
   【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 福山市立鷹取中学校 

校長名 伊原秀夫 電話番号 ０８４－９２３－０６０３ 

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 主体的に学び合い，生き生きと活動する子どもの育成 

～聴いて，考えて，つなぐ授業の創造～ 

当該ページ

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

研究内容 ○中学校区のめざす子ども像 

学校や地域を愛し，賢く強く生きる子ども 

「笑顔であいさつ日本一」 

 

○研究の重点 

・思考力・表現力の課題を踏まえた，ノート指導や話し合い活動の充

実による授業改善 

・家庭・地域とのつながりの課題を踏まえた，ボランティア活動等の

道徳的実践の場の設定 

・基本的生活習慣の課題を踏まえた，家庭学習，鷹取スタンダードの

徹底 

 

○取組内容 

・あいさつ，授業づくり，各教科の小中一貫教育カリキュラムの作成 

・小中合同の授業研究や小学校への乗り入れ授業 

・小中合同のあいさつ運動や芦田川清掃ボランティア 

・小中での毎月１９日に親子で話し合う「トークデー」 

備考 小中一貫教育推進事業／連携型小中一貫教育推進モデル中学校区 

 

  



 

   【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 福山市立済美中学校 

校長名 清水 昭 電話番号 ０８４－９５１－１００９ 

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-seibi 

研究内容 学力向上に向けた取組 

（１）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

てる授業づくり 

  ○「まあて」が明確で，「まとめ」「振り返り」とつながる授業づ

くり 

  ○ねらいを明確にしたグループ学習やペア学習による伝え合う

場の設定 

  ○比較・関連付けによる思考力・表現力の指導 

（２）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 

   ①授業あいさつ 

   ②ベル着 

   ③学習環境整備 

  ○生徒の自治活動による自己評価・点検活動 

  ○肯定的声掛けや評価 

  ○お互いを認め合い，注意し合えるグループ活動 

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 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（ 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 

－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 全教科・領域で授業改善をすすめる。 

・「めあて＆まとめ」にぶれがないように単元計画を作成する。 

・生徒の興味関心をかきたてるような「めあて」の工夫を行う。 

・生徒指導の三機能を意識したペア学習・グループ学習を取り入れる。 

・「かく」活動を取り入れるため，発問の工夫をする。 

２ 授業の基盤づくりをすすめる。 

・授業規律の徹底を図る。 

・家庭学習の内容を検討し，定着を図る。 

３ 小中連携をすすめる。 

・「かく」活動について，具体的な目標を設定し，同じ方向性での指

導を行う。。 

・校区で統一した生活ノートを作成し，家庭学習や生活リズムの定着

に小中 9年間を通して継続して取り組む。 

・年間 10回の校区授業研究を実施する。 

備考 平成 26年度広島県学力向上総合対策事業タイプⅠ指定 

平成 26年度広島県生徒指導実践指定校事業 

 

  



【様式１】 

 

 

  

市 町 名  福山市 学 校 名   芦田中学校 

校 長 名   山手 茂樹 電話番号 （０８４）９５８－２０３１ 

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 

□その他（                 ） 

研究主題 

生徒の自己有用感を高めるための生徒指導の三機能を生かした授業

づくり 

～確かな学力を定着させるための指導方法の工夫改善を通して～ 

当該ページの 

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

研究内容 

 

◎授業改善による基礎基本の定着及び向上  

 ・生徒の学力課題の把握        

【調査結果の分析重視】 

・指導法の工夫改善 

 【生徒指導の三機能を生かした授業】 

・指示や発問の工夫改善 

 【生徒が積極的に参加する授業】 

・小中一貫教育の推進 

【組織の改善及び各委員会での取組の充実】 

 

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 福山市立山野中学校 

校長名 柳井晃司 電話番号 084－974－2012 

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 郷土の未来を担う子どもたちの育成 

～小中 9年間の学びをつなぎ，地域に根差した信頼される学校づくり～ 

当該ページ

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

研究内容 （１）しっかり考え，判断し，表現する生徒 

①基礎学力の定着を図るドリル学習 

②論理的に考え・表現する力を育む小中合同「やまの熟議」 

③ＮＩＥの推進 

 

（２）郷土に誇りを持ち，地域に貢献する生徒 

①郷土のよさを学び発信する「総合的な学習の時間」 

②地域の方へ元気を届ける「小中合同行事」 

③地域の行事への積極的な参加 

 

（３）グローバル感覚を持ち，積極的に挑戦できる生徒 

①国際感覚を養う「アントレプレナーシップ教育」 

②小中英語活動「インターナショナルディ」「カンバセーションタイム」の実施 

③模擬株式会社「やまのアクティベーション」の取組 

 

備考 ＮＩＥ実践指定校 

 

  



 

   【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 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 豊かな知性，人間性を持ち， 

判断力・実践力のある生徒の育成 

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２６年１１月７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 

 ・中学校文化祭に学区の小６が合同で合唱披露 

 



 

   【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 一ツ橋中学校 

校長名 吉川真一 電話番号 084-941-7335 

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 基礎的・基本的な知識・技能の定着と活用する力を育成する授業づく

り ～授業のユニバーサルデザインの充実を通して～ 

当該ページ

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

研究内容 

＜改善方針＞ 

 ア 生徒の“つまずき”と“教師の指導上の課題”を踏まえて 

 イ すべての授業で“活用”を 

＜共通実践事項＞ 

 授業改善のＰＤＳA〔単元から本時（めあてＭ・ポイントＰ・まと

めＭ）を組み立てる〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  

 

  



【様式１】 

市 町 名  福山市 学 校 名  福山市立神辺中学校 

校 長 名  豊田 誠爾 電話番号 ０８４－９６２－０４００ 

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 
学力向上をめざした授業改善と学習環境づくり 

～生徒の学習意欲を高めるキャリア教育の創造を通して～ 

当該ページの 

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

研究内容 

生徒指導の三機能を生かした授業づくりに向け組織として取り組

む。また小中一貫教育のための①教師の指導の充実 ②コミュニケー

ション能力の育成 ③問題解決能力の育成 ④家庭学習の定着 

積極的生徒指導として個人面談など教育相談を充実させ，生徒の体

験活動の工夫を行い，自己肯定感を高める。 

食育の一環として「弁当の日」に取り組み，自立・感謝・絆の心を

育む。 

自ら環境を整える活動を推進する。無言清掃，ばら園の運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 福山市立神辺西中学校 

校長名 髙橋博紀 電話番号 084-963-3400 

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・表現力を養う授業の創造」 

～言語活動を充実させ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-kannishi 

研究内容 研究仮説 

 生徒指導の 3 機能を取り入れた授業改善を行えば，言語活動が充

実し，生徒の思考力・判断力・表現力を養うことができるであろう。 

 

① 生徒指導の三機能を活かした授業づくり 

② 言語活動を充実させるような発問の工夫・授業展開  

  ア 個人思考（書く） 

  イ 集団思考（思考の広がり，深まり） 

  ウ 授業のまとめ（評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考  

 


