平成 30 年度二戸市学力向上推進事業について
二戸市教育委員会
１

ねらい
学力向上推進事業は、教育委員会と学校が一体となって教員の授業力向上と児童生徒の確かな学力
の定着を図ろうとするものである。具体的には、基礎的な学習内容は何度も繰り返し学ばせしっかり
身に付けさせること、考える力が身に付くよう授業に考える活動を取り入れることを重点に掲げ、授
業力向上のための教員研修と学力向上のための授業実践の充実に努め、児童生徒の学力向上を目指す
ものである。

２

教育委員会事業

（１） 学力向上推進監訪問
【目 的】
これまでの授業改善の取組について、諸調査結果と実際の授業の様子からその成果と課題を検
証し、今後の方向性についての協議をとおして、市内各校の学力向上への取組改善の推進に資す
る。
【概 要】
＜期 日＞

前期：５月下旬～７月上旬
後期：11 月上旬～12 月上旬
※各学校は前・後期のいずれかを選択する。
（最低年１回訪問する）
※前・後期の両方(年２回の訪問)を希望しても構わない。

＜対 象＞

各校の副校長と学力向上担当者

＜内 容＞
・午前：全教員の授業を参観
・午後：学力向上に向けた取組の進め方についての協議
（２） 学力向上ヒアリング
【目 的】
今年度の重点指導事項である「学力保障」において、諸調査結果の分析活用や「まなびフェス
ト」策定等を通した各校の学力向上取組による成果や課題を検証し、ヒアリングをとおして、市
内各校の学力向上への取組改善の推進に資する。
【概 要】
＜期 日＞

平成３１年

１月 ９日（水）
・１０日（木）
・１１日（金）

＜対 象＞

各校の校長と学力向上担当者

＜内 容＞
以下の３点について協議を行う。
・平成 30 年度二戸市重点指導事項に関する成果と課題について
・平成 30 年度の「まなびフェスト」に関する成果と課題について
・学力分析（全国・県の学習状況調査等）に基づく学力向上の取組について

（３） 学力向上講演会
【目 的】
学力向上に関わる課題を解決するために、先進的な理論、実践等について学び、今後の学力向
上に向けた取組改善の推進に資する。
【概 要】
＜期 日＞

平成３１年１月１０日（木）

＜会 場＞

二戸市立福岡中学校

＜対 象＞

二戸市全教員

＜内 容＞
・○○○○氏による講演
３

教育研究所事業

（１） 学力分析委員会
【目 的】
ア 二戸市内の児童・生徒の学力の全国学力・学習状況調査の結果を速やかに採点し、その分
析を通して課題を明らかにする。
イ 全国学力・学習状況調査の結果から、市内小・中学校が学力向上の方策を協議し、課題の
検証改善サイクルを確立し、
「課題をそのままにしない」を合言葉に、二戸市内の児童・生
徒の学力の向上に資する。
【概 要】
＜期 日＞

平成３０年１１月 ７日（水）

＜対 象＞

学力向上担当者

＜内 容＞
・講義「学調結果をどう授業改善策立案につなげるか」
・演習「平成 30～31 年度『確かな学び豊かな学び』実現プランの作成」
・協議「31 年度の学力向上にむけた取組について」
※全国学調の採点作業は各学校で行うこととする。採点結果は 4 月 23 日（月）17 時まで
に二戸市教育委員会に提出すること。
（２） 調査・研究「小学校におけるＨＵＫＵＯＫＡ ＣＡＮ－ＤＯリストの活用」
【新規】
【目 的】
HUKUOKA CAN‐DO リストを活用した小学校英語科の授業展開例を作成・提示することで、小学
校英語科における教員の指導力向上と授業の充実を図る。
【概 要】
＜期 日＞
第１回 平成３０年 ５月１０日（木）
第２回 平成３０年

月

日（ ） ※グループごとに決定

第３回 平成３０年

月

日（ ） ※グループごとに決定

第４回 平成３０年

月

日（ ） ※各校の計画で実施

第５回 平成３０年１２月

３日（月）

＜委 員＞

市内の小学校に勤務する教員で希望する者

＜内 容＞

第１回 研究計画立案
第２回

HUKUOKA CAN‐DO リストを活用した小学校英語授業の構想

第３回

HUKUOKA CAN‐DO リストを活用した小学校英語授業の構想

第４回 各学校での提案授業と協議
第５回 研究のまとめ
（３） 幼保小連携推進会議
【目 的】
協議や情報交換等を通して各機関の相互理解や子どもの発達についての理解を深め、各年齢
の子どもの発達に即した見通しをもった指導及び支援に資する。
【概 要】
＜期 日＞

１回目：平成３０年

５月 ９日（水）

２回目：平成３０年１２月
＜委 員＞

５日（水）

委員５名（こども園園長、保育園園長、小学校校長、社会福祉協議会事務局
次長、子ども発達支援センター所長）

＜内 容＞
・１回目：協議①「平成 30 年度の活動内容について」
協議②「平成 30 年度幼保小連携研修会の内容について」
・２回目：協議①「平成 30 年度幼保小連携研修会の成果と課題について」
協議②「幼保小連携の進め方について」
事例発表「○○小学校の取組」
情報交換
（４） 幼保小連携研修会
【目 的】
学校及び認定子ども園、保育所・保育園、幼稚園等の施設の参観や教 職員間の交流をとおし
て、互いの理解を深めるとともに、それぞれの指導方法の工夫・改善に努め幼保小連携の推進を
図る。
【概 要】
＜期 日＞

平成３０年

６月 ６日（水）

＜会 場＞

二戸市立中央小学校

＜対 象＞

各小学校から教員１名
認定子ども園、保育園、幼稚園等の教職員

＜内 容＞

・授業参観：小学 1 年の授業参観
・協

議：参観した授業を基に互いの学びの進め方について協議する

・情報交換：新 1 年生の様子について

（５） 公開講座
【目 的】
教科・領域等における指導法や実技に関する基礎的な研修、学級経営等に関する基礎的な研
修を行い、市内小・中学校教諭、講師等の指導力の向上に資する。
【概 要】
＜期 日＞
＜対 象＞

平成３０年

７月３１日（火）

講座１・２

平成３１年

１月 ８日（火）

講座３・４

市内の小中学校に勤務する教員で受講を希望する者

＜内 容＞
・公開講座１：「複式における国語科の指導」※午前半日開催
・公開講座２：「発達障がいの理解と対応」※午後半日開催
・公開講座３：「道徳における評価の方法」※午前半日開催
・公開講座４：「言語習得の過程に沿った授業展開」※午後半日開催
（６）特別支援教育支援員研修会
【目 的】
障がいのある児童生徒及び支援を必要とする児童生徒が通常の学級に在籍している学校に配
置された非常勤職員を対象に研修を行い、基本的事項の理解と指導力の向上に資する。
【概 要】
＜期 日＞

平成３０年

４月１６日（月）

＜対 象＞

特別支援教育支援員 14 名

＜内 容＞
・講義：
「支援の必要な児童生徒の理解と対応」
・協議：各自が抱えている事例を基にした児童生徒への支援策について
４

東京学芸大学連携事業

（１） 視察研修
【目 的】
東京学芸大学と二戸市教育委員会の連携協定により、二戸市教職員が東京学芸大学や附属学校
の視察研修を通して、専門的かつ先進的な教育方法を学び、教員の資質向上と児童生徒の学力向
上に資する。
【概 要】
① 先進地視察研修
＜期 日＞

平成３０年１１月 ８日（木）～９日（金）

＜対 象＞

各小・中学校から教諭１名ずつ計１２名

＜視察先＞

東京学芸大学附属竹早小学校・東京学芸大学附属竹早中学校

＜内 容＞
視察テーマ「小中連携を核とした学力向上の推進」
・講話「
『幼小中連携』の成果と課題」
・授業参観と協議
※これまで小中別々に行ってきたが、平成 30 年度は小中合同で実施する。

②道徳授業パワーアップセミナー
＜期 日＞

平成３０年

８月１０日（金）

＜対 象＞

中学校教員３名（福岡中、金田一中、浄法寺中から各 1 名）

＜内 容＞
・東京学芸大学道徳教育研究会主催の研修会に参加する。
④短期研修
＜期 日＞

平成３０年６月２０日（水）～２２日（金）

＜対 象＞

採用から３年目を迎えた教諭３名（小学校１名、中学校２名）
※福小：田代恵美子 教諭、福中：亘理俊太 教諭、金中：佐藤裕果 教諭

＜内 容＞
・附属小金井小学校、小金井中学校で副担任として教育活動に参加する。
⑤理科教員研修
＜期 日＞

平成３０年１２月２６日（水）～２８日（金）頃

＜対 象＞

市内の小中学校に勤務する教員１名

＜内 容＞
・東京学芸大学理科教員高度支援センターが主催する研修会に参加する。
（２） 授業力向上研修
【目 的】
学力向上において課題のある教科について、優れた指導力を発揮している外部教員の示範授業
及び講義を通して、市内教員の授業力向上に資する。
【概 要】
①授業力向上研修
◇社会科授業力向上研修
＜期 日＞

平成３０年

７月 ６日（金）

＜会 場＞

二戸市立石切所小学校

＜対 象＞

各小中学校から教員 1 名

＜内 容＞
・学芸大附属小金井小学校教諭 牧岡 俊夫 先生による示範授業
・示範授業についての協議
・社会科授業に関わる講義（講師：牧岡 俊夫 先生）
◇数学授業力向上研修
＜期 日＞

平成３０年

８月２７日（月）

＜会 場＞

二戸市立福岡中学校

＜対 象＞

各小中学校から教員 1 名

＜内 容＞
・学芸大附属竹早中学校教諭 小岩 大 先生による示範授業
・示範授業についての協議
・数学科授業に関わる講義（講師：小岩 大 先生）
※午前中に会場校の数学教員による研究授業を行う。（自由参加）
３校時：研究授業（会場校の数学担当教諭に授業を提案いただく）
４校時：協議（小岩先生から助言をいただく）

（３） 道徳授業パワーアップセミナー研修
【目 的】
学習指導要領の改訂に伴う本格実施に向け、道徳教育に関する研修をとおして、学習指導要領
改訂の趣旨及び内容の理解を図るとともに、これからの道徳授業の在り方を探ることにより、授
業力の向上に資する。
【概 要】
＜期 日＞

平成３０年

９月 ３日（月）

＜会 場＞

二戸市立浄法寺中学校

＜対 象＞

各小中学校から 1 名

＜内 容＞
・学芸大附属竹早中学校教諭

菊地 圭子先生による示範授業

・道徳授業に関わる講義（講師：菊地 圭子 先生）
・示範授業についての協議
（４） サテライト学習会（サマースタディー）
【目 的】
二戸市教育委員会が開催する「サテライト合同学習会」において、東京学芸大学の学生らが児
童生徒一人一人の実態に応じた学習支援を行うことにより、小学生や中学生の当該学年における
基礎的・基本的指導事項の定着と学習意欲の向上に役立てる。
【概 要】
① サマー・スタディー
＜期 日＞

平成３０年

８月 ６日（月）～ ８月 ８日（水）

＜会 場＞

二戸市シビックセンター

＜対 象＞

小学５・６年生、中学１～３年生

＜内 容＞
・小中学生へ自主学習の場を提供し、併せて東京学芸大学学生による学習支援を行う。
② ナイトスタディー
＜期 日＞

平成３０年

＜会 場＞

二戸市役所

＜対 象＞

中学３年生

８月２８日（火）～３０日（木）

＜内 容＞
・中学生へ自主学習の場を提供し、併せて二戸市出身の大学生や福岡高校生による学習支
援を行う。
５

その他の事業

（１）研究指定事業
中央小学校公開研究会【１１月 １日(木) 二教推協指定 H29～30、二戸市教委指定 H29～30】
（２）ブック・ツアー
学校と市立図書館を賃借バスでつなぎ、児童の図書館利用の促進と読書への興味・関心を高める。

（３）学校図書館支援員の巡回訪問
より活用しやすい学校図書館を目指し、学校図書館支援員が各学校を訪問する。学校図書館支援
員は、学校図書館の環境整備、読み聞かせやブックトークなどを行うことで、児童生徒の本への興
味を高め、学校図書に触れやすい環境を整備する。
（平成 27 年度から１名増員し３名）
（４）カシオペア・イングリッシュ・キャンプ【新規】
【目 的】
英語を活用しながら、ＡＬＴ等と様々な活動をする経験を通して、異文化や英語学習への興
味関心を高め、将来の国際社会を担う心豊かでグローバルな視野を持った人材育成に資する
【概 要】
＜期 日＞

平成３０年

９月 １日（土）

＜会 場＞

岩手県立県北青少年の家

＜対 象＞

二戸市、軽米町、九戸村、一戸町の小学校に通う小学５・６年生で参加を
希望する者

＜日 程＞

９：２０

各市町村の用意するバスで県北青少年の家に集合

９：３０

開会行事

９：４５

アイス・ブレイキング（60 分）

１１：００

アクティビティ（60 分）

１２：１５

ランチ

１３：１５

ウォークラリー（90 分）

１５：００

閉会行事

１５：１５

各市町村の用意するバスで県北青少年の家を出発

《参考資料：過去の実績》
１

授業力向上研修会
① 平成 23 年度
ア 浄法寺中学校 第３学年 英語科 東京学芸大学附属世田谷中学校 教諭 淡路 佳昌
イ 浄法寺小学校 第４学年 算数科 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 高橋 丈夫
ウ 金田一中学校 第３学年 数学科 東京学芸大学附属世田谷中学校 教諭 鈴木

誠

② 平成 24 年度
ア 仁左平中学校 第３学年 数学科 東京学芸大学附属世田谷中学校 主幹教諭 羽住邦男
イ 金田一小学校 第６学年 外国語活動 大阪樟蔭女子大学 教授 菅正隆
岩手県教育委員会学校教育室指導主事佐々木淳一
ウ 浄法寺中学校 第３学年 数学科 岩手県教育委員会学校教育室 主任指導主事 阿部久幸
岩手県教育委員会学校教育室 指導主事

高橋広明

③ 平成 25 年度
ア 浄法寺小学校 第５学年 国語科 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 大塚健太郎
イ 御返地中学校 第３学年 社会科 岩手大学教育学部附属中学校

教諭 七木田 俊

④ 平成 26 年度
ア 福岡小学校

第３学年 算数科 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 高橋 丈夫

イ 福岡中学校

第１学年 数学科 東京学芸大学附属世田谷中学校 教諭 鈴木

誠

⑤ 平成 27 年度
ア 石切所小学校 第４学年 算数科 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 高橋 丈夫
イ 金田一中学校 第１学年 数学科 東京学芸大学附属世田谷中学校 教諭 鈴木

誠

⑥ 平成 28 年度
ア 金田一小学校 第５学年 算数科 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 加固希支男
イ 金田一中学校 第１学年 数学科 東京学芸大学附属小金井中学校 教諭 樺沢 公一
⑦ 平成 29 年度
ア 石切所小学校 第６学年 算数科 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 加固希支男
イ 福岡中学校
２

第２学年 数学科 東京学芸大学附属竹早中学校

教諭 小岩

大

学力向上先進地視察研修
① 平成 23 年度

秋田県 大仙市立中仙小学校・大仙市立中仙中学校

② 平成 24 年度

秋田県 大館市立有浦小学校・大館市立東中学校

③ 平成 25 年度

秋田県 美郷町立千畑小学校・美郷町立美郷中学校
１青森県 八戸市立城下小学校・八戸市立明治中学校

④ 平成 26 年度

東京都 東京学芸大学附属小金井小学校・同世田谷中学校

⑤ 平成 27 年度
東京都 東京学芸大学附属大泉小学校・同小金井中学校
＜派遣者＞ 小原
悟（浄法寺小）、小保内るり子（福岡小）
、後澤 洋子（仁左平小）
、
竹林 直美（中央小）
、小田嶋由加里（二戸西小）、山根 愛彦（石切所小）
、
中里見 茂（御返地小）、類家 浩幸（金田一小）
、川村 節子（浄法寺小）
、
菊池 弘明（福岡中）
、柴田 紀子（御返地中）
、佐賀 之厚（金田一中）
、
根反 冬美（浄法寺中）

⑥ 平成 28 年度
東京都 東京学芸大学附属小金井小学校・同竹早小学校
＜派遣者＞ 佐藤
智（福岡小）、伊藤 直登（仁左平小）、白石 広枝（中央小）
、
小形 展弘（二戸西小）
、佐藤由美子（石切所小）
、齋藤 法子（御返地小）
、
千葉 雅子（金田一小）
、瀧澤 紀子（浄法寺小）
東京都 東京学芸大学附属竹早中学校・同小金井中学校
＜派遣者＞ 野里 千恵（福岡中）
、畑中 光則（御返地中）
、小原 義幸（金田一中）
、
髙橋 翔樹（浄法寺中）
⑦ 平成 29 年度
東京都 東京学芸大学附属世田谷小学校・同小金井小学校
＜派遣者＞ 及川 祥子（福岡小）
、小笠原舞子（仁左平小）
、吉田 淳子（中央小）、
畠山菜穂子（二戸西小）
、田代
司（石切所小）
、児玉 由美（御返地小）
、
小林あゆみ（金田一小）
、海老名尚子（浄法寺小）
東京都 東京学芸大学附属小金井中学校
＜派遣者＞ 奥
純子（福岡中）
、菅原 義将（御返地中）
、辻村 順子（金田一中）
、
佐藤 康博（浄法寺中）
３

道徳授業パワーアップセミナー

（１） 授業研究会
① 平成 27 年度
福岡中学校 第１学年 二戸市立福岡中学校 教諭

齊藤 政男

② 平成 28 年度
中央小学校 第５学年 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 遠藤 信幸
③ 平成 29 年度
中央小学校 第６学年 東京学芸大学附属小金井小学校 教諭 遠藤 信幸
（２） 派遣研修
① 平成 27 年度
山火 千尋（福岡小）
、伊藤 直登（仁左平小）
② 平成 28 年度
星 かすみ（金田一小）
、小森 智宏（浄法寺小）
、倉本 優子（御返地地中）
③ 平成 29 年度
県事業、小中体連事業と同日のため中止
４

短期研修派遣者
① 平成 27 年度
藤原 浩美（中央小）
、佐藤真太郎（金田一小）、伊東
佐藤いずみ（金田一中）
② 平成 28 年度
蛯子あゆみ（福岡小）
、小林あゆみ（中央小）
③ 平成 29 年度
後藤 敬亮（福岡小）
、那須川彩子（石切所小）、髙橋

５

理科教員研修派遣者
① 平成 27 年度
菊池 陽介（福岡中）
、神久保智子（浄法寺中）
② 平成 28 年度
佐藤
智（福岡小）
③ 平成 29 年度
畑中 光則（御返地中）

芽生（金田一小）、

翔（福岡中）

