
 
   【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 尾道市 学校名 久保中学校 
校長名 利田 亨次 電話番号 0848-37-3961 
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 学習意欲の向上と確かな学力の定着をめざして 
―授業スタイルの確立と，学力に課題を抱える個への支援の充実を通してー  

当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/kubo-j 

研究内容 基礎学力の定着に向け、学力分析、マネジメントサイクルに基づい 
た授業改善に係る実践的研究を、小中学校が連携して行う。 
（１）実態把握に基づく授業改善と，授業力の向上 
  ・個人カルテに基づく授業改善と小中連携の積極的実施 
（２）主体的・自律的に学習する生徒の育成をめざした学習活動の展

開と指導 
  ・この支援を意識した授業改善 
（３）落ち着いた環境で協働的に学ぶ学習集団の形成 
  ・授業規律の確立（立腰・黙想・授業道具） 
 
 
 
 

備考 学力定着に課題を抱える重点的・包括的支援に関する実践研究（文科省）  
尾道市教科・課題別研究指定校（市教委） 

 



 
   【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 尾道市 学校名 長江中学校 
校長名 米谷 剛 電話番号 0848-37-3971 
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・表現力を育成する手立ての工夫 
  ～アクション・リサーチを用いた組織的な授業改善を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/nagae-j/index.html 

研究内容 《仮説》 
各教科等で思考力・判断力・表現力を育成するための「場面」「過

程」「手立て」を探りながら、「アクション･リサーチ」によって教科

を越えて組織的に研究を推進すれば、各教科等に共通する思考力・判

断力・表現力の育成手法を明らかにすることが出来る。 
《研究概要》 
思考力・判断力・表現力の育成について、より汎用性の高い手法（各

教科等に共通する育成手法）を明らかにするため、次の点について研

究する。 
（１）各教科等において思考力・判断力・表現力を育成するためには、

どのような「場面」で、どのような「過程」や「手立て」で考え

させればよいか。 
（２）複数の教科等で共通の「場面」「過程」「手立て」があるかどう

か、また、教科等に固有の「場面」「過程」「手立て」があるかど

うか。 
（３）思考力・判断力・表現力の育成に何らかの順序性があるかどう

か、もし順序性あるとすれば、指導に当たって「場面」「過程」

「手立て」をどのように配列すれば効果的か。 
 

備考 公開研究会予定日：平成２７年１１月１０日（火） 
 



 
   【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 尾道市 学校名 尾道市立吉和中学校 

校長名 村田 聡之 電話番号 0848-23-3821 

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 表現力を育成する学習指導の工夫 

～「書く活動」を通して～ 

当 該 ペ ー ジ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/yoshiwa-j/ 

研究内容 （１）全学年，全教科を通じて，自分の考えを説明する場面を設定し，

書く活動を行わせる。 

（２）全学年，全教科を通じて，振り返りカードを活用し，分かった

ことを要約させる。 

（３）試験週間中に，朝起きる時間，家庭学習を始める時間，寝る時

間を決めて実行し，記録させることで基本的生活習慣の確立と家庭

学習の定着につなげていく。 

 

備考 平成 2７年度公立中学校指導方法工夫改善指定校（教科限定型） 

平成 2７年度広島県中学校生徒指導集中対策指定校 

 



 
   【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 尾道市 学校名 尾道市立日比崎中学校 
校長名 井原 正美 電話番号 (0848)22-6513 
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 生徒の思考力・表現力を育成する授業の創造 
当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/hibizaki-j/ 

研究内容 教科等における指導 
○言語技術と言語活動の充実 
・振り返り，伝えるなど 

○相手・場意識の醸成 
・集団思考，考えの比較など 

○読解力の向上 
・「きく」こと 

学校生活全体での取組 
○生徒発表の場（自己表現） 
・体育大会，文化祭など 

○読書活動・視写 
・朝読書，読み聞かせなど 

○体験活動 
・福祉体験，職場体験 

 
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 尾道市 学校名 尾道市立美木中学校 
校長名 杉原 満治 電話番号 0848-48-0515 
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（ 道徳教育                    ） 

研究主題 こころの扉を拓く 

～自ら心を拓き，信頼・協力し合える生徒の育成～  
当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/miki-j/index.html 

研究内容 （１） これまで開発されてきた指導方法・指導技術の収集 

① これまで使われてきたものを収集する。 

② 収集したものを実際に授業で実施してみる。 

③ 実施した結果を，どのように使えば効果があるか，使う際の

留意点，バージョンアップできるか等についてまとめる。 

（２） 思考の言葉の一覧の作成 

① 授業の中での発問の仕方で効果のあったものを記録してお

く。 

② 各研究授業の中で効果のある発問・問いかけ・言葉かけを収

集する。 

③ 一覧を作成後，実際に使用してみて改善を図る。 

  

（３） 研究の成果を教科の授業改善へ発展させる。 

備考 「道徳教育改善・充実」総合対策事業指定校（広島県教育委員会）  

「特色ある教育研究推進事業」（教科・課題別研究）指定校 

（尾道市教育委員会）  

 



   【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 尾道市 学校名 百島中学校 
校長名 山田 良一 電話番号 (0848)73-2709 
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 伝え高め合う子供の育成をめざして 
～基礎学力の定着と言語活動を生かした授業づくり～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/momoshima-j/ 

研究内容 １ 研究の仮説 
(1)  基礎学力の定着 

  各教科・領域のすべての学習活動において，基礎学力の定着を図

るならば，自分の考えを明確にして，課題解決に向けての意欲や思

考力，判断力，表現力を高めることができるであろう。 
(2)  言語活動の充実 

  思考する場，表現する場を設定した授業づくりを進めていくなら

ば，自分の考えを明確にして表現し，課題解決に取り組み，練り合

い，高め合うことができるであろう。 

２ 研究の概要 
(1)  基礎的・基本的な知識・技能を習得させ，個に応じた指導を

充実させる。 
(2)  言語活動を充実させ，論理的な思考力・判断力・課題発見，

課題解決能力を育てる。（アクティブ・ラーニング） 
(3)  基本的な表現技能を習得させるとともに，相手や目的に応じ

た表現方法を身につけ，主体的に課題解決に取り組む力や意欲

を育てる。 
備考  

 



 
   【様式１】平成２６年度 県中校長会 Web ページ版教育便覧 

市町名 尾道市 学校名 浦崎中学校 
校長名 重盛有宏 電話番号 ０８４８－７３－２００９ 
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 論理的思考力･表現力の育成 
～伝え合う活動を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
urasaki-j@onomichi.ed.jp 

研究内容 ・言語活動を充実させた授業改善 
・根拠をもとにすじみち立てて考え，考えたことを書き記し，相手に

分かるように説明する力の向上 
備考  

 



 

 
 

市 町 名 尾道市 学 校 名 向東中学校 
校 長 名 前澤 義隆 電話番号 ０８４８－４４－３０１６ 

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 
基礎・基本の定着と思考力を高める学力の向上 

～書く活動と形成的評価を充実させた授業づくり～ 
当該ページの 

アドレス 
http:www.onomichi.ed.jp/mukaihigashi-j/ 

研究内容 

（１）「教え直しサイクル」を活用した授業改善 
  ①教科の調査結果の分析 

  ②生徒の質問紙結果の分析 

  ③小学校，中学校の共通した授業規律・授業モデルの定着 

（２）ノート指導（モデルノートの共有化と指導の共通認識） 

（３）道徳教育の充実 
  ①座席表を活用し，机間指導と形成的評価を行う。 
  ②授業に，個人と集団の思考場面を設定する。 
（４）家庭学習の充実 
    

備  考 尾道市教科・課題別研究指定校 



 
   【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 尾道市 学校名 尾道市立向島中学校 
校長名 小川 美樹 電話番号 0848（44）0416 
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 学習意欲，思考力・表現力の向上 
～授業のまとめにこだわった授業を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/mukaishima-j/ 

研究内容 １ 研究目標 
（１）学習意欲の向上 
（２）思考力・表現力の向上 
（３）規律ある授業，生徒指導の３機能をいかした授業づくり 
 
２ 研究のポイント 
（１）授業のまとめにこだわった授業づくりを行い，授業で学んでわ

かったことを振り返らせることで，学習内容の定着を図り，表

現力，意欲を向上させる。 
（２）思考場面をつくり，じっくり考えさせる中で，思考力・表現力

を向上させる。 
（３）授業の土台として，「立腰・黙想」及び「時を守り 場を浄め 

礼を正す」ことを徹底させる。生徒指導の３機能をいかした授

業づくりを行う。 
 
 

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 尾道市 学校名 尾道市立因北中学校 
校長名 濱本 かよみ 電話番号 ０８４５－２４－００２９ 
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 ｢わかる授業・できる授業の創造｣ 
～探求と振り返りで学力の充実・定着を図る授業づくりを通して～ 
※平成２６年度～２８年度  
尾道市特色ある教育研究を推進する事業教科・課題別研究指定校 

当該ページ

のアドレス 
http//www.onomichi.ed.jp/inhoku-j/ 
inhoku-j@onomichi.ed.jp 

研究内容 □研究のねらい 
 探求と振り返りをキーワードとして、学力の充実・定着を図る授業

づくりを行い、基礎学力の定着を図るとともに、自分の力で課題を

発見・解決していく力を高める。 
□授業改善 

１振り返りがきちんと書ける授業づくり 
・ねらいとみとり，まとめと振り返りの充実 
・思考の流れが見えるノート・ワークシートの工夫 
・可視化による授業の工夫 
・小集団学習の活用 
・１分間復習の取組・ 

２探究的な学習の充実 
□反復学習・家庭学習の工夫 

 
備考 平成２７年度 尾道市立因北中学校教育研究会（授業公開） 

               平成２７年１１月２日（月） 
 



 
   【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 尾道市 学校名 尾道市立重井中学校 
校長名 小川  潔 電話番号 0845-25-0012 
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 郷土を愛し，たくましく生き抜く子どもの育成をめざして 
～「めざす重井っ子の姿」の実現に向けた，系統的・発展的な幼小中連携を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/ 
キャリア教育（基礎的・汎用的能力の育成）ページ 

研究内容 キャリア教育の充実を図るカリキュラム開発 
（１）「基礎・基本」の定着  ※ＩＣＴ活用 
   ・授業改善と授業規律の確立 
   ・基礎ドリルの徹底 
   ・家庭学習の定着 
   ・「言語活動」の充実 
   ・ＮＩＥ実践の活性化 
（２）「ふるさと学習」の充実 
（３）体力つくりと食育の推進  ※保健だより 

備考 ＮＩＥ実践指定校 
ユニセフ学校募金協力 

 

http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/h26yousyoutyu_kenkyukosozu/h26yousyoutyu_kenkyukosozu_mn.htm�
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/�
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/h26kyariakyoiku_kisohanyonoryoku/h26kyariakyoiku_kisohanyonoryoku_mn.htm�
http://shigeityublog.seesaa.net/article/420930027.html�
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/h26eraiburari_adobansu_kateigakusyu_mn/h26eraiburari_kateigakusyu_mn.html�
http://shigeityublog.seesaa.net/article/420882701.html�
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/h26hokendayori/h26hokendayori_mn.htm#tokusyu2�
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/h26_syokuiku/h26syokuiku_mn.htm�
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/h26hokendayori/h27_hokendayori_mn.html�


 
   【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 尾道市 学校名 瀬戸田中学校 
校長名 槇村廣郎 電話番号 0845-27-0014 
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 基礎・基本の定着と学習意欲の向上 
 ～ICT を活用した授業改善を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/setoda-j/ 
 

研究内容 各教科・領域等において，ICT を活用することで，より生徒の理解力

や学習意欲の向上を図る。 
・全教職員が「ICT を効果的に活用した授業」の実施 
・ICT を活用した授業により学習意欲が高まった生徒の割合の増加 
・学力調査における正答率の向上と無回答率の減少 
・日頃の ICT 活用の授業実践の交流と整理 
 

備考  
 

 




