
 

   【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 福山市 学校名 福山市立幸千中学校 

校長名 金田 耕治 電話番号 ０８４－９５５－０１２１ 

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 学力の向上と自己指導能力の育成 

～自分の考えを書き，伝え合う活動を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-kosen/ 

研究内容 （１）授業改善 
   ～ 「書く活動」を通して，自分の考えを明確にし，友だちと伝え合う ～ 

 

 

 

 

 

 

（２）授業づくりの基盤 
   ～ 「時間」を意識し，学習の段取りができる ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 広島県学力向上総合対策事業 ／ 福山市小中一貫教育推進事業 

 

  

○「付けたい力」に迫る単元計画 

○ 幸千中学校区『授業モデル』に基づく授業実践 

○ 通過率 30%未満の生徒への手立て 

自治的活動の推進 

 

○ リーダーの育成 

○ 生徒会と児童会の交流 

生活三訓の励行 

＜時間を守る，あいさつをする，きれいにする＞ 

 

○ チャイム着席「レベル４」 

○ 大きな声で気持ちよく 

○ 掃除の徹底 

○ 教室環境と掲示物の整備 

○ 花で飾る 

○ 身だしなみを整える 



   【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 福山市 学校名 福山市立向丘中学校 

校 長 名 三島 重義 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 

― 小学校とのつながりを踏まえた，指導内容・方法，教材等の 

工夫を通して ― 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-mukaigaoka/ 

研究内容 

 

（１）学力向上の取組の実施 

  ア 基礎的・基本的な知識・技能の定着 

   ・授業改善サイクルを用いた授業改善の推進 

・家庭学習（自主学習ノート）の充実 

  イ 思考力・判断力・表現力の育成 

   ・「向丘中学校区授業モデル」（言語活動の導入，言語技術の

活用） 

   ・「学びの合言葉」の実施 

・活用型授業の実施 

（２）学級力向上の取組の実施 

  ア 学級力アンケートを生かした学級力の向上 

  イ 学級力を生かした家庭学習習慣の定着 

（３）小中一貫教育の取組の推進：向丘中学校区小中一貫教育推進協

議会（学力向上プロジェクト，生徒指導プロジェクト）の取組 

  ア ９年間を見通した，教科指導及び生徒指導等の実施 

 

備  考 
・平成 26年度公立中学校指導方法工夫改善指定校（課題対応型） 

・福山市小中一貫教育推進事業指定校 

 

  



   【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 福山市 学校名 鞆中学校 

校長名 海野隆博 電話番号 (084)982-1717 

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 小中一貫教育を通して，共に高まり，学習し合う児童・生徒の育成 

当該ページ

のアドレス 

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

研究内容 鞆小学校と鞆中学校での小中一貫教育において，キャリア教育を

基底に据えながら９年間を一体的に捉え，基礎学力や体力，自己肯

定感の向上を目指した取組を行っている。 

また，地元を素材とした生活科と総合的な学習の時間を中心に郷

土愛を深める取組を行いながら，グローバル化に対応できる若者の

人材育成を目指している。 

 小中一貫教育においては，２つの部会（基礎学力部会，人間関係づ

くり部会）においてそれぞれ学力とコミュニケーション能力や郷土愛

の育成に向けた取組を行っている。また，小５・６年において算数の

乗り入れ授業も週２回程度実施をし，中１ギャップの課題克服に努め

ている。 

 キャリア教育においては，郷土愛を育むため生活科と総合的な学習

の時間における系統的なカリキュラムを作成している。そして，発達

段階に応じたねらいを持ち，ふるさと鞆の産業，伝統文化，歴史を学

び，地域の方々とのふれあいや，仲間と資料整理を行うことで，コミ

ュニケーション能力や課題解決能力を高めている。さらに，中学校で

は，２年時において修学旅行先での鞆観光 PR でふるさと発信活動を

行っている。さらには，３年時には，実際に鞆の町並みに出て，観光

客の方々に自ら声をかけて，観光案内を行うボランティアガイドに挑

戦する。これらのことを通して達成感を味わいながら，自己肯定感を

高めている。これらはキャリア教育の基礎的・汎用的能力の４つの力

の向上を目的としている。 

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 福山市 学校名 福山市立走島中学校 

校長名 廣中 邦充 電話番号 ０８４－９８４－２００４ 

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（ 幼小中一貫教育                ） 

研究主題 自主・自律した生活を送る子どもの育成 

～走島スタンダードの実践を通して～ 

当該ページ

のアドレス 

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

研究内容 ≪走島幼小中一貫教育≫ 

走島幼稚園・小学校・中学校が教育課程を共有し，１２年間の育ち

として「走島スタンダード」の定着を図りながら，校種・個の課題を

具体化して取り組むことで，「生きる力」を確実に育てる。 

１ 教育研究部 ～豊かなことばの力を身につけ，自ら学ぶ～ 

（情報収集活用能力・自己表現力の育成） 

○発表の場を充実させる。 

○俳句・ＮＩＥを充実させる。 

○走島型授業モデルを活用し，授業改善を図る。 

○小中一貫カリキュラムの改善を図る。 

２ 教育活動部 ～豊かな心を持ち，進んで社会と関わる～ 

（社会性・人間関係形成能力の育成） 

○計画的に合同会議を実施する。 

○地域交流，合同行事を企画・準備・実施する。 

○目標達成のための段取りや実践を行う。 

○達成イメージを共有化する。 

３ 健康教育部 ～健康で自律的な生活が送れる～ 

（基本的生活習慣の確立） 

○「食事を作ろうデー」「料理教室」を定期的に実施する。 

○「食育の日」を中心とした給食指導の充実を図る。 

○「早寝・早起き・体力づくり頑張り週間」を定期的に実施する 

○生活アンケートを基に検証し，情報を保護者に発信する。 

備考 福山市小中一貫教育推進事業指定校 



【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  福山市 学 校 名  大成館中学校 

校 長 名  友道 健氏 電話番号 ０８４－９３４－１０６６ 

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（ 特別活動           ） 

研究主題 
学習意欲を高め，確かな学力の定着を図る 

～言語活動を取り入れた授業づくり～ 

当該ページの 

アドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-taiseikan/ 

研究内容 

（１）授業づくり 

   ①言語活動（学びあい）を取り入れた授業づくり 

②発表の４ヶ条の定着 

③授業規律の徹底（あいさつ・チャイム席・机周辺の環境整備） 

④聞く力・話す力・書く力の育成 

⑤安心して意見の言える環境づくり 

⑥授業の振り返り時間の定着 

（２）短学活の充実 

①全校で統一した学活の進め方で学活交流 

②ＱＵアンケートの実施と分析・取組の交流（年３回の研修） 

（３）家庭学習強化週間の設定 

   ①自主ノートへの取組 

   ②家庭学習時間を意識した学習習慣の定着 

（４）小中一貫教育の推進 

   ①学力向上部会  

    ○小中合同の公開研究会の開催 

    ○小中同時期の家庭学習強化週間の設定 

   ②体育出前授業により授業交流の推進 

   ③食育の推進（弁当の日） 

④小中合同でのあいさつ運動 

   ⑤小中合同研修会の実施（年２回） 

   ⑥小中歌声交流会 

   ⑦大成館中学校区スタンダード 

備  考 福山市小中一貫教育推進事業 



   【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  福山市 学校名 福山市立松永中学校 

校長名  後 川 芳 治 電話番号 ０８４－９３４－３１１７ 

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     生徒指導の三機能を生かした道徳授業 

      ～ 小中一貫教育の中で ～ 

当該ページ

のアドレス 

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

研究内容 （１） 生徒指導の三機能を活用した授業の工夫 

① 自分の考えを持ち、発表することができる。 

② 自分や周りをふり返り、認め合うことができる。 

③ 教師や友だちの考えや意見を聞き、考えることができる。 

 

（２） 授業改善と学力の向上 

① 共通の授業スタイルの確立（松中４則の徹底） 

② 指導方法の工夫改善 

③ 家庭学習の充実 

 

（３） 小中一貫教育の推進 

① 一貫教育推進協議会の定例化と小中合同研修会の実施 

② 乗り入れ授業・小中体験交流会の実施 

③ 松永校区スタンダードの推進と検証 

④ 学び直しと松永検定の実施 

⑤ 地域活動への参加とボランティア活動 

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  福山市 学 校 名  中央中学校 

校 長 名  藤原 章秀 電話番号 ０８４－９２５－００３６ 

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・基本を活用し，思考力・判断力・表現力を伸ばす指導方法の工
夫 ～｢書く活動｣を中心とした言語活動と「活用する場面」を取り入れ
た授業づくり～ 

当該ページの 

アドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-chuo/ 

研究内容 

（１）授業の指導工夫改善に関わる取組み 

  ①「めあて」と「まとめ」の充実 

   「めあて」「まとめ」の内容が授業の質の向上につながる。 

  ②「書く活動」を中心とした授業の指導工夫改善 

   「書くこと」は「考えること（思考）」と捉え，書く時間を確 

    保する。また「書く活動」の成果と課題を共有し，全教科で 

活用する。 

（２）学力定着に関する取組み 

  ①学習規律の徹底 

   ・２分前チャイム着席を徹底する。 

   ・授業の挨拶を徹底する（お願いしますと，礼を分ける） 

   ・全員の聴く姿勢（注目）が整ってから発表させる。 

  ②家庭学習の習慣化 

   ・家庭学習を記録し指導する。計画的な家庭学習の定着 

   ・自主ノートを活用し主体的に学習させる。 

（３）小中一貫教育の推進 

  ①組織づくり 

   ・学習習慣グループ・学力向上グループ・生活習慣グループ 

・コミュニケーショングループに，小中学校４校の職員が所属し， 

研究協議を行う。 

  ②校区スタンダードを作成し，９年間を通して段階的に取組む。 

  ③「ライフスキル」の研修と研究を行い，校区の特色ある取組みと 

する。 

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 福山市 学校名 福山市立駅家中学校 

校長名 岡田紀雄 電話番号 084-976-2051 

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 生徒一人ひとりが意欲的に取り組み，達成感のある授業づくり 
～望ましい集団づくりとともに，生徒指導の三機能を生かした授業を通じて～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-ekiya/ 

研究内容 ①  「めあて」を明確にし，生徒の学習意欲を高める「つかみ」のある授業 

② 生徒の主体的な「活動」のある授業 

（ペアワーク，グループ活動，ホワイトボードの活用等） 

③  「めあて」に整合した「まとめ」「振り返り」のある授業 

④ 守るべき授業規律が明確で，生徒が自ら率先して規律を大切にする授業  

⑤ 発問や切り返し，教材の工夫等を通じて，思考力･判断力･表現力の育成に留意し

た授業 

⑥  「生徒指導の三機能」（自己存在感を与える，自己決定の場を与える，共感的人間関係を育成する）

を生かし，生徒の自己指導能力を育成することに留意した授業 

⑦ 構造的で丁寧な板書を行い，学びの内容が明確に見える授業 

⑧ 生徒一人ひとりに｢なるほど！｣の瞬間，｢分かる｣喜び，｢分かった｣手応えがあり，も

っと「知りたい」「分かりたい」と家庭学習及びさらなる学びの意欲につながる授業 

⑨ 日常的な集団づくりとリンクした学習集団を活用し，ともに学ぶ喜びを実感する授   

業 

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 福山市 学校名 福山市立誠之中学校 

校長名 岡野 英俊 電話番号 084-953-0939 

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  「基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図る授業の創造」 

   ～書く活動を活かし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-seishi/ 

研究内容 広島県学力向上総合対策事業指定校（平成 24 年度～平成 26年度） 

 〈 研究教科  国語、算数・数学、英語 〉 

 

誠之中学校区（誠之中、箕島小、曙小、新涯小）での取組み 

（１）基礎的・基本的な知識・技能の定着 

  ・授業改善サイクルの実施 

  ・「書く活動」 

  ・「めあて」に整合した「まとめ」，単元全体計画 

  ・通過率 30％未満生徒への支援の工夫 

  ・繰り返し学習（学期に 1回） 

（２）授業規律の確立 

  ・授業開始時間 

  ・身の回りの整理整頓 

  ・挨拶・返事 

  ・正しい姿勢 

（３）生活習慣・学習習慣の確立 

  ・家庭学習強化週間（年 6回） 

  ・ノーTVデー 

  ・学習時間調査 

備考 誠之中学校公開授業研究会 11月 12日（水） 

広島県学力向上総合対策事業福山市報告会 1月 27日（火） 

                     〈於 誠之中学校 〉 

 



   【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 福山市 学校名 城西中学校 

校長名 瀬尾 繁幸 電話番号 084-952-1257 

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 
「学ぶ意欲を高める学習指導の在り方」 

～言語活動の充実と生徒指導の三機能を生かす指導方法の工夫を通して～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-josai/ 

研究内容 

 

〇自分の考えを書く・伝え合う活動を通して思考力・表現力を育てる 

・「めあて」が明確で，「まとめ」「振り返り」とつながる授業づくり 

・考えを書き，思考過程がわかるようなノート指導 

・グループ学習やペアワークによる伝え合う場の設定 

・「結論先行」「ナンバリング」「明確な根拠」を取り入れた伝え方の指導 

・比較・関連付けによる思考を表現する指導 

 

〇規律ある授業づくりと共感的人間関係が育つ学習集団づくり 

・学習規律の定着（授業あいさつ ベル着 学習環境の整備） 

・自治活動やグループ活動の取り入れ。 

・肯定的な声掛け 

 

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 福山市 学校名 東朋中学校 

校長名 高橋 延昌 電話番号 ０８４－９４７－４００５ 

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，倫理的思考・表現力を育む授業の工夫 

～生徒指導の三機能を取り入れたわかる授業の創造～ 

当該ページ

のアドレス 

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

研究内容 【本年度 研究の視点】 

〇学力の定着を図る授業スタイルの研究 

〇生徒指導の三機能を取り入れた授業づくりの研究 

【授業研究の流れ】 

  授業者 指導案作成 

 

  グループ別 指導案事前検討会 

  （教科を考慮して，全職員をグループに分ける） 

 

  研究授業（実践） 

 

  全体研修（ワークショップ型研修） 

  〔討議の柱〕 

  「生徒指導の三機能を取り入れたわかる授業の創造」の視点 

に沿って，「適切なねらいの提示」や「発言をつなげる教師 

の役割」をどう改善していくか。具体的な手だてを協議する。 

 

  研修会の記録を基に，振り返り及び次回に向けての課題分析 

 

備考 【本校の授業スタイル】 

①「ねらい」の提示  ②色チョークの使い分けの統一 

④一文一指示  ⑤グループ学習  ⑥ほめる（評価） 

 



【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  福山市 学 校 名  駅家南中学校 

校 長 名  青山真治 電話番号 ０８４－９７６－０８８５ 

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 
「授業システム」を活用して，思考力，判断力，表現力の深化・充実 

～授業改善サイクルに基づいた授業づくりと「つながる授業」の創造～ 

当該ページの 

アドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-ekinan/ 

研究内容 

１ 基礎学力の向上 

（１）全ての先生が同じ授業規律を実施 

（２）生徒による授業評価を基にした授業改善 

（３）言語活動場面の事例の蓄積 

（４）家庭学習の定着 

２ 学級集団づくりの充実 

（１）全ての学級が同じ朝学活・午後学活を実施 

（２）班長会の充実 

（３）生徒会による学活交流の実施 

（４）８つの校風の定着 

３ 小中一貫教育の推進 

（１）公開研究会，校内研修への参加 

（２）小学校への乗り入れ授業の実施 

（３）小中合同研修会の実施 

（４）小中連携行事の実施 

備  考 福山市小中一貫教育推進事業指定校 



   【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 福山市 学校名 常金中学校 

校長名 和田 啓介 電話番号 （0847）53-8122 

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 思考力を高めるための効果的な指導の在り方 

～すべての生徒が学びに参加する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-tsunekane/ 

研究内容  

〇 授業のユニバーサルデザイン化 

 

〇 総合的な学習の時間における探究的な活動及び思考ツールの活

用 

 

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 福山市 学校名 新市中央中学校 

校長名 門田 剛年 電話番号 0847-52-5534 

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・表現力の育成 

～知識・技能を活用する言語活動の充実～ 

当該ページ

のアドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-shinichichuo/ 

研究内容 （１）授業改善 

 ①１時間のゴールがわかるねらいを提示し，ねらいが達成できたか

の振り返りをさせる。 

 ②思考力・表現力を育成するため言語活動を仕組む 

  ・教科の特質に応じた効果的な言語活動を設定する。 

・考えたことを書かせる。 

（２）思考力・判断力の育成 

 ①定期テストに思考力・判断力を問う問題を出題し，分析をし，授

業改善に活かす。 

 ②資料を基にした授業を仕組む。 

 ③言語活動を取り入れた授業を意図的・計画的に仕組む。 

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  福山市 学 校 名  千年中学校 

校 長 名  園田 將勝 電話番号 ０８４－９８７－００２５ 

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，表現力を育成する授業づくり 

～言語活動の充実を通して～ 

当該ページの 

アドレス 
http://www.edu.city.fukuyama.hiroshima.jp/chu-chitose/ 

研究内容 

【研究仮説】 

  全教科が千年中サイクル（「教える」「深める」「広げる」）に則っ

て，各授業でまとめを書かせれば，思考力・表現力を育成すること

ができるであろう。 

【研究内容】 

・単元を３段階（「教える」「深める」「広げる」）に分けて指導を工夫

する。（指導案に工夫点を明記） 

・既習事項との関連を考える。（レディネステストの実施と生徒実態 

に合わせた指導の工夫） 

・評価規準を明確にする。 

【具体的な取組】 

・「ねらい」の明確化と「まとめ」の書かせ方の工夫。 

・「つなぎ発言」の意識化。（「聞く」ことを意識させる） 

・小中一貫カリキュラムの作成。（算数・数学科 図形領域） 

・視写。（毎週２回，朝読の時間を活用） 

【分析と検証】 

①各教科において 

ふり返りシート，自己評価表，小テストや単元末テスト，評価問

題，定期テストへの出題，まとめの書かせ方についてのレポート

交流 

 ②４教科（国・数・英・理） 

  全国学力学習状況調査，「基礎・基本」定着状況調査の分析 

 ③研究授業 

  ・年２回の全体研修 

  ・各学期，各教科１名の研究授業と研究協議 

  ・公開研究会（小中一貫教育全体研修） 

備  考 福山市小中一貫教育推進事業 



 


