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教育センター
第10･11研修室

講義・演習 社会科授業づくりｊの基本

総合初等教育研究所 参与 北 俊夫 氏

5

8月3日 14:00-16:45

教育センター
第２･３研修室

講義・演習 今求められる授業づくりの工夫～Chromebookを活用した実践事例～

仙台市立中学校 教諭
教育センター指導主事

5

0204 授業づくり研修１ 小学校算数科研修（第２回）

7月29日 9：45-12：00

教育センター
大研修室

講話・演習

数学的活動を通して算数好きを育てる授業づくり
～細水先生と一緒に算数の授業づくりについて学びましょう～

元筑波大学附属小学校 副校長
明星小学校 校長

細水 保宏 氏

10

0204 授業づくり研修１ 小学校算数科研修（第３回）

7月29日 13：00-16：00

教育センター
大研修室

講話・演習

数学的活動を通して算数好きを育てる授業づくり
～細水先生と一緒に算数の授業づくりについて学びましょう～

元筑波大学附属小学校 副校長
明星小学校 校長

細水 保宏 氏

10

0204 授業づくり研修１ 小学校算数科研修（第６回）

11月17日 14：30-16：45

教育センター
第10･11研修室

講話・演習 主体的・対話的で深い学びにつながる授業づくり

宮城教育大学 准教授 市川 啓 氏

0205 授業づくり研修１ 中学校数学科研修（第３回）

10月28日 14:30-16:45

教育センター
第4研修室

講義・演習 「主体的・対話的で深い学びにつながる授業づくり」

東北福祉大学 准教授 菅原 敏彦 氏

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第１回）

6月8日 14:00-16:45

教育センター
理科研修室

新しい学習指導要領における小学校理科の資質・能力を育む授業づ
仙台市立小学校 教諭
実習・講義 くり
教育センター指導主事
・第６学年の単元

5

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第２回）

6月24日 14:00-16:45

教育センター
第10・11研修室

新しい学習指導要領における小学校理科の資質・能力を育む授業づ
仙台市立小学校 教諭
実習・講義 くり
教育センター指導主事
・第５学年の単元

5

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第３回）

7月29日 9:00～11:45

教育センター
理科研修室

新しい学習指導要領における小学校理科の資質・能力を育む授業づ
仙台市立小学校 教諭
実習・講義 くり
教育センター指導主事
・第４学年の単元

5

0206 授業づくり研修１ 小学校理科研修（第４回）

8月1日 9:00～11:45

教育センター
理科研修室

新しい学習指導要領における小学校理科の資質・能力を育む授業づ
仙台市立小学校 教諭
実習・講義 くり
教育センター指導主事
・第３学年の単元

5

0208 授業づくり研修１ 中学校理科研修（第1回）

8月23日 14:30-16:45

教育センター
理科研修室

講義・実習 仙台の地域特性を生かした授業づくり

東北学院大学 文学部 教育学科
教授 長島 康雄 氏

10

0209 授業づくり研修１ 小学校生活科研修（第1回）

6月15日 14:30-16:45

教育センター
大研修室

講義・演習 「資質・能力の育成と学習評価」（仮）

宮城教育大学 教育学研究科高度教職実践専攻
東北学校教育共創機構 特任教授 猪股 亮文 氏

10

0209 授業づくり研修１ 小学校生活科研修（第2回）

7月14日 14:30-16:45

教育センター
第２・３研修室

講義・実践 ・気付きの質が高まる生活科の授業づくりの実際（仮）
発表
・ICT（１人１台端末）を活用した生活科の授業づくりの実際（仮）

仙台市立小学校 教諭
教育センター指導主事

10

0210 授業づくり研修１ 小中音楽科研修（第1回）

6月25日 15:00-16:45

教育センター音楽研
修室

講義
演習

授業づくりの実際（歌唱指導・指揮法編）学芸会の指導ポイン
教育センター指導主事
ト含む

5

0210 授業づくり研修１ 小中音楽科研修（第３回）

9月3日 14:00-16:45

教育センター音楽研
修室

講義
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
教育センター指導主事
本編）

5

0212 授業づくり研修１ 小中学校家庭科研修（第２回）

8月19日 14:30-16:45

教育センター
家庭科研修室

講義・実技 生活を豊かにする衣生活の実技について

教育センター
情報教育研修室2

講義・演習

0202 授業づくり研修１ 小学校社会科研修（第１回）

7月29日 14:00-16:45

0203 授業づくり研修１ 中学校社会科研修（第１回）

0213 授業づくり研修１ 中学校技術科研修（第1回）

11月16日 14:30-16:45

仙台市立小中学校教諭

双方向性ネットワークプログラミングを仙台市立学校で活用するため 仙台市立小中学校教諭
の授業例の紹介
教育センター指導主事

10
5
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0213 授業づくり研修１ 中学校技術科研修（第2回）

12月14日 14:30-16:45

教育センター
情報教育研修室2

講義・演習 Chromebookの授業における活用方法について（仮）

宮城教育大学 講師 板垣 翔大 氏
教育センター指導主事

10

0214 授業づくり研修１ 小中学校体育・保健体育科研修（第2回）

10月28日 14:30-16:45

教育センター
第10・11研修室

講義・演習 ・「単元の評価規準」の設定の仕方について
実践発表 ・運動を苦手とする児童生徒も楽しめる体育の授業づくりの実際

教育センター指導主事
仙台市立小中学校教諭

10

東京家政大学 教授 太田 洋

5

0215 授業づくり研修１ 小学校外国語活動・外国語科研修（第1回）

6月1日 14:30-16:45

教育センター
大研修室

講義

0215 授業づくり研修１ 小学校外国語活動・外国語科研修（第2回）

10月28日 14:30-16:45

教育センター
第９研修室

講義・演習 「海外と教室をつないだオンライン学習を体験しよう」（予定）

Vector International Academy校長 Mari Kato（予定）

5

教育センター
第101・11研修室

講義

文部科学省 調査官 山田 誠志

5

仙台市立小学校 教諭

5

0216 授業づくり研修１ 中学校外国語科研修（第1回）

8月2日 14:30 -16:45

「小学校外国語 授業づくりのポイント」（仮）

「使いながら身に付ける英語教育の実現に向けて」（仮）

0257 授業づくり研修２ 外国語活動・外国語科研修（第1回）

１０月～２月 13:30 -16:45

仙台市立小中学校

授業参観・
小学校外国語活動・外国語科の授業参観と校種連携に関する協議
協議

0257 授業づくり研修２ 外国語活動・外国語科研修（第2回）

１０月～２月 13:30 -16:45

仙台市立中学校または
高等学校

授業参観・ 中学校 または 高等学校の外国語科の授業参観と校種連携に関する
仙台市立中学校 または 高等学校 教諭
協議
協議

教育センター
第８研修室

実践発表

11月18日 14:30-16:45

教育センター
第10・11研修室

講義・演習 小・中・高の接続を踏まえた国語科授業の在り方

12月7日 14:30-16:45

教育センター
第10･11研修室

講義・演習

11月18日 14:30ｰ16:45

仙台市科学館

0218 授業づくり研修１ 小中学校総合的な学習の時間研修

0250 授業づくり研修２ 国語科研修

0252 授業づくり研修２ 算数・数学科研修

0253 授業づくり研修２ 理科研修（第２回 科学館）

12月2日 15:00-16:45

5

仙台市立小学校 教諭
仙台市立中学校 教諭

10

東北学院大学 教授 渡辺 通子 氏

10

文部科学省 学力調査官 稲垣 悦子

10

講義・実習 「科学館で学ぶ，観察・実験を生かした授業づくり」

仙台市科学館指導主事

20

講義・実践
「指導と評価の一体化」を図る学習評価の在り方
発表・演習

文部科学省 教科調査官 平田 朝一 氏
宮城県内・仙台市立学校教諭

10

子供たちの資質・能力を育む総合的な学習の時間の授業実践

算数科・数学科における系統性を意識した授業づくり
～全国学力・学習状況調査の結果を踏まえた授業改善～

0255 授業づくり研修２ 図工・美術科研修

7月27日 10：00-16:00

教育センター
第10・11研修室
図工・美術研修室

0256 授業づくり研修２ 体育・保健体育科研修（第1回）

7月14日 14:30-16:45

教育センター
講義・演習 児童生徒が意欲的に取り組むための体育指導と授業づくりの実際
第２・３研修室，アリーナ

学校法人 東北文化学園大学 特任教授 渡部

0256 授業づくり研修２ 体育・保健体育科研修（第2回）

12月9日 14:30-16:45

教育センター
第10・11研修室

講義・演習 保健の授業におけるICT機器を活用した授業づくりの実際

文部科学省スポーツ庁 教科調査官 横嶋 剛 氏

10

力 氏

10

0259 授業づくり研修２ 特別活動研修（第１回）

7月6日 14:30-16:45

教育センター

講義・演習 児童生徒理解に基づいた学級づくり

東京学芸大学 准教授 末松 裕基

15

0259 授業づくり研修２ 特別活動研修（第２回）

12月14日 14:30-16:45

教育センター

実践発表・
GIGAスクール構想のもとでの特別活動の指導について
演習

仙台市立小・中学校教諭,

15

教育センター
第10・11研修室

講義

宮城教育大学 教授 田端 健人 氏

10

0300 トピック研修

言語活動研修

11月9日 14:30-16:45

対話型授業についての基本と指導法の工夫と評価

2/3

令和４年度 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

学生が参加可能な研修一覧(予定） 2022/5/16現在
内容等

場所

講師等

学生
定員

0308 トピック研修

人権教育研修（第１回）

9月21日 14:30-16:45

教育センター
第２・３研修室

講義・演習

外国人児童生徒の抱える課題や校内での指導体制のポイント
※0309国際理解教育研修との共催

多文化共生センター職員
仙台市小中学校教諭

10

0308 トピック研修

人権教育研修（第２回）

10月18日 14:00-16:45

教育センター
第10･11研修室

講義

学校の中の性的マイノリティ
～性的マイノリティ当事者からのメッセージ～

レインボー・アドボケイツ東北 代表 小浜 耕治 氏
LGBT当事者（２名を予定）

10

0308 トピック研修

人権教育研修（第３回）

11月16日 14:30-16:45

教育センター
第10・11研修室

SNSに関するワークショップを行い，インターネットを通じた人権侵害
講義・演習 について学ぶ
※0303 情報モラルSNS研修との共催

LINE株式会社 インストラクター

10

0309 トピック研修

国際理解教育研修・日本語指導担当者研
修

9月21日 14:30-16:45

教育センター
第２・３研修室

講義・演習 外国につながる児童生徒に対する支援について（仮）

仙台多文化共生センター 担当者
仙台市小中学校教諭

0310 トピック研修

消費者教育研修

8月3日 10:00-12:00

教育センター
第９研修室

講義・演習 「学校教育における消費者教育の実践とSDGｓとの関連」

横浜国立大学 教授 松葉口 玲子 氏

0303 トピック研修

情報モラルSNS研修

教育センター
第10・11研修室

子どもを取り巻くインターネット，ＳＮＳについての現状と児童生徒の人
講義・演習 権意識を高めるための指導方法
LINE株式会社 インストラクター
※0303 人権教育研修との共催

10

0306 トピック研修

インクルーシブ教育システム研修（第2回）

9月28日 14:30-16:45

教育センター
大研修室

講義・演習 発達障害の理解と授業づくり（仮）

尚絅学院大学 教授 小池 敏英 氏

10

0306 トピック研修

インクルーシブ教育システム研修（第3回）

11月22日 14:30-16:45

教育センター
大研修室

講義

発達障害理解と二次障害の予防（仮）

宮城教育大学 教授 植木田 潤 氏

10

0306 トピック研修

インクルーシブ教育システム研修（第4回）

12月7日 14:30-16:45

教育センター
大研修室

講義

発達障害者の進学及び就労の現状と課題
～当事者の方ら学ぶ～

発達障害当事者の方
NPO法人 自閉症ピアリンクセンターここねっと

10

0307 トピック研修

環境教育研修

7月27日 14:30-16:45

教育センター
理科研修室

講義

SDGsと環境教育 水産の視点からの授業づくり

宮城教育大学 教育学部 准教授 棟方 有宗 氏

10

0307 トピック研修

環境教育研修

11月4日 14:30-16:45

教育センター
理科研修室

講義

地球の自然環境とエネルギー問題のゆくえ 持続可能な社会へ

東北エネルギー懇談会 常務理事 伊勢田 晋 氏
東北放射線科学センター 部長 八柳 善隆 氏

10

11月16日 14:30-16:45

5
10
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