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   管内学校教育の基本方針             

 

幼稚園においては，幼稚園教育要領の趣旨を踏まえ，計画的な環境構成を通して，幼児に｢生きる力｣

の基礎を培う教育活動の推進に努める。 

小・中学校においては，学習指導要領の趣旨を踏まえたカリキュラム・マネジメントを実践し，持

続可能な社会の創り手を育成するための教育活動の推進に努める。 

 

 

   重点及び努力点             

１ 幼稚園教育 

 

 

努力点１ 幼児・園・家庭及び地域社会の実態に即した園づくり 

努力点２ 幼児期の発達の特性に応じた指導計画の実践と改善 

 

 

 

努力点１ 幼児理解から出発する保育 

努力点２ 幼児の発達に必要な豊かな体験活動の重視 

 

 

 

努力点１ 家庭や地域社会，関係機関との緊密な連携 

努力点２ 保幼小の連携推進 

 

２ 小・中学校教育 

 

努力点１ 魅力ある行きたくなる学校づくりの推進 

努力点２ 志教育の一層の推進と道徳教育の充実 

努力点３ 健康で安全な生活を営む指導の充実 

 

 

 

努力点１ 教員の教科指導力の向上 

努力点２ 学習習慣の定着と主体的に学ぶ態度の育成 

努力点３ 保幼小，小・中，中・高連携の推進 

 

 

 

努力点１ 児童生徒の実態を踏まえ，家庭・地域・学校が連携・協働した教育活動の推進 

努力点２ 開かれた学校づくりの推進 

努力点３ 一人一人の教育的ニーズへの対応 

Ⅰ 

Ⅱ 

重点１ 豊かな心と健やかな体の育成 

重点２ 確かな学力の育成 

重点３ 家庭・地域と連携・協働した創意ある学校づくりの推進 

重点２ 一人一人の幼児の特性に応じた指導の充実 

重点３ 家庭や地域社会，保幼小との連携の推進 

重点１ 幼児期の発達の特性を踏まえた教育課程の編成と創意に満ちた園経営 



 

１ 学校訪問の実施状況 

 

（１）学校種別ごと訪問状況（校数） 

 訪問種別 気仙沼市 南三陸町 計 

幼稚園 
一般訪問  ５  ０  ５ 

指定校訪問  ０  ０  ０ 

小学校 

一般訪問 １４  ５ １９ 

指定校訪問  ０  ０  ０ 

特別訪問  ０  ０  ０ 

中学校 

一般訪問 １０  ２ １２ 

指定校訪問  １  ０  １ 

特別訪問  １  ０  １ 

計 ３１ ７  ３８ 

※ 指定校訪問…気仙沼市立津谷中学校  特別訪問…気仙沼市立松岩中学校 

※ 感染状況により授業参観はせずに指導案に対する助言等を行った学校も含む。 

 

（２）幼稚園における指導状況（園数５・延べ訪問数５） 

 ３歳児保育 ４歳児保育 ５歳児保育 合 計 

保 育 数 ５ ４ ５ １４ 

 

（３）小学校における指導状況（学校数１９・延べ訪問数２１） 

 国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図工 家庭 体育 外国 道徳 学活 総合 特支 海探 合計 

授業数 １０ １ １３ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ５ ２ ３ ５ ３ ４４ 

  

（４）中学校における指導状況（学校数１２・延べ訪問数１４） 

 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保体 技家 外国語 道徳 総合 学活 特支 合計 

授業数 ５ ４ ５ ４ １ ０ ２ １ ５ ４ １ １ ０ ３３ 

 

 （５）その他（要請訪問：小学校３校，中学校１校） 

                                       （１月末現在） 

○気仙沼市立新月中学校 内容：校内研修会（生徒指導研修会） 

○気仙沼市立面瀬小学校 内容：ESD実践発表授業研究会（生活，総合的な学習の時間）   

    ○気仙沼市立津谷小学校 内容：国語科授業づくり研修会 

    ○南三陸町立戸倉小学校 内容：社会科授業づくり研修会 

    ○南三陸町立戸倉小学校 内容：校内研修会(国語科研究授業及び検討会)  

    

Ⅲ    学校訪問等から見た学校（園）教育の現状       



 

２ 幼稚園教育の現状 

 

 

努力点１ 幼児・園・家庭及び地域社会の実態に即した園づくり          

 

 

 

 

 

 

○ 各園では，幼児の発達，園や家庭及び地域社会の実態に即した教育活動により教育目標

の具現化に努めている。 

○ 「人と関わる姿｣に着目し，地域との連携を推進しながら，幼児のコミュニケーション

力や自己肯定感の育成につながる体験活動に積極的に取り組んでいる。 

○ 保育の様子等は，園だよりや保護者会，園行事等において積極的に情報発信されている。 

○ 学校評価においては，５園全てで自己評価と学校関係者評価を実施し，公表及び設置者

への報告を行っている。 

○ 「園評議員会」を設置し，定期的に意見を聞く機会を設けるなど，よりよい園経営に向

けた取組を行っている。今後もその評価を生かしながら，全教職員，保護者，地域の声を

反映する園経営が望まれる。 

 

努力点２ 幼児期の発達の特性に応じた指導計画の実践と改善               

 

 

 

 

 

 

○ 幼稚園教育要領の趣旨を十分に理解し，幼稚園教育において育みたい資質・能力の育成

を目指した指導計画を作成している。 

○ 幼児一人一人の発達段階に応じて，具体的なねらいと内容を設定し，幼児の興味や関心

を引き出す様々な活動を工夫しながら，個に応じた保育に努めている。 

○ 日常の保育においては，活動の様子や心身の成長について詳細に記録するとともに，教

育活動の反省や自己評価を踏まえた指導計画の見直しを随時行っている。 

○ ｢幼児期の終わりまでに育ってほしい姿｣を一人一人の発達の特性に応じて育っていく

ものとして捉え，実践を通して指導体制や活動等を工夫している。 

重点１ 幼児期の発達の特性を踏まえた教育課程の編成と創意に満ちた園経営 

・ 幼児の発達や園・家庭及び地域社会の実態を的確に把握し，幼稚園の教育目標の具現

化を目指した組織的・協働的で，創意に満ちた教育活動を推進する。 

・ 自己評価や学校関係者評価の計画を教育計画に位置付けるとともに，カリキュラム・

マネジメントと関連付けながら実施する。また，学校評議員の活用等を図りながら，結

果の公表に努めたり，開かれた園づくりを進めたり，教育課程の改善を図る。 

・ 幼児の思いを大切にし，興味や関心を引き出す様々な活動や，心身の調和のとれた発

達を促す多様な体験を適切に位置付けるとともに具体的なねらい及び内容を明確にした

指導計画を作成する。 

・ 実践の評価や累積した記録を基に指導計画を見直し，教育課程の改善に努める。反省

や評価は，｢幼児の発達の理解｣と｢教師の指導の改善｣の両面から行う。 



 

 

 

努力点１ 幼児理解から出発する保育                          

 

 

 

 

 

 

○ 家庭の状況などを踏まえた上での幼児理解を図るとともに，家庭との緊密な連携を図り

ながら幼児の正しい実態把握に努めている。 

○ 幼児一人一人の見取りを丁寧に行っており，幼児のつぶやきを拾い，幼児の気付きを大

切にした保育が行われている。 

○ 幼児の行動と内面を共感的に理解し，一人一人の思いに寄り添い，幼児の特性に応じた

指導・援助等を行っている。 

○ 幼児理解については，各園でその在り方の研修が進められ，園相互の情報交換を実践し

ている。 

○ 配慮を要する幼児については，個別の教育支援計画及び個別の指導計画を作成して，適

切な指導・援助に取り組んでいる。今後も保護者，専門機関等との連携により，より適切

な支援を検討，実施することが求められる。適切な手立てについては，個別の指導計画に

反映させていくことに留意したい。また，困っているのは幼児自身であるという認識のも

と，全ての教師がその幼児の状況や配慮等について正しい理解と認識を深めるとともに，

「チーム保育」の考え方を核として組織的に対応していくことを大事にしたい。 

 

努力点２ 幼児の発達に必要な豊かな体験活動の重視                   

 

 

 

 

 

○ 全ての園において，自然環境を生かした保育活動を展開している。園庭を活用した野菜

や稲の栽培活動や昆虫などの生き物の飼育，身近な海岸での磯遊び等を通して，幼児の五

感を大切にした教育活動が行われている。 

○ 幼児の道徳性の芽生えを培うために，草花の植栽や小動物の飼育，地域で働く人たちと

の交流等を通して，「命を大切にする心」や「他者への思いやり」，「共生の心や態度」，「感

謝する心」を養っている。 

○ 異年齢保育及び近隣幼稚園との交流活動を意図的に設定し，幼児同士の触れ合いを大切

重点２ 一人一人の幼児の特性に応じた指導の充実 

・ 幼児の行動と内面を共感的に理解し，一人一人の幼児の特性に応じた指導・援助を行

う。特別な配慮を必要とする幼児については，関係機関との連携強化を図るとともに，

個別の指導計画・個別の教育支援計画を作成して適切な支援に努める。 

・ 教職員全員で幼児一人一人を育てるという視点に立ち，チームとしての指導体制や活

動形態等の工夫に努める。 

・ 地域の自然や人々，文化，行事等に積極的に触れるなど，豊かな体験が得られるよう

な活動を工夫し，好奇心や探究心を育て，思考力の芽生えを培う。 

・ 身近な人々と親しむ中で，幼児に他者への思いやりや善悪の認識等，規範意識や道徳

性の芽生えを促す。 



 

にしている。 

○ 地域の身近な｢人｣との交流を工夫して，愛情や信頼関係を持つことができるような実践

を行っている。 

 

 

 

努力点１ 家庭や地域社会，関係機関との緊密な連携                     

  

 

 

 

 

 

○ 園だよりや連絡ノートを有効活用したり，保護者が園の活動に参加する機会を設けたり

するなど，家庭との連携を密に図っている。 

○ 家庭生活における実態把握を適切に行いながら，｢はやね・はやおき・あさごはん｣運動

や｢みやぎっ子ルルブル｣の推奨，はみがきカレンダー等の活用を通し，家庭と連携しなが

ら，基本的生活習慣の定着を図っている。 

○ 家庭教育や子育てに関わる事業を積極的に活用し，親の教育力の向上に努めている。 

○ 各幼稚園では，家庭や地域社会，小学校との間で防災教育等の連携を推進し，毎年，防

災計画の見直しを図っている。また，園内外の施設点検を定期的に複数の職員で実施して

いる。 

 

努力点２ 保幼小の連携推進                            

 

 

 

 

○ 全ての園において，幼児期から児童期への発達，学びの連続性を踏まえた教育計画（ア

プローチカリキュラム）を作成し，活用を図っている。 

○ 保幼小連携交流活動の年間計画を作成し，連携が図られている。 

○ 「学ぶ土台づくり」の推進については，リーフレット「みやぎ学ぶ土台づくり」（R3.3）

を活用しながら園だよりや保護者会等おいて積極的に情報発信されている。 

○ 園と小学校の職員間の話合いの場を設定し，｢幼児期の終わりまでに育ってほしい姿｣を

手掛かりに，幼児及び児童の育ちを中心に据えた対話を通して相互理解を更に深めていく

ことが求められる。 

 

重点３ 家庭や地域社会，保幼小との連携の推進 

・ 家庭や地域との連携を進める中で，｢はやね・はやおき・あさごはん｣等の基本的な生

活習慣の定着や規範意識及び道徳性の醸成を図る。また，保護者との情報交換の機会や

保護者と幼児とが触れ合う活動の機会を設けるなど，幼児期の教育について保護者の理

解が深まるように努める。 

・ 幼児の安全確保のために，緊急事態に迅速かつ適切に対応できる危機管理マニュアル等

を整備するとともに，その周知徹底を図る。 

・ 小学校との接続期におけるアプローチカリキュラムの実践・見直しに努める。また，

幼稚園教育が小学校以降の生活や学習の基礎を築くことの意義を踏まえ，｢学ぶ土台づく

り｣の推進に努める。 



 

３ 小・中学校教育の現状 

 

 

努力点１ 魅力ある行きたくなる学校づくりの推進                    

 

 

 

 

 

○ 学校経営の重点目標や重点施策として，よりよい人間関係づくりや居場所のある学級づ

くりを掲げ，児童生徒が安心して学校生活を送ることができる取組を行っている。 

○ 令和４年度みやぎ「行きたくなる学校づくり」推進事業では，条南中学校区（条南中・

九条小），気仙沼中学校区（気仙沼中・気仙沼小）が推進地区となり，児童生徒への意識

調査を活用し，居場所づくりと絆づくりを大切にした取組を通して，新たな不登校を生ま

ない学校づくりを積極的に推進した。＊条南中学校区は令和３年度から継続 

○ 志津川中学校区（拠点校［中学校１校］，連携校［小学校３校］）及び歌津中学校区（中

学校１校，小学校２校）においては，平成３１年度～令和２年度で県の事業は終了したが，

町の事業として引き続き取り組んでいる。 

○ 自己有用感や自己肯定感を育むため，各教科や特別活動等における生徒指導の三機能を

意識した指導がなされている。学びの土台として，教師との信頼関係や児童生徒同士の共

感的な人間関係を大切にしている。 

○ 学校生活アンケート等の定期的な実施や生徒指導に関する日常的な情報交換を通して，

児童生徒一人一人の状況の把握に努めている。教育相談については，年間予定に位置付け

ている学校が多く，ＳＣやＳＳＷとの連携を図りながら取り組んでいる。学校の規模によ

り，ＳＣとの全員面談を実施している学校もあり，児童生徒の心のケアに積極的に努めて

いることがうかがえる。 

○ いじめを認知することは，その解消に向けたスタートラインであるという認識に立ち，

積極的な認知を行っていくことが求められる。管内の「いじめの認知」に関しては，低学

年の割合が低く，全体的に少ない傾向にある。いじめ防止対策推進法に基づく認知を行う

ことを改めて確認していく。併せて，「重大事態」は，事実関係が確定した段階で「重大

事態」としての対応を開始するのではなく，「疑い」が生じた段階で調査を開始しなけれ

ばならないことを認識することが必要である。 

○ 不登校支援は，管内でも大きな課題である。児童生徒，保護者の心に寄り添い，最大限

の理解と支援をしていくことが求められる。ＳＣやＳＳＷへの相談，児童相談所，子ども

家庭課など行政機関との連携，県教委発行のリーフレットの活用，さらには，文部科学省

の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」

重点１ 豊かな心と健やかな体の育成 重点１ 豊かな心と健やかな体の育成 

・ あらゆる機会を捉えた児童生徒理解と豊かな人間関係の確立を図るとともに，居場所

づくりと絆づくりを大切にした「魅力ある行きたくなる学校づくり」に努める。 

・ 教育相談体制を充実させ，児童生徒の心のケアやいじめ・不登校等の未然防止及び早

期発見・早期対応など児童生徒の立場に立った組織的・計画的な取組に努める。 



 

（Ｈ29．3．31），「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」（Ｒ元．10．25）

にある「不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方」を理解し，保護者，地域の理

解のもと全教職員体制で組織的に対応していくことが必要である。 

○ 「令和４年度みやぎ小・中学生いじめ防止動画コンクール」への参加について，小・中

学校から１７校１８作品の応募があった。今後も，児童生徒が主体的にいじめの問題に向

き合い，自分事として取り組んでいくことを大事にしたい。 

 

努力点２ 志教育の一層の推進と道徳教育の充実                       

 

 

 

 

 

○ 志教育については，全体計画及び年間指導計画が作成され，３つの視点に基づき，各教 

科等との学習と関連付けながら取り組んでいる。特に，海洋教育，防災教育，ＥＳＤ，ふ

るさと教育などの取組を通して，児童生徒が地域の一員として果たすべき役割や将来の

生き方などについて主体的に考える態度を育む活動の充実を図っている。また，キャリ

アパスポート・志シートを自校化して活用し，児童生徒自身が活動を振り返り，次への目

標や活動の見通しを持てるように工夫した取組が見られるが，更なる効果的な活用が求め

られる。 

○ 「志教育」をすべての教育活動の中心として全校体制で進めている学校が見られる。ま

た，児童生徒の将来の夢につながる学習活動や体験活動を意図的，計画的に実施するため

に，横断的・総合的カリキュラムの実践を図り，志教育の推進している。「みやぎの先人

集『未来への架け橋』」の活用も図られている。 

○ 道徳教育の充実については，児童生徒及び学校や地域の実態を踏まえた全体計画を作成 

し，学校教育活動全体を通じた道徳教育を推進している。道徳教育の目標及び児童生徒の 

実態を踏まえた重点目標を設定し，関連する内容項目の重点化を図りながら指導に努めて 

いることがうかがえる。学習指導要領に基づいた「考え議論する道徳」を目指す授業づく

りが更に求められる。 

 

    努力点３ 健康で安全な生活を営む指導の充実                      

 

 

 

 

 

○ 各校において，文部科学省等から発出される通知等を基に変化する状況を捉えながら新

・ 児童生徒の体力・運動能力や健康状態を的確に把握し，体育や食育の日常的な指導の

充実に努める。 

・ 安全・安心な学習環境の整備に努めるとともに，児童生徒の発達の段階に応じた系統

的な防災教育を推進する。 

・ 学校や地域の特色を生かした取組を通して，自らの生き方について主体的な探求を促

す志教育を推進する。 

・ 道徳科を要とし，各教科等の特質に応じて，児童生徒の発達の段階を考慮し，教育活

動全体を通じた道徳教育の充実に努める。 



 

型コロナウイルス感染症予防対策を行い，様々な工夫や手立てを講じることで，児童生徒

が安心して学校生活を送ることができた。 

○ 健康な体づくりについては，「はやね・はやき・あさごはん」を推奨するとともに，毎

日の生活を振り返ることができる健康チェックシートなどを活用するなど，家庭との連携

を図りながら基本的な生活習慣の定着に努めている。 

○ 体力・運動能力の向上については，体育科・保健体育科の授業を核としながら，教育活

動全体を通じた取組がなされている。小学校においては，外遊びの奨励や「Ｗｅｂ運動広

場（マラソン・短縄とび・長縄跳び）」を積極的に活用している学校が増えている。 

○ 徒歩通学を奨励し，基礎体力の向上を目指している学校が見られる。 

○ 防災教育については，総合的な学習の時間における防災学習や業前時間における活動を

通して，児童生徒の防災・安全への意識を高めるとともに，危険予測及び危険回避能力等

の向上を図る取組が多く見られる。 

 

 

 

努力点１ 教員の教科指導力の向上                    

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 指導主事学校訪問や校内研究での実践授業については，計画的な協働による授業づくり

を通して，児童生徒の実態把握や単元構想，指導の手立て等について検討を重ね，模擬授

業や先行授業を行いながら授業を作り上げている学校が多く見られた。分科会における事

後検討会の様子からは，授業づくりメンバーの一員であるという意識やよりよい授業を作

り上げていこうとする思いが強く感じられた。さらに，学習指導要領に基づいた育成を目

指す資質・能力の理解を図るとともに，学習指導要領の趣旨の実現に向けた「個別最適な

学びと協働的な学びの一体的な充実」を図る授業づくりを目指した話合いを行うことが求

められる。 

○ 学習規律の定着や学習習慣の形成を図るとともに，「学力向上に向けた５つの提言」を

踏まえた指導がなされている。併せて，授業のねらいの明確化と振り返りの充実を図るな

ど，各校において市町教育委員会の方針に基づきながら，「主体的・対話的で深い学び」

の視点からの授業改善が進められている。 

○ 学力向上マネジメント支援事業を推進する学校では，標準学力調査を活用し児童生徒一

重点２ 確かな学力の育成 

・ 教員一人一人の「授業力構想」や「授業実践」など指導力の向上を図るため，協働に

よる授業づくりの一層の推進，充実を図る。 

・ 児童生徒の意識，学習状況を適切に捉え，授業のねらいの明確化と振り返り活動の充

実を図るとともに，「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に努める。  

・ 思考力・判断力・表現力等を育てるために，授業における論理や思考，コミュニケー

ション，感性・情緒の基盤となる言語活動を充実させる。 

・ 各教科等の特質やねらいに応じ，ＩＣＴを積極的に活用した学習指導に努める。 



 

人一人の学習状況の達成率に着目しながら指導改善に努め成果が見られた。 

○ １人１台端末により，指導のねらいや学習場面に応じて，積極的にＩＣＴ活用を図る授

業が行われている。引き続き，授業においてＩＣＴの活用を目的化せず，道具としてその

よさを教師が指導に生かしたり，児童生徒が使いこなしたりすることが求められる。 

○ 学習指導要領の趣旨及び内容を踏まえ，育てたい資質・能力の育成を目指した指導計画

の作成と授業づくりがなされている。指導目標及び内容を踏まえた評価規準を作成し，評

価方法の工夫改善に努めながら，指導と評価の一体化を進めていくことが一層求められる。 

 

努力点２ 学習習慣の定着と主体的に学ぶ態度の育成                        

 

 

 

○ 学習習慣の形成と学習内容の定着を図るため，手引きや学習カード等を活用しながら授

業とのつながりを持たせた課題への取組を進めている。中学校においては，家庭学習への

取組に加え，毎日の家庭での過ごし方を自己管理できるようにした手帳を活用している学

校も見られる。 

○ 特に小学校段階においては，家庭学習の重要性について引き続き家庭への啓発を図り，

連携を深めていくことが大切である。 

 

努力点３ 保幼小，小・中，中・高連携の推進                    

 

 

 

 

○ 小・中学校においては，相互に授業参観（指導主事学校訪問時を含む）を行うなど，互い

の指導内容・方法について理解する場を設けている。また，児童生徒の相互理解に努め，生

徒指導に関する情報や取組等を共有するなど，連携推進が図られている。気仙沼市では，合

同研修会（月に１回）を設けている。 

○ 小学校入学に向けたアプローチカリキュラムや，保育所，幼稚園等とのつながりを意識し

たスタートカリキュラムが各校・園で作成され，保育所，幼稚園等と小学校との円滑な接続

に努めている。 

○ 南三陸町・連携型中高一貫教育事業では，高校見学会や中学校避難所訓練見学，授業参観，

部活動連携などの交流がなされている。学校の特色を生かし，交流することのよさを生徒自

身が感じられることを大切にしたい。 

 

 

 

・ 家庭学習の内容を吟味し，授業と家庭のサイクルを確立することで学習内容の確実な

定着を図り，主体的に学習しようとする態度を育成する。 

・ 相互の授業参観や協働による授業実践，情報交換等を積極的に行い，異校種の指導内

容や指導方法について相互理解を深め，学びの系統性や発達の段階に配慮した切れ目の

ない指導を行う。 



 

 

 

 

努力点１ 児童生徒の実態を踏まえ，家庭・地域・学校が連携・協働した教育活動の推進   

 

 

 

○ 社会科や生活科，総合的な学習の時間において，地域の学習素材や人材等を活用した学

習に積極的に取り組み，特色ある教育活動を展開している。地域との連携・協働の下，地

域に根差した体験的な学習を通して，児童生徒に地域や社会とのつながりを実感させ，地

域の一員として生きようとする志教育にもつながっている。 

○ ＥＳＤの推進については，地域の環境や産業，防災教育，海洋教育，国際理解，食育等

をテーマとして，地域や関係機関との連携を図りながら取り組んでいる。校内研究として

取り組んでいる学校もあり，ＥＳＤの視点に基づいた学習活動の実践を重ね，主体的に学

ぶ力と実践力の育成を図っている。 

 

努力点２ 開かれた学校づくりの推進                          

 

 

 

○ 教育活動に関するアンケート等を通して保護者や地域の方々の願いや要望の把握に努

め，自己評価を実施しながら教育課程の改善を図っている。また，学校評議員会を開催し，

学校運営についての意見を基に，よりよい学校づくりに取り組んでいる。 

○ コミュニティスクール（学校運営協議会制度）として，地域との連携・協働の下，安全・

安心な学校づくりや防災教育・安全教育，伝統芸能の継承等の推進に取り組んでいる。 

○ ホームページ等による積極的な情報発信を行っている学校が多い。学校の経営方針や学

校情報を提供したり，保護者，地域の知りたい情報を発信したり，家庭で取り組める学習

情報を提供したりするなど，効果的な取組がなされている。 

 

努力点３ 一人一人の教育的ニーズへの対応                          

 

 

 

 

○ 特別支援教育全体計画を作成し，特別な支援を必要とする児童生徒（発達障害を含む）

に対する組織的・計画的な支援に努めている。一人一人の学びを保障するために，実態の

把握や指導方針の確立，適切な支援体制を確立することなどが大切である。今後も，特別

重点３ 家庭・地域と連携・協働した創意ある学校づくりの推進 

・ 家庭・地域と学校が連携・協働の下，持続可能な社会づくりの担い手の育成を目指し，

地域素材や人材を活用した教育活動を展開し，その継続・発展に努める。 

・ 保護者や地域社会の期待と要望を把握し，経営方針や教育活動の策定に生かすともに，

積極的な教育活動の公開に努める。 

・ 障害の有無によらず，多様な個性を持つ全ての児童生徒の心豊かな生活と共生社会の

実現を目指し，柔軟で連続性のある多様な学びの場を構築するとともに，きめ細かな教

育を展開する。 



 

支援教育コーディネーターが中心となり，保護者との合意形成を進めながら個別の教育支

援計画及び指導計画の作成とその活用を図ることが必要である。 

○ 小学校において特別支援学級及び通級による指導を受けていた児童が進学する際，保護

者同意の下，個別の教育支援計画を進学先へ適切に引き継ぐことが大切である。また，進

学先の中学校において，通常の学級に在籍する（あるいは通級による指導を受けない）場

合においても，その後において活用することを考慮して，小・中学校間での引き継ぎを確

実に行うことが必要である。 



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〉


