
   【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 廿日市市 学校名 廿日市中学校 

校長名 沼本愼二 電話番号 0829－32－3191 

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 主体的な学びを実現する指導をめざして 

当該ページ

のアドレス 

http://www.hatsukaichi-edu.jp/hatsukaichi-j/naiyou/naiyoutop.html 

研究内容 １ 学習環境 

① 廿中授業スタイルの徹底（立腰・要約筆記） 

② 廿中三カ条の徹底 

③ 保護者との連携 

④ 自律した学習スタイルを身につける 

２ かかわり（「つなぐ」をキーワードに） 

① 小グループの活用 

② 構成的グループエンカウンター・ショーシャルスキルなどを学

活・道徳・総合的な学習の時間で意図的、適時的に実施 

③ 信頼と感動カードの掲示 

④ 縦割り集団の活用 

３ 授業づくり 

① 校内研修の工夫 

② 授業モデルに基づく授業の展開 

備考 廿日市中学校区小・中学校合同公開研究会 平成 27年 2月 9日（火） 

平成 27年度業務改善モデル校指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hatsukaichi-edu.jp/hatsukaichi-j/naiyou/naiyoutop.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 廿 日 市 市 学校名 七尾中学校 

校長名 藤井 哲也 電話番号 0829－32－8200 

分野・領域 □学校経営 □服務研修 ■教育研究  □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 人とのかかわり・つながりを大切にする授業の創造 

～「七尾中授業モデル」と「特別活動の充実」を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.hatsukaichi-edu.jp/nanao-j/ 

研究内容 １ 人とのかかわり・つながりを大切にする授業づくりの推進 

・七尾中授業モデルの実践 

・小集団（ペア・4人グループ）の活用 

・評価による価値の形成 

２ ほめて伸ばす生徒指導の推進 

・特別活動の充実（七尾中学校区プロジェクト） 

・ほめほめカードの充実 

・生徒会活動の活性化 

・ボランティア活動の推進 

・かかわり合い，つながり合いを大切にした学級づくり 

３ 社会生活基盤の定着 

・「時を守り」「場を清め」「礼を正す」生活指導 

・生活習慣の確立と定着 

４ 小中一貫教育推進 

・小中合同ボランティア活動の企画・運営 

・校区小中合同研修会～つながりづくり 

備考 七尾中学校区小中合同研究会 

日時：平成２８年１月１９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 廿日市市 学校名 阿品台中学校 

校長名 田浦 由紀夫 電話番号 0829-39-1516 

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 

～わかる・できる授業づくりを通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.hatsukaichi-edu.jp/ajinadai-j/ 

研究内容 （１）「阿品台中学校授業モデル」の徹底・深化 

  ①基盤としての学習規律と学習環境づくり 

   ・教室環境整備（机上，ロッカー，黒板周辺の掲示物など） 

   ・授業のはじめＡＢＣＤ 

（あいさつ，ベル着，服装・容儀，机上の授業準備） 

   ・発表規律の３Ｅ 

（話し手・聞き手のアイコンタクト，発表のエンディング） 

  ②構造的な授業づくり 

 ・めあて（目標）とまとめ（振り返り）の一体化 

   ・生徒が「わかった，できた」と思える授業づくり 

  ③家庭学習の習慣化 

   ・授業ノート作りの指導 

   ・阿中プリント，阿中ノート（自主学習ノート） 

（２）生徒理解と指導の工夫 

  ①スクールソーシャルワーカーとの連携による家庭への支援 

  ②「共感的人間関係」「自己存在（肯定）感」を育む活動の設定と指

導の工夫（マイスター制度など） 

  ③アセス，Q-Uを活用した学級づくりの推進 

（３） 小中連携 

 ①小中連携推進会議（小中 9年間を通した「かかわり，つながり合

う教育活動の創造」を目指す取組） 

  ②オープンスクール（授業参観，掃除体験，部活動体験），出前授業・

清掃，ＡＣ活動 

（４）学校支援地域本部事業 

①� 読み聞かせや部活指導などへの地域の支援，協力 

② 補充学習，授業（実習）への援助 

備考 平成 27年 11月 10日（火）阿品台中学校区３校合同公開研 

 

 



   【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 廿日市市 学校名 野坂中学校 

校長名 植松寛雄 電話番号 ０８２９－３８－２００１ 

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 生徒が活き活きとした活気あふれる学校づくり 

～主体的に学びあう生徒の育成をめざして～ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.hatsukaichi-edu.jp/nosaka-j/ 

研究内容 授業を中心とした積極的な生徒指導の推進 

(1) 自己有用感の育成を意図した教育活動 

・「分かる」授業の創造 

・「所属感」を持てる学級づくり 

(2) 生徒指導体制の確立を図る取り組み 

・道徳教育の充実 

・特別な支援を要する生徒への支援体制の確立 

 ・９年間を見通した小中の取組 

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 廿日市市 学校名 四季が丘中学校 

校長名 飯田美智子 電話番号 0829-38-3371 

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』『できる』『かかわり合う』授業づくり」 

当該ページ

のアドレス 
http://www.hatsukaichi-edu.jp/shikigaoka-j/ 

研究内容 

１ 学び合いながら高まる「集団」づくり 

 ① 生徒が安心して取り組む「四季が丘授業スタイル」の深化 

 ②「かかわり合い」「つながり」を意識した小グループの活用 

２ 自信をもって自分を表現する「場」の構築 

 ① 小グループ活動の設定によるかかわり合う人間関係づくり 

 ② 自分の考えや練習の成果を全体に発表する場の設定 

 ③ アセスの実施・分析・研修・活用による人間関係形成能力のモ

ニタリング 

 ④ 生徒へのフィードバックの在り方           

３ 主体性を育む「活動」の設定 

 ① 協働学習の手法を取り入れながら，生徒が課題発見・解決型の

学習を通して主体的に学びを進める力の育成 

 ② 家庭学習週間などによる主体的な学びを促す活動の工夫 

 ③ 授業，短学活，学級活動，生徒会活動，行事，部活動などにお

ける，生徒主体の教育活動の企画 

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 廿日市市 学校名 佐伯中学校 

校長名 砂田雅志 電話番号 0829-72-1145 

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 自己実現に向けて，仲間とともに伸びようとする生徒の育成 

ー仲間と関わりあって課題を解決する学習活動を通してー 

当該ページ

のアドレス 

http://www.hatsukaichi-edu.jp/saiki-j/ 

研究内容 １ 課題解決場面の設定 

   課題解決場面を設定した単元指導計画の作成 

習得すべき最低限の知識の焦点化 等 

２ 生徒指導の三機能を生かした授業展開 

   肯定的・指導的な評価活動や語りかけ 

   個人思考，ペア学習・グループ学習を取り入れ 等 

３ さいきっ子モデルを意識した表現活動 

   めあての明示と指導と評価の一体化 等 

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 廿 日 市 市 学校名 吉和中学校 

校長名 尾久葉 則子 電話番号 0829－77－2010 

分野・領域 □学校経営 □服務研修 ■教育研究  □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 確かな学力・豊かな心を育む小中一貫教育の創造 

―道徳教育の充実と算数・数学科を中心とした授業改善を通して― 

当該ページ

のアドレス 
http://www.hatsukaichi-edu.jp/yoshiwa-ej/  

研究内容 ＜学びをつなげる＞ 

・合同授業研究・・道徳の時間，算数・数学科 

・「よしわ学びのサイクル」の充実 

＜生活をつなげる＞ 

・小中共通の学習規律・生徒指導規程 

・児童・生徒会活動の充実 

＜ふれあいでつなげる＞ 

・小中合同行事・・運動会・文化祭・卒業式 

・小中合同体験活動・・福祉ボランティア・スキー教室 

＜家庭・地域をつなげる＞ 

・地域の特色を生かした教育内容 

・地域人材の活用 

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 廿日市市 学校名  大野中学校 

校長名  吉賀 忠雄 電話番号  0829－55－2015 

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  「交流」のある授業づくりを通した説明力の育成 

当該ページ

のアドレス 
http://www.hatsukaichi-edu.jp/ono-j/ 

研究内容 ○ 小・中が連携し，説明力の育成 

  「教科部会」「ＩＣＴ部会」「総合部会」の３部会を小中合同で開

催し，児童生徒の説明力を育成 

○ 「めあて」「交流」「振り返り」を意識した授業づくり 

  「めあて」「交流」「振り返り」を，小・中の全教員が意識し，全

教科において授業実践 

備考  広島県「学びの改革」パイロット校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   【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 廿日市市 学校名 大野東中学校 

校長名 山本 泰昌 電話番号 ０８２９－５６－２１７７ 

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 生徒の自己有用感を高める教育活動の工夫 ～かかわり合い，高め合

う道徳の時間の授業づくりを通して～ 

当該ページ

のアドレス 

URL  http://www.hatsukaichi-edu.jp/onohigashi-j/ 

E-Mail onohigashi-j-soshiki@hatsukaichi-edu.jp  

研究内容 広島県「道徳教育改善・充実」総合対策事業 

・生徒の自己有用感を高めるための，考えを深めたり広げたりする生

徒のかかわり合いを設定した道徳の時間を中心とした授業づくり。 

・体育祭や文化祭等の学校行事と関連付けた，自他共に大切にする学

級集団づくり。 

・大野東小学校と連携した，自己有用感を高め規範意識を育むための

生徒指導の在り方。 

備考 公開研究会（大野東小・中合同） １１月２７日（金） 

 

 


