
 
   【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 尾道市立長江中学校 
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２６年１１月１２日（水） 
 

http://www.onomichi.ed.jp/nagae-j/index.html�


   【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 尾道市立栗原中学校 
校長名 春田 裕和 電話番号 ０８４８－２３－３８１１ 
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（グローバル化対応           ） 

研究主題 主体的に課題解決学習をする生徒の育成 
―思考力・判断力・表現力を育成する「すべ」の指導を通して－ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.onomichi.ed.jp/kurihara-j/kenkyuu/kennkyu.html 
 

研究内容 (1) 思考力・表現力を育成する指導方法の研究 
① 生徒指導の三機能を生かした授業モデルの見直しと実践 
② 言語活動の充実を図る指導方法の実践 
③ 繰り返し指導・個別指導の見直しと実践 
④ 思考力・判断力・表現力を育成する「すべ」の指導 

(2) 家庭学習の習慣化を図る指導方法の研究 
① 家庭学習の習慣化を図る手立ての工夫 
② 家庭学習の手引きの活用 
③ 保護者への啓発方法の開発 

(3) 校内授業研究の方法に係る研究 
① 授業評価カードを活用した授業分析  
② 事前研修の工夫 
③ テーマに沿った学習指導案の作成と実施 
④ 個に応じた指導方法の工夫 

備考  
 

http://www.onomichi.ed.jp/kurihara-j/kenkyuu/kennkyu.html�


 
   【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 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。 

（４）部活動顧問が週３回以上部活動に参加することで，人間関係を

つくり積極的指導を推進する。 

（５）一週間に一回以上学年通信を発行し生徒の様子やがんばりを伝

え，保護者の信頼や関心を学校に向けるよう努める。 

（６）吉中太鼓を生徒の成長の基盤に据え，ねばり強く正しく，そし

て心豊かな自分に自信が持てる生徒を育てる。 

 

備考 平成 26 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 26 年度広島県中学校学力向上総合対策事業（タイプⅡ） 

平成 26 年度広島県生徒指導実践指定校 

 

http://www.onomichi.ed.jp/yoshiwa-j/�


 
   【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 尾道市立日比崎中学校 
校長名 岡田雄造 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 
－各教科等における言語活動の充実を通して－ 

当該ページ

のアドレス 
Ｅ mail  hibizaki-j@onomichi.ed.jp 

Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.onomichi.ed.jp/hibizaki-j/ 

研究内容 ①� －1 自分の考えを持たせる場の設定 

－2 学習意欲を高める指導の工夫 

② －1 自分の考えを相手に分りやすく伝えるための言語技術指

導 

    －2 語彙を増やし，構成力を高める視写への取組（週末課題） 
 

備考  
 

mailto:hibizaki-j@onomichi.ed.jp�
http://www.onomichi.ed.jp/hibizaki-j/�


 
   【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 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（                         ） 

研究主題 個と集団の力を引き出し，自己学習力を高める生徒の育成  

～生徒指導の三機能を生かした個に応じた授業を通して～  
当該ページ

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

研究内容 （１）アセスの結果分析や学力調査分析から生徒理解を進める。  

（２）模擬株式会社の取り組みを創造し，３年間を見通したキャリア

教育のカリキュラム開発を行う。 

（３）評価問題を作成し，仮説検証型の授業を推進する。（授業の構

造化を生徒指導の三機能の視点で検証）  

（４）特別支援教育の視点を取り入れた授業のユニバーサルデザイン

化を進める。  

（５）組織的な授業改善，道徳授業の改善により，教育の質的向上を

目指す。（ＯＪＴ＆ＯＪＤによる人材育成）  

（６）本校の研究の成果を，授業公開，道徳授業公開やホームページ

上で公開する。  

 

備考 生徒指導実践指定校（広島県教育委員会）  

尾道市授業改善指定校（尾道市教育委員会）  

 

http://www.onomichi.ed.jp/miki-j/index.html�


 
   【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 尾道市立高西中学校 
校長名 井上一男 電話番号 0848(46)0205 
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 
～言語活動を効果的に取り入れた授業づくり～ 

当該ページ

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

研究内容 効果的に言語活動を取り入れた授業づくりを通して，生徒の思考力・

表現力を育成するとともに，学力を向上させる。 
１ 諸調査結果の分析に基づいた授業改善 
２ 学習規律の徹底 
３ 生徒の実態に即した授業実践 

備考 平成 26 年度学力向上総合対策事業（中中連携：タイプⅡ） 
尾道市教育委員会 教科・課題別研究指定校（平成 26 年度指定） 

 

http://www.onomichi.ed.jp/takanishi-j/�


   【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 尾道市立百島中学校 
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 伝え高め合う子どもの育成をめざして 

  ～基礎学力の定着と言語活動を生かした授業づくりを通して～ 

当該ページ

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

研究内容 １ 研究主題の設定 
生徒の思考力・判断力・表現力等をはぐくむ観点から，各教科

等において言語活動の充実を図っていく。自分の考えを持ち，自
分のことばでまとめ，相手にわかりやすく伝えていく表現力を育
てていくこと，そのためにも基礎学力の定着を図り，言語活動を
取り入れた授業を行うことにより，自分の思いや考えを具体的に
説明したり，交流しあったりする力を育てていくために本主題を
設定した。 

２ 研究仮説   

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
意欲や判断力，思考力，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，高めあうことができるであろう。 

３ 内容と方法 

① 基礎的・基本的な知識・技能の習得 
  ・小学校では国語科を中心に，中学校では各教科において，基礎

的・基本的な知識を習得させ，個に応じた指導を充実させる。 

 ② 思考力・判断力・課題解決力の育成。 
  ・身に付けた知識・技能をもとにして十分に活用し，言語活動を

充実させた論理的な思考力・判断力・課題解決力を育てる。 

 ③ 表現力の育成 
  ・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  
 

http://www.onomichi.ed.jp/momoshima-j/�


 
   【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 尾道市立浦崎中学校 
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 
～言語活動の充実を通して～ 

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，相手に分かるように説明する 
力の向上 

備考  
 

mailto:urasaki-j@onomichi.ed.jp�


 
   【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 向東中学校 
校長名 前 澤 義 隆 電話番号 ０８４８－４４－３０１６ 
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・基本の定着による学力の向上」 
～誤答分析による教え直しを通して～ 

当該ページ

のアドレス 
ｍukaihigashi-j@onomichi.ed.jp 

研究内容 １ 書く力の育成 
 （１）教え直しサイクルの活用による授業改善 
 （２）ノート指導の徹底 
２ 聴く力の育成（学習規律の確立） 
 （１）生徒指導の３機能を生かした指導 
 
 

備考  
 

mailto:ｍukaihigashi-j@onomichi.ed.jp�


 
   【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 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３則を取り入れた授業を通して～ 

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）見通しがあり，わかる授業をすることで，生徒の学習意欲を向

上させる。 
（２）思考場面をつくり，じっくり考えさせる。授業でわかったこと

をまとめる中で，思考力・表現力を向上させる。 
（３）「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  
 

http://www.onomichi.ed.jp/mukaishima-j/�


 
   【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 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｣ 
～知識や技能の活用を生かした授業づくりを通して～ 

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 
 知識・技能を活用する学習活動を取り入れた授業づくりを行うこと

で、思考力・判断力・表現力を育み、自ら課題を解決していく力を高

める。 
□知識・技能を活用する学習活動の研究 
 ①思考力・判断力・表現力を深めるための術（すべ） 

 ・発問の工夫 ・ワークシートの工夫 
 ・ノート指導の工夫 ・板書の工夫 
 ・操作活動の工夫 
 ・比較・分類・関連付けなどの技法の工夫 
②「つけたい力」の明確化 

・「ねらい」と「みとり」の工夫 
・「まとめ」や「振り返り」の工夫 

③「生徒指導の三機能を生かした学習の場の設定」 
・自己決定力・・・・個人思考 
・自己存在感・・・・集団思考，発表する場 
・共感的人間関係・・集団思考，発表する場 

④「個に応じた支援の工夫」 
・学習意欲を高める工夫と基礎的な力をつける工夫。 

備考 平成２６年度国立教育研究所新教育課程研究（保健体育科）指定校 
平成２６年度尾道市教科・課題別研究指定校 

※ 公開研究会：平成２６年１０月３日（金） 

http://www.onomichi.ed.jp/inhoku-j/�
mailto:inhoku-j@onomichi.ed.jp�


 
   【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 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/ 
 

研究内容 キャリア教育の推進を通して ～組織的・系統的な取組の実践化～ 
（１）「基礎・基本」の定着 
   ・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 

備考  
 

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/h26hokendayori/h26hokendayori_mn.htm#tokusyu2�
http://www.onomichi.ed.jp/shigei-j/h26_syokuiku/h26syokuiku_mn.htm�


 
   【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 尾道市立瀬戸田中学校 
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・基本の定着と表現力の育成 
 ～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，基礎・基本の定着，表現力を育む場を設定

し，ICT の活用を通して，生徒の学力向上を図る。 
・全教職員が ICT 機器の活用に慣れる。 
・基礎学力・表現力を伸長させるために ICT を活用する。 
・学力調査における正答率と無回答率の推移 
・日頃の ICT 活用の授業実践の交流と整理 
 

備考  
 

 

http://www.onomichi.ed.jp/setoda-j/�

