
                                                              平成３０年１０月３０日 
仙台市内各小学校長 様 
仙台市内特別支援諸学校長 様 

仙台市小学校教育研究会 
会 長  堤  祐 子 

                                                                     (仙台市立立町小学校長) 
 

第２回 教科外研究会について（ご案内） 
 
このことにつきまして，下記のとおり開催いたします。 
つきましては，ご多用の折恐縮ですが，ぜひご参加くださいますようお願い申し上げます。なお，貴職下職

員の参加につきましても，ご高配を賜りますようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 期 日  平成３０年 １１月 ７日（水）    ※特別支援教育部会は，別日の開催です。 
                          ※統計教育部会は開催しません。 
２ 会場・開始時刻・内容一覧                              

部会名                 会 場 ・ 開始時刻 ・ 内 容 等                   

道 徳 

平成３０年１１月 ７日（水） 授業開始 １４：００～  検討会 １５：００～ ※敬称略 

地区 会場 授業者・主題名・資料名 指導助言 

１・７地区 八木山南小学校 

佐藤 智香 教諭 １年 

「ええところ」 

A個性の伸長 

 

佐藤 美知子 

（高森東小 教頭） 

２・３・４地区  将監小学校 

村上 航太 教諭 ６年 

「白神山地」 

C郷土愛 

 

奥田 実佳 

（上杉山通小 教頭） 

５・６地区 沖野東小学校 

小野寺 由美子 教諭 １年 

自作教材 

「まあちゃんのゆめがしゅう」 

A希望勇気，努力と強い意思 

柳生 博之 

（大和小 教頭） 

保健教育 

平成３０年１１月 ７日（水）１３：４０～（受付） １４：００～（授業公開） 

地区・会場 学年 授業者 題材名 指導助言者 

第１地区 

馬場小 

 

６ 
須藤 啓太 教諭 

星野 郁佳 養護教諭 

 

生活習慣病の予防 

 

人来田小学校 

高橋 伸二 校長 

第４地区 

将監西小 

 

５ 
野口 邦彦 教諭 

熊谷 幸子 養護教諭 

 

こころの健康 

南光台東小学校 

横橋 純夫 校長 

 第６地区 

荒町小 
１ 

後藤 幸恵 教諭 

佐々木小百合 養護教諭 

 

６ちゃん（６歳臼歯）を

守ろう 

 

荒町小学校 

佐藤 潤一 校長 

 

学校 

図書館 

 平成３０年１１月７日（水）１４：００～ （受付１３：３０～） 

授業会場 授業者 教科・単元名・題材名等     指導助言者 

館小学校 菅原 路子 先生 
４年：学級活動 

「 “すてきな言葉” を集めよう 」 

川平小 校長 

五十嵐 誓 先生 

田子小学校 髙橋 千晶 先生 

５年：国語科 

「和の文化をうけつぐ 

－和菓子をさぐる」 

湯元小 校長 
菅原 孝代 先生 

視聴覚 

日 時 平成３０年１１月７日（水）１４：００〜１４：４５ 

会 場 仙台市立錦ケ丘小学校 

内 容 

 
5年 体育 

 単元 「ク—ルジャパン in 錦ケ丘」（表現） 予定 
 場所 多目的スペース 
 授業者 青木 孝弘先生 

 

 

 

 

 



 

部会名 会 場 ・ 開始時刻 ・ 内 容 等 

特別支援 

教育 

平成30年度 第56回 東北特研宮城大会(11月15日～16日)に代えて実施。 

詳細については，別途各学校に配布済の二次案内をご参照ください。 

1日目：平成30年11月15日（木） 場所：宮城教育大学（講堂）受付13：00～ 全体会13：30～  

講師：品川裕香氏 教育ジャーナリスト・編集者  

演題：「特別支援教育をベースにした学校や学級作り」      

  2日目：平成30年11月16日（金）  場所：仙台市内各学校 受付9：00～ 公開授業 9：20～  

特別活動 

 

平成３０年１１月７日（水） 受付 13:30~  授業 14:00~  検討会 15:00~16:30  （敬称略） 

地区 会場 学年 授業者 指導助言者 指導講評 

１ 八木山南小学校 ２ 佐久閒 千枝 
石垣 恵   

（金剛沢小学校教頭） 

髙橋 和之 

（鶴巻小学校校長） 

２ 錦ヶ丘小学校 ６ 戸村 汐里 
大友 英之 

（川前小学校教頭） 

堀江 孝浩 

（東仙台小学校校長） 

３ 高森東小学校 ６ 鹿内 隆世 
濱本 健 

（高砂小学校主幹教

諭） 

手代木 吉之 

（附属小学校副校長） 

４ 将監西小学校 ６ 水戸 愛美 
及川 勝成 

（鶴谷東小学校教頭） 

熊谷裕行 

（向陽台小学校校長） 

５ 幸町南小学校 ２ 小野寺 詳子 
福岡 徹也 

（岩切小学校教頭） 

多賀野 修久 

（泉松陵小学校校長） 

６ 荒町小学校 ２ 阿部 真依 
吉田 正太朗 

（宮城野小学校教頭） 

後藤 芳浩 

（中野栄小学校校長） 

７ 南材木町小学校 ５ 髙橋 舞 
勢藤 芳弘 

（東四郎丸小学校教頭） 

    齋藤 浩一 

（長町南小学校校長） 

生徒指導 

平成３０年１１月７日（水） 14:00～14:00-14:45 授業  15:00～15:45 研究発表 

15:45～16:30 質疑・討議    16:30～16:40 指導助言 （敬称略） 

地区 会場 授業者・発表者 指導助言者 

１，６，７ 沖野小学校 

授業者 鈴木一裕 (沖野) 

発表者 石橋康弘 (柳生) 

発表者 鈴木崇洋 (富沢) 

早坂順子教頭（東二） 

 ２，３ 国見小学校 

授業者 小林道治 (国見) 

発表者 佐藤 圭 (八幡) 

発表者 山家 宏 (南吉成) 

千葉博久校長（中田） 

 ４，５ 泉松陵小学校 
授業者 安倍彰人 (泉松陵) 

発表者 佐々木将治 (松森) 
佐藤信哉校長（岩切） 

学校給食 

日 時 平成３０年１１月７日（水）15：00～ 

会 場  仙台市教育センター 10・11研修室 

内 容 

１ 開会挨拶 

２ 講話 15：00～15：50 

 「学校生活管理指導（アレルギー疾患用）の新規様式について」 

健康教育課 渡邊由美子 指導主事 

 給食運営係 齋藤ミユキ 指導主事 

３ 研修 16：00～16：45 

（１） 地区ごとの研修 

① 地区研究について（各地区からの経過報告等も含む） 

② 研究集録作成準備について 

４ 閉会挨拶 

統計教育 今回は実施せず 

外国語 

活動 

 平成３０年１１月７日（水）受付１３：４５～  授業開始１４：００～      （敬称略） 

ブロック Ａ（１・２・３地区） Ｂ（４・５・６・７地区） 

会 場 仙台市立愛子小学校 仙台市立南光台東小学校 

 場所・学年 English room・３年 視聴覚室・６年 

授業者 佐々木ゆり愛 尾形 英亮 

単元名 「what`s this?」let`s try 1 unit8 
 

「what`s do you want to be」将来の夢・職業 


