
   【様式１】平成２８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 内田 政彰 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 

～ 「すべ」を意識し，自ら考え学ぶ授業を通して ～ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-mukaigaoka/ 

研究内容 (1) 思考力・判断力・表現力を育成する 

① 根拠を明らかにして自分の考えを言える 

② 既習事項，他の考え等との比較，関連付けを行う 

③ 様々な意見，考え方の比較，分類，関連付けを行う 

④ キーワード（要点）をおさえたまとめをする 

(2) 「すべ」を活用して他者と協働して課題を解決していく子どもを

育てる 

① 他者に分かりやすく自分の考えを伝える 

② 他者には自分にない思いや考え方があることを知る 

③ 他者のよい点を真似たり，自分なりに工夫したりする 

 

備考  

 



 

   【様式１】平成２８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 福山市立鳳中学校 

校長名 荒 木 政 美 電話番号 084 － 947 －1022 

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 主体的に学び，基礎的・基本的な知識・技能を活用した表現力の育成 

～学び合いを深める言語活動の工夫を通して～ 

当該ページ

のアドレス 

www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-otori/ 

研究内容 研究主題は「『主体的に学び，基礎的・基本的な知識・技能を活用し
た表現力の育成』～学び合いを深める言語活動の工夫を通して～」で
ある。すべての生徒がわかる喜びや学ぶ意義を実感できる授業を行
う。 
○言語活動の充実 
各学年の生徒の実態から，課題を明らかにすることで，生徒に身に付
けさせたい力を明確する。「比較する」「理由を問う」などの思考を促
す発問の工夫をし，授業改善をおこなう。各教科が言語活動の工夫の
指導事例を作成し，実践する。実践した内容を教科部会で協議し，さ
らに生徒の課題を解決できる言語活動の工夫を図る。 
○道徳教育の推進 
毎月，道徳担当者会及び学年会において１つの内容項目に重点を置
き，研究・研修を行う。他者評価の場を意図的に仕組み，肯定的な他
者へのコメントを全体に紹介していく場を設定することで，互いの良
さを認め，学ぶことのできる生徒を育成する。 
 
取組内容 
①ＵＤの視点を持った学習環境づくりや授業づくり→「鳳スタンダー
ド」 

②生活班と学習班をリンクさせた，積極的なペア・グループ活動の実
施 

③各教科で行う，授業における言語活動の工夫 
④③をまとめた「研究のまとめシート」の作成 
⑤各教科の職員研修（ブロック研究含む）における「授業観察シート」
の実施と， 

その中から自分の授業等に今後生かしたいことの文章化（自分化宣
言）の実施。 

⑥生徒アンケートからの言語活動についての意識調査・分析の実施。 
⑦道徳担当者会の実施（毎月）。 
 

備考  

 

 

 



   【様式１】平成２８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 福山市立培遠中学校 

校長名 高橋 正明 電話番号 （０８４）９４７－１１０３ 

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 小中９年間を見通した思考力・表現力の育成 

～かく活動を取り入れた授業づくりを通して～ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-baien/ 

研究内容 １ 「自ら考え学ぶ」授業づくりをすすめる。 

(1)全教科で課題（発見）解決型の単元指導計画の作成をすすめる。 

・総合的な学習の時間を活用した探求型授業づくりの推進。 

(2)思考を促す「めあて」の工夫によって「主体的な学び」に導く。 

(3)発問に対して，個人思考と集団思考の場を設定する。 

・生徒指導の三機能を意識したペア学習・グループ学習を取入れる。 

(4)「かく」活動を通して，思考したことをまとめる力や表現する力

を育てる。 

２ 小中連携をすすめる。 

(1)年間８回の校区授業研究と年 2 回の合同研修を実施する。 

(2)児童会・生徒会の交流（あいさつ運動等） 

(3)フレッシュ研修（若手教職員対象）の実施 

備考 小中一貫教育推進事業「大好き！福山～ふるさと学習」モデル校区 

 

 



 

   【様式１】平成２８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 「基礎・基本」の定着と，「考える力・伝える力」の育成 

～書かせる場面・指導の工夫・徹底を通して～ 
 

当該ページ

のアドレス 

http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-kamo/ 

研究内容 ○単元構想シート(２パターンから選択)に基づく単元づくりと授業

公開・協議（各自年間１回以上）と、授業観察シートを活用した相

互授業参観月間の実施(年間２回) 

・ゴールイメージや学習意欲を喚起させる「めあて(学習課題)」

設定と、「まとめ」「振り返り」の場面設定・指導の工夫 

・考える(比較・関連付け)⇒書かせる場面設定と指導の工夫 

・伝え合う(主語・結論⇒根拠)⇒書かせる(追加・修正・整理)場面

設定と指導の工夫 

・伝え合いの場(グループ等)での、聴かせる指導の工夫・徹底 

 

○チョーク色の使い分け等による分かりやすい板書づくりと、ノート

指導の連動 

 

○「朝ドリル・定着確認テスト」等の繰り返し学習と、家庭学習の連

動・徹底 

 

 

備考  

 



 

   【様式１】平成２８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２８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つまずきの把握 

 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ねらいと振り返り 

 終末で達成状況を振り返ることができる具体的なねらいの設定 

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２８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 神辺東中学校 

校長名 光廣 敏樹 電話番号 084-965-1001 

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、判断し行動する生徒の育成をめざして 

～ペア学習などの学びあいの場の設定～ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-kanhigashi/ 

研究内容 〇授業づくり 

・「本時のめあて」と「授業の流れ」の提示 

 「本時のめあて」→「～することができる」（振り返りのできるめあて）           

「授業の流れ」→「EX：漢字スキル→要約→思考（個人・グループ） 

            →発表→問題演習」 

・授業の中に共働学習を取り入れる 

 指導案には「ペア学習」「グループ学習」等を明記する 

 ★「ペア学習」 

  ①確認のため（暗唱・小テストの採点等） 

  ②意見を交流するため（自分の考えを伝える・他の意見を聞く） 

 ★「グループ学習」（活動の明確化） 

  ①課題に対して答えを一つに絞る（例：ＡかＢかを考えなさい） 

  ②課題に対してできるだけたくさんの答えを出す 

   （例：Ａを選んだ理由をできるだけたくさん考えなさい） 

  ③自分の考えと他の人の考えを比較して適切な根拠を考える 

   （例：班で答えを一つに絞り最も適切な根拠を答えなさい） 

  ④自分の考えと他の人の考えを比較して根拠の違いに気づく 

   （例：班で出た答えに適切な根拠をつけて説明できるようにしなさい） 

  ⑤自分の意見ではない考えに根拠を見出す 

   （例：Ａという立場に立って、なぜＡと思うのかを説明できる 

      ようにしなさい） 

・基本学習指導案の統一 

備考 平成 28年 11月 18日第 60回広島県国語教育研究大会授業提案 

 

 



   【様式１】平成２８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 福山中学校 

校長名 向井 勝也 電話番号 (084)951-5978 

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 活用力を高め，グローバルな社会・地域社会で活躍する意欲と態度を

もった生徒の育成 

当該ページ

のアドレス 

http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/kou-ichifuku/ 

研究内容 ・アクティブ・ラーニング型授業の実践的授業研究 

・コミュニケーション能力・探究能力を高める指導の研究 

・ＥＳＤ２観点に基づいた中高一貫教育の創造 

備考  

 

 


