
 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立城北中学校 

校長名 岡野 英俊 電話番号 ０８４－９２３－０６６８ 

分野・領域 □人材育成 □学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 ～コンピテンシーの育成を目指した主体的な学びの充実～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-johoku/ 

研究内容 「学びの変革」パイロット校事業 指定校（広島県教育委員会） 

 

１研究内容（開発内容） 

国語，社会，数学，理科，英語，総合的な学習の時間の「課題発

見・解決学習」を位置づけた，単元計画，指導案，教材，教具，

評価等の研究開発及び研究授業。 

 

２検証・指標 

① 全国学力状況調査及び「基礎・基本」定着状況調査の結果。 

② 福山市調査問題の結果。 

③ 本事業に関連する児童生徒質問紙の結果 

 

備考  

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市 町 名 福山市 学校名 福山市立向丘中学校 

校 長 名 三島 重義 電話番号 ０８４－９５６－００７４ 

分野・領域 

□人材育成 ■学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 
思考力・判断力・表現力の育成 

― 小学校とのつながりを踏まえ，「すべ」を意識した授業を通して ― 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-mukaigaoka/ 

研究内容 

 

（１）学力向上の取組の実施 

  ア 基礎的・基本的な知識・技能の定着 

   ・授業改善サイクルを用いた授業改善の推進 

・家庭学習（自主学習ノート）の充実 

  イ 思考力・判断力・表現力の育成 

   ・「すべ」を意識し，効果的な言語活動を設定した授業の実施 

   （自ら考え学ぶ授業づくり） 

   ・「向丘中学校区授業モデル」の活用 

   ・「学びの合言葉」の実施 

（２）小中一貫教育の取組の充実 

向丘中学校区小中一貫教育推進協議会（学力向上プロジェク

ト，生徒指導プロジェクト）の取組 

  ア ９年間を見通した，教科指導及び生徒指導等の実施 

 

備  考 ・福山市小中一貫教育推進事業指定校 

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立中央中学校 

校長名 廣中 邦充 電話番号 ０８４－９２５－００３６ 

分野・領域 □人材育成 ■学力・学習意欲 ■生徒指導 □キャリア教育 

■学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 □教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 言語活動を通じて，確かな学力を育む授業の創造 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-chuo/ 

研究内容 １ 基礎・基本の定着と学力の向上（小中一貫教育を通して） 

２ 地域から信頼される教育活動（ボランティア活動等を通して） 

３ ことばの教育の推進（「読みとる力」「書く力」を中心として） 

４ 生徒が安心して生活できる教育環境 

（いじめを許さない教育環境づくりから） 

備考  

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立山野中学校 

校長名 山手 茂樹 電話番号 ０８４－９７４－２０１２ 

分野・領域 □人材育成 □学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

■学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

■その他（ 小中一貫教育  ） 

研究主題 郷土の未来を担う子どもたちの育成 

～小中 9 年間の学びをつなぎ，地域に根差した信頼される学校づくり～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-yamano/ 

研究内容 （１）しっかり考え，判断し，表現する生徒 

① 基礎学力の定着を図るドリル学習 

② 論理的に考え・表現する力を育む小中合同「やまの熟議」 

③ 「やまびこ集会」（小中合同集会） 

 

（２）郷土に誇りを持ち，地域に貢献する生徒 

① 郷土のよさを学び発信する「総合的な学習の時間」 

② 地域の方へ元気を届ける「小中合同行事」 

③ 地域の行事への積極的な参加 

 

（３）グローバル感覚を持ち，積極的に挑戦できる生徒 

① グローバル感覚を養う模擬株式会社の取組 

② 国際感覚を養う「インターナショナルデー」「イングリッシ

ュタイム」 

③ ＮＩＥの推進 

 

備考 ＮＩＥ実践指定校 

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立広瀬中学校 

校長名 勝村 昌史 電話番号 ０８４－９７２－２２１０ 

分野・領域 □人材育成 ■ 学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 □教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 「思考力・表現力を育成する授業づくり」 

  ～活用場面の工夫を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-hirose/ 

研究内容 １ 研究仮説 

 単元指導計画に活用場面を設定し､互いの考えを練りあう方法を工

夫すれば、子どもたちの 

２ 検証方法 

 各教科で活用をはかる問題の通過率の分析 

 思考力・表現力についての意識調査の実施 

３ 授業研究（小中合同授業研究の実施）  

 授業の中での活用場面の研究 

 授業の中での練りあいの方法の研究 

備考  

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立加茂中学校 

校長名 藤田 岳士 電話番号 ０８４－９７２－２０６５ 

分野・領域 □人材育成 ■学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 □教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 「単元を通して，じっくり思考し，課題を解決する授業の創造」 

      ～考えを「書く」ことを通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-kamo/ 

研究内容 【単元づくりについて】 

課題１：単元目標を明確にするとともに，目標達成のために効果的な

「単元構想シート（つかむ・深める・活かす）」を作成する。 

課題２：各単元の中に，「課題発見・解決学習」を行う時間を設定す

る。 

⇒ 一人年間１～２単元で上記課題チャレンジし，授業を公開する

ことや事前・事後協議を行うこと等を通して，「単元構想シート」

の有効性や改善点等に気づき，次年度以降につなげていく。 

 

【授業づくりについて】 

課題１ じっくり思考するための発問の絞り込みと，考えたことを書

く活動や，書いたことを基に話し合う活動を取り入れた授業展開を

行う。 

課題２ 考えさせるための効果的な手立て（例：比較させるための資

料提示等）を工夫する。 

⇒ 毎授業で上記課題を意識した授業づくりを行いながら，定期テ

ストの思考力に係る問題の正答率６０％以上をめざす。上記問題に

ついては，教科内での意見交流や起案システムを活用した点検等を

継続し，より適切な良問となるようにしていく。 

 

備考 公開授業研究会 １０月２２日（木） 

 



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立城西中学校 

校長名 藤井照文 電話番号 ０８４－９５２－１２５７ 

分野・領域 □人材育成 ■学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 自分の考えをもち，自分の言葉で適切に表現できる児童生徒の育成 

～知識の習得と協働的な学びの工夫を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-josai/ 

研究内容 〇自分の考えを書く・伝え合う活動を通して思考力・表現力を育てる 

 ・「めあて」が明確で，「まとめ」「振り返り」  

  つながる授業づくり 

 ・考えを書き，思考過程がわかるようなノート指導 

 ・グループ学習やペアワークによる伝え合う場の設定 

 ・「結論先行」「ナンバリング」「明確な根拠」を取り入れた伝え方

の指導 

 ・比較・関連付け・評価による思考を表現する学習活動の設定 

 ・興味・関心を引き出す課題や発問の工夫 

〇学習規律の定着 

 ・あいさつと返事の徹底 

 ・チャイム着席と学習準備 

〇学習環境の整備 

 ・整然とした教室 

 ・生徒作品の掲示 

〇Ｃ評価の生徒への支援 

〇家庭学習の指導 

 ・ノーメディアの取組 

 ・計画的な課題の提示 

  （自主ノート・ドリル学習等） 

 ・生活設計力を高める指導 

備考 学力向上チャレンジ校事業指定校区 

福山市小中一貫教育推進事業 

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立大門中学校 

校長名 二畑 芳信 電話番号 ０８４－９４１－７２２１ 

分野・領域 □人材育成 ■学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 自ら考え学び， 

自尊感情を高める生徒の育成 

当該ページ

のアドレス 
http:www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-daimon/ 

研究内容 （１）道徳教育推進委員会 
   ～道徳の時間と教科や特別活動等との関連した指導の焦点化・重点化 ～ 

 

 

 

 

（２）生活・体験推進委員会 
   ～ 主体的に取り組む意欲を高める場や互いの良さを知り合う場 ～ 

 

 

 

 

 

 

（３）学力向上推進委員会 
～ 「書く」指導を中心に～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 ・福山市小中一貫教育推進事業 

・大門中学校区公開研究会～平成２７年１１月６日（金） 

 

  

○道徳の学習プログラムの形式の統一 

○授業研究を通して価値に迫る発問を精選する 

○板書計画，ノート交流を通しての授業改善の方向性提示 

○学力テストの分析，反復学習の交流 

○学習規律についての校区統一 

・起立して相手を意識しながら考えをしっかりと表現 

・発表者の方に体を向け，反応しながら聞く 

○小中共通の生活アンケート→校区の課題解決 

○各校の児童会・生徒会活動の交流の場 

 ・児童会，生徒会役員交流会 

 ・中学校文化祭に小学生が審査員として参加 

 



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立一ツ橋中学校 

校長名 吉川 真一 電話番号 （０８４）９４１－７３３５ 

分野・領域 □人材育成 ■学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 □教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 “自ら考え学ぶ力”を育てる授業づくり 

～授業のユニバーサルデザインの充実を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-hitotsu 

研究内容 ○授業改善のＰＤＣA「単元から本時を組み立てる」 

○支援が必要な生徒への手立て（ユニバーサルデザインの充実） 

 

備考  

 

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立駅家南中学校 

校長名 青山 真治 電話番号 ０８４－９７６－０８８５ 

分野・領域 

□人材育成 □学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 

 

子供の豊かな心を呼びさまし自立と貢献への意欲が高まる道徳教育 

～道徳的価値の自覚を深める道徳の授業を通して～ 

 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/ chu-ekinan/ 

研究内容 

１ 教員の授業力の向上 

 （１）資料分析で用いる共通シートの活用 

 （２）学年会での先行授業の実施，発問等の見直し 

 （３）研究成果を積み上げる校内研究会の位置づけ 

２ 生徒の道徳性の育成 

 （１）全員が主体的に思考する授業の在り方 

 （２）道徳の時間の学びを活かせる場の設定 

 （３）自己の成長を実感させる書く活動の位置づけ 

備考 

 

「道徳教育改善・充実」総合対策事業 

 

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立内海中学校 

校長名 田中 祐二 電話番号 （０８４）９８６－２００５ 

分野・領域 □人材育成 ■学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 「思考力・表現力」を高める授業の創造 

～自ら考え，学ぶ授業に向けて～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-utsumi/ 

研究内容 授業改善サイクルに基づく取組 

①つまづきの把握 

 少人数の特性を生かし，各教科における一人一人のつまずきの見取

りを行う。（定期試験，広島県「基礎・基本」定着状況調査） 

②授業改善ポイントの明確化 

 課題となる力や指導上の課題を把握するとともに，課題を改善して

いくための工夫を図る。（指導改善のポイントと具体を学習指導案

に明記） 

③発問・指示の工夫 

 複数の情報を総合的に読み取り，自分の考えをまとめるなどの発問

の工夫を行う。（個人思考の時間を十分に保障） 

④言語活動の充実 

 学習に表現活動（説明する活動・意見発表・意見文等）を設定する

など，言語活動の充実を図る。 

（ペアやグループ学習，双括式の話し方の指導，ことばタイム（短作

文を書く活動）の設定） 

⑤家庭学習の充実 

「学習の手引き」により家庭学習の動機付けと家庭学習の取り組み方

の指導を行う。（宿題，自主学習ノート，資格取得に向けた取組） 

備考  

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学校名 福山市立常金中学校 

校長名 和田 啓介 電話番号 ０８４７－５３－８１２２ 

分野・領域 □人材育成 □学力・学習意欲 □生徒指導 □キャリア教育 

□学校・家庭・地域の連携・協力 

□学校経営 □服務研修 ■教育研究  □進路指導  □食育 

□教育課程 □体力つくり □情報教育 □伝統文化 □情報発信 

□危機管理 

□その他（                         ） 

研究主題 「主体的な学び」につなげる評価と学習方法の在り方 

～ＩＣＥモデルを意識した「教科」と「総合的な学習の時間」の評価

を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-tsunekane/ 

研究内容 ・付けたい力と評価規準（ＩＣＥモデルをベースに） 

・探究的な学習のプロセス 

・「総合的な学習の時間」と「教科」との関連づけ 

・地域の課題解決に挑戦する子どもの姿 

備考  

 

  



 

   【様式１】平成２７年度 県中校長会 Webページ版教育便覧 

市町名 福山市 学 校 名 福山市立神辺中学校 

校長名 金田 耕治 電話番号 ０８４－９６２－０４００ 

分野・領域 

□学校経営 □服務研修 □教育研究 ■生徒指導 □進路指導 

□教育課程 □食育   □体力つくり □情報教育 □伝統文化 

□情報発信 □その他（                 ） 

研究主題 
学力向上をめざした授業改善と学習環境づくり 

～ 自ら考え学ぶ授業の創造 ～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-kannabe/ 

研究内容 

○ 授業改善 

・カリキュラムの検証と改善 

・「習う～身につける～挑む」サイクルの実施 

・授業と家庭学習の関連づけ 

 

○ 生徒指導上の諸問題の未然防止 

・ボランティア活動の奨励 

・学習環境づくり 

備考 

○ 広島県生徒指導集中対策プロジェクト 

○ 広島県心の元気を育てる地域支援事業 

（「道徳教育改善・充実」総合対策事業 メニュー３） 

 

 


