
 

   【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 呉市 学校名 仁方中学校 

校長名 大下 孝之 電話番号 0823‐79‐1177 

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 児童生徒が主体的に学び，思考力・表現力を育てる授業の創造 

当該ページ

のアドレス 

http://www.kure-city.jp/~nigc/ 

研究内容 ○主体的な学びの創造 

 ・学びの態勢（授業規律）の確立 

 ・30％未満の生徒への対応 

 ・家庭学習の充実 

 ・授業での思考・表現の場 

 ・児童生徒の“～したい”が見える授業 

備考 平成 28年度呉市小中一貫教育研究指定校 

平成 27･28年度広島県学力向上チャレンジ校事業指定校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名 呉市立広南中学校 

校長名 若本 正 電話番号 (0823)71-7920 

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，学びの変革 ） 

研究主題 「知識・技能を活用し，協働して新しい価値を生み出せる資質・能力

の育成」 

～挑戦問題を手がかりとした課題発見・解決学習の工夫を通して～ 

当該ページ

のアドレス 

hirmc@kure-city.jp 

研究内容 課題発見・解決をベースとする教科学習と，その学習成果を活

用しながら進める創造的・協働的な総合的な学習の時間のカリキ

ュラムの開発と実践および検証 

 

備考 平成２７～２９年度 広島県「学びの変革」パイロット校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名  呉市立白岳中学校 

校長名 德本 文夫 電話番号 ０８２３－７４－２１２１ 

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 「確かな学力」「健やかな体」「自信と誇り」をもって自律し挑み続け

る子どもの育成 

当該ページ

のアドレス 

shiratake-j@hiroshima-c.ed.jp 

研究内容 「教えて考えさせる授業」と「自律した学習者」の育成を小中一貫 

教育を通して充実させ，教育相談的姿勢（カウンセリングマインド） 

により自尊感情を高めることで，主体的に意欲を持って挑戦する生徒 

を育てることができるであろうという仮説のもと，「夢や目標への挑 

戦ノート（定期試験目標達成のための計画）」により夢や目標に向か 

って粘り強く頑張る生徒を育てる取組，認めるほめる指導の徹底，教 

えて考えさせる授業の充実，自律的挑戦ノートと学び方５と学習観レ 

ベルアップ講座による自律した学習者を育成する取組を行う。 

 

 

 

 

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 呉市 学校名 呉市立広中央中学校 

校長名 越智博司 電話番号 0823-71-8524 

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 確かな学力を身に付け，心豊かでたくましく生きる生徒の育成 

当該ページ

のアドレス 

http://www.city.kure.hiroshima.jp/~hicc/ 

 

研究内容 ○ 主体的な学びに向けた授業改善 

・資質・能力を明確にした「めあて」の提示 

・「個人思考」「集団思考」「表現」を意図的，計画的に位置づける

授業づくり 

・学習内容を実生活に生かす工夫 

・生徒指導の三機能を生かした授業づくり 

・定期試験等の作問能力の質的向上 

○ キャリア教育の視点に立ち，自立心を育む生徒指導 

 

 

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 呉 市 学校名 郷原中学校 

校長名 上垣内 雄治 電話番号 0823-77-0014 

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（小中一貫教育） 

研究主題 自らを高める意欲を持つ子どもの育成 

～かかわりから学ぶ活動を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.kure-city.jp/~gohc/ 

研究内容 ＜小中一貫教育の推進＞ 

 分掌と連動させた小学校と合同の部会構成により研究を推進する。 

（１）授業づくり部会 

  主体的な学びを促す授業改善 

  呉型カリキュラムの実践・検証 

  学力調査を生かした学力定着 

（２）かかわりづくり部会 

  ９年間を見通した社会性（人とかかわる力）の育成 

  児童会・生徒会，学級活動等の推進 

  地域とのかかわりから学び，地域に貢献する教育活動の推進 

（３）健康・体力つくり部会 

  ９年間を見通した健康・体力つくりの推進 

  健康意識の高揚 

  発達段階に応じた体力向上 

備考 呉市小中一貫教育研究指定校(平成 27年度～28年度） 

 

 

 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名 横路中学校 

校長名 小林 浩樹 電話番号 0823-71-7827 

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 基礎･基本の定着と思考力･判断力･表現力の育成 

－基礎的・基本的な知識・技能の活用とかかわり合う活動を通して－ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.yokoro-j.hiroshima-c.ed.jp/ 

研究内容 横路小学校と共に小中一貫教育事業を推進している。今年度は、

生徒指導の三機能を生かした授業づくりに加え既有の知識・技能を

活用し他とのかかわりを通して思考力・判断力・表現力を育ててい

くこととしている。 

備考 呉市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名 呉市立阿賀中学校 

校長名 矢野 秀樹 電話番号 0823－71－3304 

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 「豊かな心」「確かな学力」「健やかな体」をはぐくむ小中一貫教育の

推進 

当該ページ

のアドレス 

agac@kure-city.jp 

研究内容 ・各教科等や体験活動と関連を図った道徳教育を推進し，心を育てる

「道徳の時間」の授業づくりを推進する。 

・基礎基本学力調査等に基づき，学力向上の取組を推進する。主体的

な学びを目指した授業づくりに小中一貫の体制で取り組む。 

・小中で一貫した体制をつくり，校内における組織的な取組により問

題行動や不登校の解決を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

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 呉市 学校名 警固屋中学校 

校長名 坂口 守 電話番号 0823-28-0914 

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 思考力・判断力・表現力の育成 

～ 思考スキルを活用する「学習過程の創造」 ～ 

当該ページ

のアドレス 

www.city.kure.hiroshima.jp/~kegc 

/ikkankyouiku/ikkankyouiku.html 

研究内容 ○育成したい資質・能力を明確にした各教科，総合的な学習の時間で

の「課題発見・解決学習」のための単元開発・実践・検証 

○思考スキルを活用する授業づくり 

 ＜研究の基盤＞ 

  

 

 

 

備考 平成 28年度広島県「学びの変革」パイロット校事業実践指定校 

平成 28年度呉市小中一貫教育研究指定校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ユニバーサルデザインの視点：焦点化，視覚化，共有化 
◇生活・学習習慣の確立：「自立ノート」の充実，「たいわの日」の取組 
          「学力向上マップ」の活用，学びのすすめの推進  
◇自己有用感・自己肯定感の向上：学園朝会，異学年交流 
◇豊かなことばの育成：「読書貯金通帳」の活用，朝読書の推進，校内掲示，

環境美化活動の推進，豊かな体験 



 

   【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 呉市 学校名 宮原中学校 

校長名  姫宮 久夫 電話番号  0823-21-1468 

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 主体的に学び，自分の考えを適切に表現する児童生徒の育成 

      ～ 授業の工夫改善を通して ～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.kure-city.jp/~miyc/ 

研究内容 １ 授業改善の視点 

○授業の中で知的な楽しさを実感させる活動等を取り入れ，学習内

容に対する興味・関心を深める。 

○アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた，多様な協働する活

動を授業に取り入れ，生徒の個々の思考に深まりをもたせる。 

○単元のねらいに即した問題解決的な学習活動を設定し，習得した

知識やスキル，また様々な情報等を活用する課題解決の過程を大

切にした活動に取り組ませる。 

２ 研究方法等 

○「本時のめあて」と「まとめ」「振り返り」の充実 

○各教科等における問題解決的な学習の確実な実施 

 ○アクティブ・ラーニングの手法を取り入れた協働的な学習の実施 

○各教科の定期試験での思考力・判断力・表現力を問う記述式の問

題等の出題とその内容の質的な向上を目指した取組の実施 

○学力調査等の分析・共有・活用の徹底 

○研究授業の実施 

 ○努力を要する生徒に向けた取組 

  

備考  

 

 

 

http://www.kure-city.jp/~miyc/


  【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 呉市 学校名 和庄中学校 

校長名 仙田雅俊 電話番号 0823-21-6631 

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 学ぶ意欲と自尊感情の向上 

当該ページ

のアドレス 
http://www.city.kure.hiroshima.jp/~wasc/ 

研究内容 ① 「和庄中学校区授業モデル」に基づき，学習の見通しを立てたり

学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れ，主体

的な学びを促進する。 

②  校区内の小学校との連携を深め，「コミュニケーションモデル」

を発達段階に応じて設定して活用することにより，互いを認め合

うことで，学びの意欲と自尊感情の向上等をめざす。 

備考 呉市小中一貫教育研究指定校(平成 27～28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 【様式１】平成２８年度 県中校長会ＨＰ版教育便覧 

市町名 呉市 学校名 東畑中学校 

校長名 土井 忠則 電話番号 (0823)21-6210 

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，論理的に表現する」児童生徒の育成 

－ 自ら課題を発見し，解決する力を付ける授業づくりと生活づく

り － 

当該ページ

のアドレス 

http://www.kure-city.jp/~higc/ 

研究内容 生徒が「主体的に学び，論理的に表現する力を付ける」ことができる

ようになるために，課題発見・解決学習を取り入れた授業づくりや生

活づくりの指導の在り方を研究する。 

備考  なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名 片山中学校 

校長名 斎藤 美由紀 電話番号 0823-21-4995 

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，学校安全教育） 

研究主題 「９年間を見通した思考力・判断力・表現力の育成」 

~ 課題発見・解決学習を通して ~ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.kure-city.jp/katc/ 

研究内容 《めざす子ども像》 

 

 

 

○ 生徒指導の三機能を土台とし，主体的な学び（「能動的な学び」「学習者基点

の学び」「深い学び」）を授業づくりに位置付け，実践的指導力の向上を図る。 

○ 生徒自らが課題を見つけ，自ら考え，主体的に判断し，問題を解決する調べ

学習や，探究的な授業づくりに向けて研究し，実践する。 

○ 「礼節に心を込めて」を全ての教育活動の基盤とし，社会に通用するたくま

しい生徒の育成を図る。（学校安全：防災教育） 

備考  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

授業や生活における型を学び【個の確立】，自分の個性を発揮

しつつ【個の成長】，向上心を持って仲間とともに主体的に行動

ができる【個の形成】【個からの発信】生徒の育成 

 



【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 呉市 学校名 呉中央中学校 

校長名 竹上 和徳 電話番号 ０８２３（２１）２８２８ 

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 「豊かな『学び』と『生き方 』を実現する学園文化の創造」                         

～他者と協働し，主体的によりよく生きる力を育む教科教育・キャリ   

ア教育・道徳教育からのアプローチを通して～                                     

【教科教育】～自ら考えを表現し，深め合う授業を通して～                            

【キャリア教育】～自ら課題を持ち，協力・協働して取り組む夢チャ 

レンジの時間を通して～                           

【道徳教育】～議論し，自ら深く考える道徳の時間を通して～ 

当該ページ

のアドレス 

ＵＲＬhttp://www.kure-city.jp/~krcc 

研究内容 （１）豊かな学び（９年間を見通した小中一貫教育カリキュラムを生

かす。） 

  ア 学力実態調査の個別分析，課題と要因，改善方法の明確化 

イ 課題発見・解決型の学習過程の在り方 

ウ 表現活動の充実 

エ 呉型カリキュラム」による授業実践と検証 

オ 「まなびのすすめ（家庭学習）」の取組充実 

（２）豊かな生き方（９年間を見通したキャリア教育・道徳教育プロ

グラムを生かす。） 

  ア キャリア教育（生活科・総合的な学習の時間）の改善・充実 

・ 主体的な学びを促す課題設定の在り方 

・ 探究し続ける学習活動の工夫 

・ 評価の在り方 

イ 道徳教育の改善・充実 

・ 体験活動と関連させた学習プログラムの作成 

   ・ 「議論し，考える」道徳の時間の創造 

・ 評価の在り方 

備考 小中一貫型中学校（仮称） 

 

http://www.kure-city.jp/~krcc


 

   【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 呉市 学校名 呉市立両城中学校 

校長名 播磨 寛宗 電話番号 (0823)21-4661 

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 自主的・主体的な行動ができる児童生徒の育成 

～学ぶ意欲を高める教育活動の工夫～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.ryojyo-j.hiroshima-c.ed.jp/ 

研究内容 各教科・領域における「言語活動」や「主体的な学び」の学習過程

で，「書く活動」(個人思考過程) を軸に，生徒が双方向に対話し学び

合いながら主体的に考え探求する力を育てる課題解決型授業への転

換を図ることにより，学ぶ意欲を促し，自主的・主体的な行動ができ

る力の育成に取り組む。 

○ 「言語活動」や「主体的な学び」に対する関心や理解の深化 

○ 「言語活動」や「主体的な学び」に係る指導内容や指導方法 

○ 授業と家庭学習や生活を結び付ける学びのサイクルの確立 

○ 学ぶ心構えの習得と環境整備 

○ 基本的な生活習慣と学力向上との関係性 

など 

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 呉市 学校名 呉市立吉浦中学校 

校長名 藤原 敏宏 電話番号 (0823)31-7570 

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 
郷土を愛し，自分のよさ，地域のよさを豊かに表現できる児童生徒の育成 

～授業のユニバーサルデザイン化とグローバル教育の推進を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.kure-city.jp/~yosc/ 

研究内容 

○ ユニバーサルデザイン推進部会（すべての子どもにとって分かり

やすい授業づくりを図る研究） 

・学校環境，学級環境づくり（土台） 

  刺激量の調整，場の構造化，ルールの明確化，相互理解の工夫

等 

・指導方法の工夫 

  時間の構造化，情報伝達の工夫，参加の促進（共有化），指導

内容の構造化等 

○ グローバル教育推進部会（郷土の歴史や伝統文化等についての理

解を深め郷土を愛する心を育てる取組・日本語と英語の両方で自分

や地域の事を豊かに表現できる力を育てる取組に関する研究） 

・小中を一貫する外国語・総合的な学習の時間等の呉型カリキュラ

ムの作成・実践・検証等 

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 呉市 学校名 天応中学校 

校長名 檜垣 光司 電話番号 0823-38-7545 

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 自ら学び・挑戦し・鍛えることのできる生徒の育成 

 ～教えて考えさせる「授業」「指導」を通して～ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.kure-city.jp/~tenc/ 

研究内容 ○「教えて考えさせる授業」の理論研修・実践による授業改善・指導

力向上 

 ・小中合同研究授業 ・主体的学びの創造 

 ・生徒指導の三機能を生かした授業づくり 

○学びの基盤となる学習環境の整備 

 ・「学びのすすめ」の活用 ・学習規律の徹底 

○異学年交流（小中合同行事等）や地域とのつながりを通した自尊感

情の育成 

 ・生徒会活動の活性化 ・総合的な学習の時間の充実 

○自ら設定した目標に挑戦する取組を通した基本的生活習慣の定着 

 体力・運動能力の向上 

 ・生活振り返りカード ・アウトメディア ・元気チャレンジ 

 

備考 平成２８年度呉市小中一貫教育研究指定校 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名 昭和中学校 

校長名 三田俊士 電話番号 0823－33－0311 

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 聴いて 考えて つなげる 授業の創造 

当該ページ

のアドレス 
http://www.kure-city.jp/~syoc/ 

研究内容 〇考えたことを自分の中で再構築し，それを他者に分かりやすく表現

できる子供を育成するための授業を目指す。 

〇全員が参加できる授業をめざし，ペア活動やグループ活動を活用し

てみんなで考えを共有していく。 

〇考える手立て・発信する手立て等を考え工夫して実践していく。 

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 呉市 学校名 呉市立昭和北中学校 

校長名 松田 恭尚 電話番号 ０８２３－３３－９６１０ 

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 グローバル化が進む社会を主体的に生きる人間の基盤づくり 

当該ページ

のアドレス 

Showakita-j@hiroshima-c.ed.jp 

研究内容  

〇 コミュニケーション能力の育成 

〇 多様な価値観を受容する態度の育成 

〇 伝統と文化を尊重する態度の涵養 

 

備考 平成 28年度呉市小中一貫教育研究指定校 

平成 28年度広島県中学校生徒指導実践指定校 

呉市「英語が話せる子どもの育成事業」モデル校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【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 呉市 学校名 下蒲刈中学校 

校長名 有田 隆之 電話番号 ０８２３－６５－２０２４ 

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 主体的に学び，表現できる生徒の育成 

～言語活動の充実を通して～ 

当該ページの

アドレス 
http://www.kure-city.jp/~skamc/home.htm 

研究内容 ○ 小中一貫教育研究指定事業の取組 

 ・ 各教科における小中一貫教育カリキュラム（呉型カリキュラム）

の実践及び検証と見直し 

・ ９年間を見通した家庭学習（チャレンジ学習）の充実 

・ 小中学校と地域との協働による，児童生徒の自尊感情の向上を目

指した取組の実施 

 

○ 「とびしま四島授業研究会」の更なる充実 

教師の授業力向上を目的にして，下蒲刈中，蒲刈中，豊浜中で連携

しながら，教師全員が一人１回以上の授業研究を行い，教科チームに

よる協議会を継続・発展させる。 

・ 授業改善のためのＰＤＣＡサイクルの充実 

誤答分析→工夫改善→授業実践→評価問題で検証→誤答分析 

・ 言語活動の充実に向けた授業改善 

・ 授業カンファレンスの充実（教科チームとしての授業改善） 

・ 個に応じた指導の充実 

個の課題に応じた宿題の出し方と，個別指導方法の創意工夫 

備考 平成２８年度呉市小中一貫教育研究指定校 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名 呉市立川尻中学校 

校長名 二宮 肇美 電話番号 (0823)87-2072 

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 進んで考え表現する児童生徒を育成する教育活動の創造 

～主体的な学び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.kure-city.jp/~kawac/ 

研究内容 教えて考えさせる授業の実践 

・主体的な学びを創造する『教えて考えさせる』授業スタイル 

・共通課題領域の小中一貫カリキュラム実践と検証 

自尊感情を向上させる取組 

・分離型で取り組む異学年交流活動 

・地道な頑張りを評価するＫＢＱバッジ 

学習規律と家庭学習習慣の定着に向けた取組 

・家庭学習の習慣化（川尻っ子ノートの活用） 

・「吹き出しのあるノート」づくり 

夢や志を育むキャリア教育 

・１００人の素敵な生き方に出会う学校 

・食育とボランティアを基盤とした自己肯定感の醸成 

 

備考 平成２８年度呉市小中一貫教育研究指定校 

 

 

 

 

 

 

 

 



【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 呉市 学校名 音戸中学校 

校長名 池田時雄 電話番号 0823-51-2731 

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 主体的に学ぶ児童生徒の育成 

～「習得」の学習活動を工夫した授業づくり～ 

当該ページ

のアドレス 

ondc@kure-city.jp 

研究内容 小中連携地域として，県教育委員会から「学力向上チャレンジ校事業」

の指定を受け，主体的な学びを促進する研究を進めている。また，中

学校区の小中一貫教育に係る取組を通して，９年間を見通した教育の

充実を図っていく。 

備考 学力向上チャレンジ校事業（音戸中学校・音戸小学校・波多見小学校） 

平成２８年度呉市小中一貫教育研究指定校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   【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 呉市 学校名 明徳中学校 

校長名 久保 好寛 電話番号 ０８２３－５６－０３０３ 

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 主体的な学びを促し，表現力を育成する ～「論述」を通して～ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.kure-city.jp/~mtkc/ 

研究内容 １ 「話す」，「聞く」，「話し合う」の各項目において，前期，中

期，後期ごとに「９年間でめざす子どものすがた」を明確にし，そ

の達成に向けて，論述の内容を取り入れた小中一貫カリキュラムを

全教科で作成し，系統的な指導と評価を進めていく。また，論述の

内容を確かなものにするために，書く活動を効果的に取り入れると

ともに，９年間の発達段階に応じたノート指導に取り組んでいく。 

２ 検証授業を実施し，カリキュラムの改善を図っていく。 

３ 「明徳中学校区学び方マニュアル」を活用して，主体的に学ぼう

とする意欲の向上と家庭学習の定着を図る。 

４ 「学習ルール（１０のチャレンジ）」を徹底させ，自分の思いや

考えをしっかり表現できる力を育成するとともに，その基盤となる

学習規律を身につけさせていく。特に，「理由をつけて話す」「最後

まできちんと話す」ことに焦点化して取り組む。 

５ 小中一貫教育の推進により，いじめや中１ギャップの解消，自己

肯定感の育成を図る。 

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 呉市 学校名 呉市立倉橋中学校 

校長名 濱田 一路 電話番号 （０８２３）５３－００１９ 

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（図書館教育） 

研究主題 自ら学ぶ力と豊かな心を育てる学校図書館 

当該ページ

のアドレス 

http://www.kure-city.jp/~krhc/ 

研究内容 《研究仮説》 

学校図書館を活用して，「教えて考えさせ，主体的に課題を解決させる

授業づくり」と「学習を支援し，読書を豊かにする学習環境づくり」の両

面から取り組んでいくならば，自ら学ぶ力が向上し，豊かな心を育成する

ことができるであろう。 

 

《研究内容》 

１ 図書館資料等を利用した活用型（課題設定・課題解決型）授業 

(1) 生徒が課題設定をする。 

(2) 課題解決のために図書資料等を使って情報収集をさせる。 

(3) 収集した情報をまとめ，分析（比較・分類・関係づけ）する。 

(4) 調べたことについて自分の考えを持たせ，表現させる。 

２ 学校図書館を中心とした学習環境づくり 

(1)「学習・情報センター」として 

・授業に活用できる本（資料）を置き，調べて発表する。 

・学習の成果物などを蓄積し，活用する。 

(2)「読書センター」として 

・生徒に読む経験，読書に親しむきっかけを与える。 

・家庭や地域，公立図書館と連携して読書活動を進める。 

 

備考 平成 28年 11月 22日（火） 

第 59回広島県学校図書館研究大会 会場校 

 



 

   【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 呉市 学校名 呉市立蒲刈中学校 

校長名 礒道 文彦 電話番号 0823-68-0020 

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  主体的に学び，表現できる児童生徒の育成 

 ～「ふるさと学習」と言語活動の充実を通して～ 

当該ページ

のアドレス 

http://www.kure-city.jp/~kamc/ 

研究内容 ○ 主体的に学ぶ児童生徒を育成するための授業づくりの工夫・改善 

○ 「ふるさと学習」のカリキュラム編成 

備考 呉市立蒲刈中学校区小中一貫教育研究会（平成 28年 10月 5日開催） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 【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 呉市 学校名 呉市立安浦中学校 

校長名 下重 節実 電話番号 （０８２３）８４－５１５１ 

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・表現力を高める授業づくり 

‐逆向き設計によるパフォーマンス課題を取り入れた単元構成及びそ

の実施を通して‐ 

当該ページの
アドレス http://www.kure-city.jp/~yasuc/ 

研究内容 本校では，小中一貫教育の研究テーマ「思考力・表現力・判断力を

高めるための授業改善とその土壌づくり」にかかわって，年次毎に「学

力の三要素をねらって育てる授業づくり」，「めあてとまとめが対応し

た授業づくり」，「課題発見・解決学習を取り入れた授業の創造」など

の取組を進め，教師の授業力向上に努めてきた。また，基礎的・基本

的な内容の確実な定着を期して，教科毎に学習内容をまとめた「安浦

中学校基礎・基本チェックシート」を開発し，改善を重ねてきている。

その結果，平成 27年度「基礎・基本」定着状況調査では，全ての教科

の通過率が県平均を上回る等の成果が得られた。 

しかし，質問紙調査から，「学習内容の活用」について，生徒と教師

の意識に乖離があることが分かった。つまり，「授業では考えたり提案

したりしたことについて，実際に取り組んでいます。」という項目に対

して肯定的に解答した生徒の割合は 44.8％と低かったのに対し，「生徒

が，考えたり提案したりしたことについて，実際に取り組むような指

導を工夫した。」という項目に対して肯定的に解答した教師の割合は

78.2％と高く，学習者と授業者の意識に差があったのである。このこ

とは，先に述べた「課題解決・発見学習」が，真の意味で成されてい

ないことを示している。「課題解決・発見学習」は，①「課題の設定」

②「情報の収集」③「整理・分析」④「まとめ・創造・表現」⑤「実

行」⑥「振り返り」という過程を踏んで行われる。これまでの本校の

取組によって，教師はこれらの各過程にそって授業を行うことはでき

るようになったが，生徒が「（主体的に）習得した知識やスキルを『活

用』する」能力を身に付けるまでには至っておらず，「課題発見・解決

学習」が形骸化していることが危惧される。 

そこで本校では，「課題発見・解決学習」の形骸化の状況を改善し，

生徒の思考力・判断力・表現力を高めるために，各教科において逆向

き設計によるパフォーマンス課題を取り入れた単元構成を行い，それ

に基づいた研究授業を全員実施することとした。 

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 呉市 学校名 呉市立豊浜中学校 

校長名 荒谷 政俊 電話番号 0823-68-2009 

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 主体的に学び，思いを表現できる生徒の育成 

～思考スキルを活用した関わり合う授業を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.kure-city.jp/~tyhc/ 

研究内容 ○ 小中一貫で思考スキルを活用した教育活動の改善を行う。 

○ 各種学力調査における誤答・無答分析をもとに指導方法の工夫改

善をすると共に，生徒が自信を持って思いを表現できる「場」を設

定する。 

○ 地域で開催される「とびしまマラソン」，クリーン作戦などの運営

に地域と協働し参加する。 

○ 地域の指導者を招聘し，伝統文化（弓道・琴）を学ぶ。 

 

備考  

 

 

 

 


