕活動，小・中・高での連携・協力，職場体験で
地元企業の連携・協力）
○地域の人材の活用（表現活動などの指導・支援，教育活動の支援等）

【①・1学年】志津川宿泊研修（2日間）
【②・全学年】町内各施設の清掃活動
【⑨・2学年】市内での職場体験学習（3日
間）

5 85 TEL 0220-52-2269
FAX 0220-53-1117

109

登米市立
東和中学
校

【研究主題】
「進んで考え，学びを深め合う生徒の育成」～協働的な学びを生かした
授業づくりの工夫を通して～
【特色ある実践等】
○学習規律の確立
○	志教育の充実
○地域伝統芸能・行事の伝承
○小・高等学校と連携した取組の推進
○	スマホ・タブレット等情報機器使用に関する研修会
○東和中｢三本柱｣（「あいさつ」「清掃」「集団行動」）の実践
○学校運営協議会主催による学習支援「東和塾」の開催

【②③④⑥⑦⑧⑨⑩・2学年】社会的自立に
必要な基礎力を培う志教育の柱として，起
業学習・職場体験，立志式等を実施してい
る。
【⑩・全学年】全生徒が3講座のキャリアセミ
ナーを受けている。

6 113 TEL 0220-53-2002
FAX 0220-53-2003

110

登米市立
中田中学
校

【研究主題】
「主体的に自らの考えを表現し合う生徒の育成」～相手に分かりやすい
「伝え方」の指導法の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○全教員の研究授業の実施
○コミュニケーション力の向上を目指したp4cを取り入れた授業実践
○個別のアセスメントによる不登校支援
○地域と協働した総合防災訓練の実施
○各学年のいじめ防止宣誓書や生徒会作成のいじめ防止VTRを全校で
共有する「いじめ撲滅運動」の実施

【⑩・1学年】キャリアセミナーの実施。　12名
の講師を招く予定。
【⑨・2学年】「職場体験学習」の実施。41事
業所，3日間。
【③・3学年】「福祉体験の日」の実施。障が
い者スポーツ体験，高齢者体験等。

14 390 TEL 0220-34-2241
FAX 0220-34-2131

111

登米市立
豊里中学
校

【研究主題】
「『学ぶ』楽しさを味わい，自ら考え，進んで表現する児童生徒の育成」～
外国語活動・外国語科における「協働」の授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○「心豊かなつながりの中で，自ら価値を学び取り，たくましく課題を乗り
越える児童の育成」を学校目標に，誰もが来たくなる学校づくりを目指し
ている。
○校舎一体型小中一貫校として小中の連携を図り，9年間を見越した指
導と教育活動を展開している。

【⑨・2学年】地元の協力企業等での職場体
験活動を10月に実施予定。
【⑩・小6，1，2学年】キャリアセミナーを12月
に実施予定。
【⑩・2学年】地元の伝統芸能神楽を学ぶ。

10 175 TEL 0225-76-2039
FAX 0225-76-2156

R3～R4　県指定
小中連携英語教育推
進事業
R4.11.2公開

112

登米市立
米山中学
校

【研究主題】
「学ぶ意欲を高め，確かな学力を身に付けた生徒の育成」～学習意欲を
引き出すための振り返りの在り方～
【特色ある実践等】
○「全校いじめ撲滅宣言」：「いじめのない学校」を継続するための学年
の枠を超えた縦割り活動
○「生徒自らの時間管理」：ノーチャイムにより，時間管理能力を磨く
○学級対抗駅伝大会：持久力の向上と粘り強い生徒の育成，学級の士
気を高める伝統行事

【①・1学年】宮城県志津川自然の家で1泊2
日の自然体験学習
【⑨・2学年】市内及び近隣市における2日間
の職場体験活動
【⑩・全学年】地域防災訓練
【⑩・2学年】立志式：一人一人が志を発表

10 233 TEL 0220-55-2041
FAX 0220-29-5016
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登米市立
石越中学
校

【研究主題】
「確かな学力を身に付け，主体的に学習に取り組む生徒の育成」～「登
米市学習スタンダード」の活用を通して～
【特色ある実践等】
○生き抜く力を育む志教育推進　知・徳・体プロジェクト
・「知プロジェクト」：「分かる授業」の展開と「いしこし学習」の推進
・「徳プロジェクト」：自己存在感とよりよい人間関係を育む「学級づくり」，
縦割りp4cの実践，Q-Uの活用
・「体プロジェクト」：健康・安全教育の推進・体力づくりの推進
○石越小・中連携事業の推進（志教育，学習，保護者・地域への啓発，
特別支援教育）
○学年部での協働による道徳の授業づくり

【⑩・全学年】学校運営協議会委員からの講
話，生徒との懇談（縦割り）
【⑤・全学年】地域講師からの書写指導
【⑩・全学年】勤労観・職業観を考えるキャリ
アセミナー
【⑩・1学年】市健康づくり係より「性と命の教
室」
【⑩・全学年】防災体験　社会福祉協議会・
地域の方と合同での訓練

5 93 TEL 0228-34-3014
FAX 0228-34-2553

114

登米市立
南方中学
校

【研究主題】
「課題意識をもって自ら進んで学ぶことができる生徒の育成」～学びの振
り返りを意識した授業展開の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○校内研究における研究の課題や成果を明らかにし，授業改善に生か
すために研究授業を行う。
○協働による授業づくりに向けて，教科群部会を中心とした授業実践や
事前・事後検討会を行う。
○いじめの未然防止に向けて，各学級や運動部・文化部におけるいじめ
防止スローガンの作成，毎日の帰りの放送での呼び掛けなど，生徒会主
体による取組を展開する。

【⑨・全学年】働くことの意義や将来の職業
を考える機会として，キャリアパスポートへ
の記入ならびに蓄積とキャリアセミナーの実
施。

11 220 TEL 0220-58-2014
FAX 0220-58-2102

115

登米市立
津山中学
校

【研究主題】
「『学ぶ力』の育成」～「自ら考え，判断し，表現する」学習活動を通して～
【特色ある実践等】
○総合的な学習の時間における縦割り活動を取り入れた防災学習（防
災マップづくり・フィールドワーク)
○特別の教科「道徳」における全職員による授業実践
○生徒会による宮城県一の挨拶を目指す挨拶運動
○生徒会によるいじめゼロ宣言（いじめをなくす宣言），フィルタリング宣
言（適切なスマートフォン使用とＳＮＳ利用を目指す宣言）

【⑩・全学年】地区内における地域協働型の
防災学習
【①・1学年】宮城県志津川自然の家での自
然体験学習
【⑨・2学年】市内及び近隣市における職場
体験活動
【⑩・1学年】郷土芸能伝承，柳津打囃子・横
山火伏せ

4 72 TEL 0225-68-2083
FAX 0225-68-2315

116

気仙沼市
立
気仙沼中
学校

【研究主題】
「主体的に学び，表現できる生徒の育成」～学び合いのある授業づくりを
通して～
【特色ある実践等】
○学校全体を一つの「市」と考え，生徒会を「学校市」と銘打っての活動。
「生徒会長」を「市長」としている。（昭和21年制定）
○朝読書の継続実施
○いじめ防止標語コンテスト及びいじめ防止ＣＭコンクールへの参加
○スクールカウンセラーとの連携（授業及び面談，作成データの活用等
の実施）
○総合的な学習の時間と各教科をＳＤＧｓで関連させた教科横断的な学
び

【①・1学年】「志津川自然の家」で宿泊学習
【②・全学年】地域への貢献活動「アクション
プラン」（各種委員会）
【⑩・全学年】卒業生の話を聞く会
【⑩・全学年】探究的な活動（宮城県気仙沼
高等学校とのオンライン交流学習）

6 123 TEL 0226-22-6989
FAX 0226-22-6988

R3～R4　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

117

気仙沼市
立
鹿折中学
校

【研究主題】
「主体的に学び，確かな学力を身に付けた生徒の育成」～ＩＣＴを活用し
たわかる授業の実践を通して～
【特色ある実践等】
○被災地の学校として「震災体験を知る，学ぶ，共有する」をテーマに，
東北大学災害科学国際研究所や地域，小学校，関係機関との連携を図
りながら，防災学習を展開している。
○防災学習を中心とし，地域連携にいっそう取り組む。
○主体的で達成感があり，学校生活を豊かにする生徒会活動を展開す
る。
○p4cなどを活用し，より良い人間関係づくりに努めている。

【①・1学年】志津川自然の家での宿泊学習
【②・全学年】鹿中きれいの日
【②・1学年】海浜漂着物調査・海浜清掃
【⑤・全学年】文化芸術巡回公演でのミュー
ジカル鑑賞
【⑨・2学年】職場体験活動
【⑩・全学年】震災伝承学習
【⑩・全学年】総合防災訓練
【⑩・2学年】救急救命講習
【⑩・2，3学年】震災伝承館研修

6 138 TEL 0226-22-6764
FAX 0226-23-3160

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

118

気仙沼市
立
松岩中学
校

【研究主題】
「考える習慣を持ち探究的に学ぶ生徒の育成」～ＥＳＤカレンダーや視点
表を活用した協働的な授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○ユニバーサルデザインに基づく授業づくりによる「分かる授業」の構築
○学力向上マネジメント・アドバイザーを活用し，気仙沼スタンダードを生
かした授業改善の取組
○探究学習コーディネーターによる探究的な学習の推進
○学区内の支援学校との交流学習や，地区合同防災訓練の実施等によ
る地域との連携・交流
○生徒の呼び掛けによるボランティア活動等を通しての自己有用感の育
成

【②・全学年】生徒会の呼び掛けボランティ
ア
【③・1学年】福祉体験学習
【⑨・2学年】商工会議所と連携したキャリア
学習・職場体験
【⑩・全学年】地域と連携した地区合同防災
訓練

8 185 TEL 0226-22-7158
FAX 0226-22-7159

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

119

気仙沼市
立
階上中学
校

【研究主題】
「自ら考え，豊かに表現し，学びを深める生徒の育成」～「気仙沼スタン
ダード」を活用した授業づくりを通して～
【特色ある実践等】
○地域と連携した防災学習（探究学習，体験学習）
「私たちは未来の防災リーダー」をテーマに，将来どこにいても地域の防
災リーダーとして活躍できる人材の育成と，災害に強い地域づくりを目指
して，探究的に取り組む。海洋教育推進事業実践校として，防災を軸とし
て，海に関する学びを深める。
○コミュニティー・スクールとして，地域との連携強化に努める。
○三大伝統（挨拶，エール，防災学習）の継承，発展に努める。

【①・1学年】野外活動
【②・全学年】ＰＴＡ親子奉仕活動（2回）
【④・2学年】保育実習
【⑨・2学年】職場体験学習（2日間）
【⑩・3学年】救急救命講習
【⑩・3学年】郷土料理体験学習
【⑩・全学年】総合防災訓練，避難所初期設
営訓練

4 95 TEL 0226-27-2304
FAX 0226-27-2919

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践校

120

気仙沼市
立
条南中学
校

【研究主題】
「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」～主体性を
育む学習活動の展開を通して～
【特色ある実践等】
○生徒の興味・関心を高める課題の提示，題材の選択
・必要に応じてタブレット端末を使い，知りたい，取り組みたいと思う課題
の提示や，学習意欲を引き出すような題材を取り扱い，学びそのものへ
の意欲を高める。
○主体性を育み，発揮する場の設定
・相手意識を持たせた言語活動や，ペア・グループ学習などを通じて学
習してまとめ（インプット），表出させること（アウトプット）させることによ
り，主体的に学習する楽しさを味わわせるとともに，自信につなげさせ
る。
○単元計画の吟味
・サイクル学習や反転学習に向けて，タブレットなどを積極的に使った事
前学習（学習のたね）と一単位時間の授業を関連付け，主体的・協働的
な学習を効果的に配置する。

【①・全学年】総合学習フィールド学習
【⑨・2学年】気仙沼市内での職場体験活動
【⑩・1学年】救急救命講習
【⑩・全学年】地震津波避難訓練
【⑩・全学年】引き渡し訓練
【⑩・全学年】火災避難訓練
【⑩・全学年】不審者対応訓練
【⑩・1学年】ＭＡＰ体験
【⑩・1学年】津波伝承館見学

8 153 TEL 0226-24-3131
FAX 0226-24-3132

R3～R4　県指定
みやぎ「行きたくなる
学校づくり」推進事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校



（様式１）
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気仙沼市
立
面瀬中学
校

【研究主題】
「進んで学び，考え，表現する生徒の育成」～言語活動の充実を目指し
た指導過程の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○コミュニティ・スクールとしての地域との連携強化。
○総合型スポーツクラブとの連携を図った部活動の充実。
○立志式を核とした志教育の推進。
○小学校と連携し，地域団体の協力を得ながら探究的に学びを深める
海洋教育の展開。
○様々な状況を想定しての防災学習の実施と小学校・地域と連携しての
総合防災訓練の実施。

【①・1学年】志津川自然の家宿泊学習
【②・全校　】ＰＴＡ親子奉仕作業（年2回）
【④・3学年】乳幼児ふれあい体験学習
【⑤・1，2学年】文化芸術による子どもの育
成事業（人形浄瑠璃）
【⑤・全学年】文化芸術による子どもの育成
事業（演劇）
【⑨・2学年】職場体験活動（2日間）
【⑩・2学年】オリンピック教室
【⑩・2学年】郷土料理調理実習
【⑩・3学年】修学旅行
【⑩・全学年】市総合防災訓練への参加

8 150 TEL 0226-27-4288
FAX 0226-27-5393

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践校

122

気仙沼市
立
新月中学
校

【研究主題】
「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」～場の設定の工
夫を通して～
【特色ある実践等】
○「ＴＭ手帳」：生徒個人が手帳を活用し，家庭学習や生活目標等の自
己管理能力の向上を図っている。
○「サークルタイム」：異学年縦割りグループで，生徒同士が意見交換を
行い，思考力，判断力，表現力向上を図っている。
○「書き写し活動」：新聞コラム等を専用ノートに書き写し，自分の考えを
的確に文章化する力を育成している。
○「生き方を考える学習」：総合的な学習の時間に探究学習を行い，望ま
しい自己実現を目指している。

【②・全学年】親子奉仕活動
【⑤・全学年】文化芸術巡回公演での演劇
ワークショップ
【⑨・2学年】職場体験・職業講話
【⑩・1，3学年】地域研修
【⑩・2学年】ライフプランニング学習
【⑩・3学年】課題探究学習

8 143 TEL 0226-22-5340
FAX 0226-22-5341

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

123

気仙沼市
立
唐桑中学
校

【研究主題】
「わかる授業を目指した学習指導のあり方」～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～
【特色ある実践等】
○地域人材の活用，各種団体と連携した多様な体験活動
○「チーム唐桑」の理念の下，複数担任制，全校体制による指導
○学校歯科校医，栄養教諭と連携した「歯と口の授業」
○「防災」「福祉」「海」をテーマとした探究的な取組
○持続可能で発展的な社会の担い手を育成するための「海洋教育」

【①・1学年】オリエンテーリング・カッター漕
艇
【①・3学年】中ノ浜調査
【③・2学年】高齢者・キャップハンディ体験
【④・3学年】幼稚園児との交流
【⑤・3学年】地域芸能伝承活動
【⑨・2学年】職場体験学習
【⑩・2，3学年】救命救急講習

3 70 TEL 0226-32-3144
FAX 0226-32-3073

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践校

124

気仙沼市
立
津谷中学
校

【研究主題】
「自ら課題を見つけ，探究的，協働的に解決できる生徒の育成」～目的
に応じたICTの活用を通して～
【特色ある実践等】
○本年度の重点目標「具体的重点目標10箇条」を設定し，学校教育目
標の具現化を図っている。
○コミュニティ・スクールとして，地域・学校・家庭が一つとなった生徒の
育成に取り組んでいる。
○ICTツールを活用した学習活動の展開を図り，協働的な学びを通して
深い思考を目指す。

【①・2学年】志津川自然の家での宿泊学習
【②・全学年】ボランティア活動「地域の美化
活動」
【⑨・1学年】地域での職業体験学習
【⑩・2，3学年】「御岳太鼓」の地域文化継承
活動

8 136 TEL 0226-42-2654
FAX 0226-42-2698

R3～R5　県指定
個別最適な学び実践
モデル事業
R5.1.1 8中間公開

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

125

気仙沼市
立
大谷中学
校

【研究主題】
「主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善」～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～
【特色ある実践等】
○総合的な学習の時間「なみま」における地域の人材や環境を生かした
探究的な学習の展開及び地域の魅力の理解と愛着の醸成
○7つの重点努力事項を設定した学校教育目標の具現化への取組
○生徒会執行部中心に行う自治的な活動（エンジョイプロジェクト）の実
施
○幼小中に公民館を加えた防災教育等の実践

【①⑥⑦・全学年】
総合的な学習の時間「なみま」
テーマ「海と生きる大谷地区がより活気づく
ためのプロジェクトを提案し，行動しよう」
【⑨・2学年】職場体験活動（2日間）
【⑩・1学年】リアスアーク美術館・伝承館見
学
【⑩・2学年】リアスアーク美術館見学
【⑩・2学年】救急救命講習

4 80 TEL 0226-44-2004
FAX 0226-44-3742

R4　県指定
学力向上マネジメント
支援事業

R4　市指定
学習状況改善事業実
践校

R4　市指定
海洋教育推進事業実
践校

126

南三陸町
立
志津川中
学校

【研究主題】
「自ら学び考え表現する生徒の育成」～生徒が学びを実感できる学習活
動の工夫を通して～
【特色ある実践等】
○光と緑と夢のある学校づくり
○地域の自然・環境を学ぶ「森里海連環学」
○朝の短学活の活用（朝読書）
○生きて働く防災学習

【⑩・1学年】森里海連環学（志津川自然の
家）
【⑩・2学年】宿泊研修
【⑨・2学年】ハローワークの方の講話を聴
講
【⑩・全学年】規律訓練・防災講話
【⑩・全学年】火焚き・応急処置・普通救急
救命訓練
【⑩・全学年】炊き出し訓練
【⑩・全学年】避難所運営訓練

8 159 TEL 0226-46-3666
FAX 0226-46-3650

R4　県指定
不登校等児童生徒学
び支援教室充実事業

127

南三陸町
立
歌津中学
校

【研究主題】
「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」
～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～
【特色ある実践等】
○防災教育とふるさと南三陸を愛する教育との関連を図った志教育の推
進
○小中連携・地域連携型中高一貫教育による継続的な教育活動の推進

【⑩・1学年】郷土芸能伝承体験学習
【⑨・2学年】職場体験活動
【⑩・全学年】全校生徒が「歌津中学校少年
防災クラブ」に所属し，命を守り，地域の中
で生き生きと活躍することを目標に，生徒自
身の手による避難所運営活動等に取り組ん
でいる。（規律訓練・防災講話・火焚き訓練・
応急処置学習・救急救命訓練・炊き出し訓
練）
【⑩・2，3学年】高校の教員による交流授業
（数学・英語）

3 87 TEL 0226-36-2019
FAX 0226-36-2958

R4 県指定
市町村教育委員会と
の連携による学校サ
ポート事業



（様式１）

＜県立中学校＞

学校名 研究主題，特色ある実践等 主な体験活動 学級 生徒 ＴＥＬ／ＦＡＸ 指定・公開日等

128

宮城県
古川黎明
中学校

【研究主題】
「探究力を備えたイノベーションリーダーの育成」～生徒自らが発見・思
考・交流する学習プログラムの開発～
【特色ある実践等】
○「課題発見力」「情報収集力」「課題解決力」「情報発信力」「想像発想
力」の5つの力の活用を図る学習活動をとおして，学力の充実・向上に努
めている。
○読書記録や新聞記事について，自分の考えを表す「言偏の時間」，計
算練習や関心事項を数学を利用してレポートにまとめる「チャレンジ数
学」，スキットや英語弁論等を通して，コミュニケーション能力を磨く「チャ
レンジ英語」という独自のカリキュラムを導入している。
○いじめの未然防止に係る取組として，全生徒対象の「いじめ防止講
話」を実施している。また，生徒と担任間による二者面談期間を設定する
など，生徒から相談がしやすい体制を整えている。

【①・1学年】宿泊研修（入学直後の4月に集
団活動を実施）
【③・1学年】黎明ボランティア（外部講師を
招き，福祉関係の体験活動を実施）
【⑨・2学年】職場体験学習（2日間にわたり
近隣の事業所等で職場体験を実施）
【⑩・3学年】海外語学研修（卒業間近の3月
に約１週間，オーストラリアで実施）
【⑩・2，3学年】黎明ウォーク（遠足の訪問先
において，様々な体験活動を実施）
【⑩・3学年】大崎耕土フィールドワーク（地元
大崎を題材にして探究活動を実施）

9 313 TEL 0229-22-4260
FAX 0229-22-1024

R4.11.11 公開授業研
究会

R5.2.4 黎明サイエン
スフェスティバル
（スーパーサイエンス
ハイスクール関連事
業）

129

宮城県
仙台二華
中学校

【研究主題】
「主体的・対話的で深い学びを目指した授業づくりの在り方」～国際バカ
ロレアの手法を参考に～
【特色ある実践等】
○本校では，国際バカロレアの教育で掲げられている「概念理解に重点
を置いた指導」を校内研究の柱にし，研究を進めている。深めたい概念
を設定した授業作りや，単元や題材などの時間のまとまりを見通した単
元計画の作成を通して，主体的・対話的で深い学びの実現に努めてい
る。

【①・1学年】年3回の野外巡検（定点観測）
を行い，植生の変化や，生命の多様性およ
び大地の成り立ちを体験を通して学ぶととも
に，体験的・感覚的事象を具体的にデータ
化することで，実証的かつ科学的に問題を
とらえる活動を行っている。

9 314 TEL 022-296-8101
FAX 022-296-8103

R4授業改善教員研
修会
R4.12.16 公開授業研
究会


