
令和元年度研究公開校一覧【小学校】

［小学校］（研究公開校：186校）

公開日 型
学　校　名
（電話番号）

主な研究内容・
教科等

研究会名等 研究主題
県教育
研究会

県・国
指定

教育事
務所等

他の
公開日

R1.06.12 報告
庄原市立口南小学校
（0824-89-2116）

算数
口和学区小中合同授業

研究会
口和の子供たちに，社会で自立して生きていける力を育てる

～算数科における対話を取り入れた思考力の育成～
北部

R1.06.17 提案
府中市立国府小学校
(0847-45-2059)

国語・外国語
活動

自主公開
豊かな表現力の育成

～フレーム思考の活用と振り返り活動の充実を通して～
東部 R2.02.17

R1.06.28 報告
呉市立下蒲刈小学校
（0823-65-2290）

算数科・その
他

自主公開 「主体的に学び表現できる児童の育成」 呉市

R1.09.13 報告
呉市立警固屋小学校
（0823-28-0011）

国語科・算数
科等

自主公開
思考力・判断力・表現力の育成

～教科の本質を追究した「深い学び」につながる授業づくり
（対話）～

呉市

R1.09.18 報告
三原市立沼田小学校
（0848-66-0249)

算数・外国語
活動・特別支

援教育
自主公開

主体的に学ぶ児童の育成
～自分の考えや思いを表現する活動を通して～

東部

R1.09.19 報告
三次市立田幸小学校
（0824-66-1160）

算数 自主公開
自ら考え，意欲的に取り組む子どもの育成

～学習意欲を引き起こし，算数のよさを実感できる指導の工夫～
北部

R1.09.25 報告
廿日市市立金剛寺小学校

（0829-31-1124）
算数

七尾中学校区小中合同
公開研究会

自分の考えを持ち，説明する力の育成 西部

R1.09.25 報告
三原市立沼田東小学校

(0848-66-0250)
算数 ブロック公開研究会

「標準学力調査等」を活用した学力向上
～授業改善及び学力向上システムの活用を通して～

東部

R1.09.25 報告
尾道市立百島小学校
(0848-73-2711)

全教科 公開研究会
伝え高めあう子供の育成

～個別指導の工夫による，主体的な学びを促す授業改善を
通して～

東部

R1.09.25 普及
庄原市立庄原小学校
（0824-72-0111）

国語
算数
外国語

 広島県小・中学校生
徒指導実践指定校

小学校外国語パワー
アップ事業指定校

自己の考えを広げ深める対話的な学びの創造 県 北部

R1.09.26 普及
廿日市市立佐方小学校

(0829-32-4125)
外国語活動

廿日市中学校区小中合
同公開研究会

ユニバーサルデザインを生かした授業づくり
～主体的にコミュニケーションを楽しむ外国語の授業づくりを通

して～
西部

R1.09.26 報告
庄原市立山内小学校
（0824-74-0200）

国語
算数

図画工作
道徳
外国語

自主公開
目標に向かって，「ひと・もの・こと」と関わり，自らの学びを

つなげ創造する児童の育成
～心動かし，対話し，自分の価値を知る授業づくりを通して～

北部

R1.09.27 普及
竹原市立大乗小学校
(0846-24-1155)

算数科 自主公開
考えを「つなぐ」，学びを「つなぐ」児童の育成

～インタラクション（相互作用）とリフレクション（振り返り）
を重視した算数科授業を通して～

西部

R1.09.27 普及
東広島市立高屋西小学校

(082-434-0003)

算数科・理
科・生活科・
総合的な学習
の時間・特別

活動

平成30・31年度東広島
市教育推進指定校

主体的な学びの創造
―「課題発見・解決学習」の質的向上を通して―

西部

R1.09.27 普及
江田島市立中町小学校

(0823-45-2055)
ICTを活用した

授業改善

自主公開/
江田島市教育委員会指

定事業

自分の考えをもち，自分の言葉で考えを伝え，
行動する児童の育成

～ＩＣＴ及び新聞の効果的な活用通して～
西部 R1.11.22

R1.09.27 報告
江田島市立鹿川小学校

(0823-45-2049)
算数科・外国

語活動

自主公開/
外国語パワーアップ事

業

児童の主体的・対話的な学びを促す授業の創造
～『各教科等の見方・考え方』を生かした授業改善を通して～

県 西部 R1.11.20

R1.09.27 報告
安芸太田町立筒賀小学校

(0826-32‐2513)
国語科 自主公開

「読み解く力」を育てる授業づくり
～「10の観点読み」を通して～

西部芸北

R1.09.27 報告
北広島町立川迫小学校
　(0826-72-3024)

算数 自主公開
自ら考え意欲的に学習に取り組む子供の育成
～算数科で「考えを伝え合い深め合う」

授業の創造～
西部芸北

R1.09.27 報告
北広島町立本地小学校

(0826-72-3004)
特別の教科

道徳
自主公開

対話を通して, ともに課題を解決していこうと
する児童の育成

西部芸北

R1.09.27 報告
庄原市立峰田小学校
(0824-78-2105)

全教科 自主公開
「深い学びを実現する授業の創造」

～主体的に思いや考えを伝え合う子供の育成～
北部

R1.09.27 報告
庄原市立口北小学校
（0824-87-2307）

算数
口和学区小中合同授業

研究会
学びのつながりのある算数科授業

～学び合いを通して，多面的な考え方を育てる～
北部

R1.09.29 報告
北広島町立新庄小学校

(0826-82-2025)
特別の教科

道徳
自主公開

よりよい生き方を求めて，仲間とともに
進んで行動する児童の育成

西部芸北

R1.09.30 報告
三次市立作木小学校
（0824-55-2031）

算数 自主公開
「主体的な学び」をひき出す「さくぎ教育」の創造

－小中一貫教育と「説明力」の質を高める授業づくりを通して－
北部
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公開日 型
学　校　名
（電話番号）

主な研究内容・
教科等

研究会名等 研究主題
県教育
研究会

県・国
指定

教育事
務所等

他の
公開日

R1.10.01 報告
北広島町立芸北小学校

(0826-35-0415)

国語・算数・
理科・音楽・

体育
自主公開

「学びに向かう力」を自ら高める児童の育成
～「出会わせ方」「学ばせ方」を工夫する

授業改善の取組を通して～
西部芸北

R1.10.01 報告
三原市立鷺浦小学校
(0848-87-5222)

外国語活動 自主公開

初歩的な英語を活用し，積極的にコミュニケーションを図ろうと
する児童の育成

～英語に慣れ親しませる工夫と，習得した表現を発揮させる場の
設定の工夫を通して～

東部

R1.10.01 報告
庄原市立八幡小学校
（08477-4-0216）

総合的な学習
の時間
生活

自主公開
主体的な学びと「課題解決力」を育む授業づくり

～「思考ツール」の活用による協働的探究活動を通して～
北部

R1.10.02 報告
三原市立深小学校
（0848-62-4665)

算数 ブロック公開研
「分かる」・「できる」を実感する算数科の授業の創造
～学級編成の特色を生かした授業づくりを通して～

東部

R1.10.02 報告
尾道市立因島南小学校
（0845-25-6767）

算数
学力フォローアップ校

事業指定校
公開研究会

算数的活動を通して思考力・判断力・表現力を育む授業づくり
～因島南小授業スタイルの確立～

県 東部

R1.10.02 報告
三次市立みらさか小学校

（0824-44-2044）
教科等 自主公開

主体的に学び，課題解決する児童・生徒の育成
～生徒指導の三機能を生かした「課題発見・解決学習」を

通して～
北部

R1.10.03 報告
呉市立港町小学校
（0823-21-3015）

算数科・学級
活動

自主公開 課題発見・解決学習の充実による思考力・判断力・表現力の育成 呉市

R1.10.03 普及
竹原市立竹原小学校
(0846-22－2105)

算数・理科 自主公開 主体的に問題を解決できる児童の育成 西部

R1.10.03 提案
三原市立西小学校
(0848-62-3246)

国語・生活・
総合的な学習

の時間

広島県小学校生活科・
総合的な学習の時間教

育研究大会

資質・能力の育成を目指した学びの創造
～主体的・対話的で深い学びのある授業を通して～

〇 東部

R1.10.03 報告
三次市立三和小学校
（0824-52-3158）

算数 自主公開
自ら課題をもち，主体的に思考する児童・生徒の育成

～「教えて考えさせる授業」を通して～
北部

R1.10.03 報告
三次市立君田小学校
（0824-53-2128）

国語 自主公開

自己効力感を高め，確かな「思考力」「判断力」「表現力」を
持った児童生徒の育成

～君田版「授業スタイル」を基盤とした教育活動の推進を
通して～

北部

R1.10.04 普及
呉市立豊小学校
（0823-66-2353）

小中一貫教育
豊浜中学校区小中一貫

教育研究会
主体的に深く学び，思いを表現できる児童生徒の育成
～思考スキルを活用したかかわり合う授業を通して～

呉市

R1.10.04 報告
廿日市市立吉和小学校
（0829-77-2010）

小中連携
吉和中学校区小中合同

公開研究会
考えをもち，はっきり表現する児童生徒の育成

～説明力を高める指導方法の工夫～
西部

R1.10.04 普及
安芸高田市立向原小学校

(0826-46-2035)
社会

第56回広島県小学校
社会科教育研究大会
（芸北・北部大会）

「社会を見つめ，未来を問い続ける社会科教育の創造」
～自ら問い，対話し合い，よりよい社会を

考えようとする子どもをめざして～
○ 西部芸北

R1.10.04 報告
三原市立幸崎小学校
(0848-69-0028)

国語 ブロック公開研究会
「自ら考え,ともに学ぶ」協働的な学びを通して
「ことばの力」を育てる国語科の授業の創造

東部

R1.10.04 報告
三次市立川地小学校
（0824-63-2833）

算数
川地中学校区小中一貫

教育公開研究会
主体的な思考力・判断力・表現力を育成する授業づくり～数学的

な表現方法による，かく活動，伝え合う活動を通して～
北部

R1.10.04 普及
三次市立粟屋小学校
（0824-62-2794）

国語
学力向上推進地域事業

指定校
「思考力」を育む国語科授業の創造
～説明的文章の指導を通して～

県 北部

R1.10.04 報告
三次市立青河小学校
（0824-68-2349）

算数
川地中学校区小中一貫

教育公開研究会
主体的な思考・判断・表現力を育成する授業づくり

～目的や場面に応じて論理的に「かく」活動を通して～
北部

R1.10.06 報告
呉市立本通小学校
(0823-21-0005)

小中一貫教育 自主公開
「主体性・積極性」の育成

～思考を働かせる場をいかにつくるか～
呉市

R1.10.07 報告
三原市立中之町小学校
（0848-62-3244）

算数 ブロック公開研究会
主体的・対話的で深い学びによる確かな学力の定着を目指した算

数科の授業づくり
～４つの柱で子どもも教師もパワーアップ　パートⅡ～

東部

R1.10.08 報告
竹原市立忠海小学校
(0846-26-0205)

道徳
不登校等児童生徒支援

指定校

アイデンティティを育て，自己の可能性を伸ばす道徳教育の創造
～対話から，道徳的判断力の育成を目指した授業づくりを

通して～
県 西部

R1.10.08 報告
三次市立川西小学校
（0824-69-2004）

国語 自主公開
「伝え合う力」を育む国語科授業の創造
～見守り型複式授業スタイルの充実～

北部

R1.10.08 普及
三次市立吉舎小学校
（0824-43-2580）

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

自己を見つめ，人としての生き方について考え，よりよく生きよ
うとする力を育む道徳教育の創造

～小・中をつなぐ主体的・対話的で深い学びの授業づくりと道徳
学習プログラム「吉（よ）き舎（やど）りプログラム」を

通して～

国 北部
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研究会名等 研究主題
県教育
研究会

県・国
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教育事
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公開日

R1.10.08 普及
三次市立八幡小学校
（0824-43-2026）

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

自己を見つめ，人としての生き方について考え，よりよく生きよ
うとする力を育む道徳教育の創造

～小・中をつなぐ主体的・対話的で深い学びの授業づくりと道徳
学習プログラム「吉（よ）き舎（やど）りプログラム」を

通して～

国 北部

R1.10.09 報告
大崎上島町立木江小学校

（0846-63-0303)

算数・総合的
な学習の時
間・外国語

木江小学校教育研究会
自分の考えをもち，進んで表現し深め合うことのできる

児童の育成
～複式・少人数指導のよさをいかした主体的な学びの展開～

西部

R1.10.09 報告
三原市立本郷小学校
（0848-86-3300）

算数・道徳 自主公開
「誰もが学ぶ喜びと自信がもてる，主体的・対話的で深い学びの

創造」
～算数科・特別な教科道徳を中心に～

東部

R1.10.09 報告
庄原市立西城小学校
(0824-82-2935)

道徳 自主公開
ふるさとの学びを生かし，よりよく生きるための基盤となる道徳

性を養う児童の育成
～西城の「ひと」「こと」「もの」を生かした道徳教育の創造～

北部

R1.10.09 報告
庄原市立総領小学校
（0824-88-2016）

算数
庄原市立総領中学校区

公開研究会
人とのかかわりの中で自ら考え表現し学び合う児童生徒の育成 北部

R1.10.10 普及
熊野町立熊野第三小学校

(082-854-0316)
道徳

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

自己を見つめ、よりよい人間関係を築こうとする児童の育成
～道徳的価値を深める対話や振り返りを通して～

国 西部

R1.10.10 報告
三原市立木原小学校
(0848-68-0125)

国語 自主公開
文学教材における精査力・解釈力を育てる授業の創造

～{深い学び}へつなげるための対話を通して～
東部

R1.10.10 報告
三原市立田野浦小学校

(0848-62-3247)
算数 自主公開

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
～個のつまずきの解消に向けた，指導法の工夫・改善～

東部

R1.10.10 報告
三原市立沼田西小学校

(0848-86-2116)
図画工作 ブロック公開研究会

「みる・かく・つくる」de人づくり
～育成を目指す資質・能力の系統表を意識した題材づくりを通し

て～
東部

R1.10.10 報告
三原市立大和小学校
(0847-35-3525)

算数 自主公開
自ら考え，ともに深める学びを育む算数科の授業の創造

～数学的活動を充実させ，自らの考えを明確にもたせる授業づく
りを通して～

東部

R1.10.10 普及
尾道市立三成小学校
(0848-48-0029)

国語
学力向上推進地域事業

自主公開
基礎基本を大切にしながら深い学びを創る授業づくり
～学校図書館・NIEを活用した単元の工夫を通して～

県 東部

R1.10.10 報告
尾道市立浦崎小学校
(0848-73-2007)

算数・総合的
な学習の時間

自主公開
主体的に課題を解決する児童の育成
～課題発見・解決学習を通して～

東部

R1.10.10 報告
尾道市立栗原北小学校

(0848-23-3923)
国語 自主公開

一人一人が自分の考えをもち，高まり合う子供の育成
～書く力の向上を通して～

東部

R1.10.10 報告
庄原市立永末小学校
（0824-72-0077）

国語
理科

自主公開
（地域公開）

表現を高める児童の育成
～主体的・対話的で深い学びを促す国語科・理科を通して～

北部

R1.10.11 報告
竹原市立竹原西小学校
（0846-22-0946）

国語
竹原市小学校教育
研究会指定校

主体的・協働的に学ぶ児童の育成
－学び合い深め合う授業を創る－

西部

R1.10.11 報告
廿日市市立平良小学校

(0829-38-0251)
国語 自主公開

主体的に読み取り考えをもち説明する力を育てる国語科指導の在
り方

～課題発見・解決学習の単元の開発・実践・改善を通して～
西部

R1.10.11 報告
安芸高田市立美土里小学校

（0826-54-0047）

生活科・総合
的な学習の時

間
自主公開

主体的に学び　表現する児童生徒の育成
～自分や集団の考えを発展させる「学び合い」の

授業を通して～
西部芸北 R2.01.29

R1.10.11 報告
三原市立須波小学校
(0848-67-0248)

算数 自主公開
「わかる」「できる」児童の育成

－算数科における協働的な学び合いを通して－
東部

R1.10.11 報告
三原市立南小学校
(0848-63-3181)

社会・生活 ブロック公開研究会
コンピテンシーの育成を目指した主体的な学びの創造
～「なぜ」を追求する力を育てる単元デザインの工夫を

通して～
東部

R1.10.11 提案
三原市立本郷西小学校
（0848-86-2607）

各教科・特別
支援教育

自主公開

主体的・対話的で深い学びにつながる授業の創造
～コンピテンシーの育成を目指した課題発見・解決学習への

挑戦～（各教科）
～児童一人一人の実態に応じた指導方法の工夫を通して～

（特別支援教育）

東部

R1.10.11 報告
尾道市立久保小学校
(0848-37-3901)

算数
生徒指導実践指定校

自主公開
生徒指導の三機能を生かした算数の授業づくり 県 東部

R1.10.11 報告
尾道市立高須小学校
(0848-46-0003)

算数
生徒指導実践指定校

自主公開
子供が主体的に考え，確かな学力を身に付ける授業の創造
～「課題設定」の工夫と「話し合い」の充実を通して～

県 東部

R1.10.11 報告
尾道市立御調中央小学校

(0848-77-0491)
算数 自主公開

論理的に考え，表現することができる児童の育成
～問題発見・解決学習とICTの活用を通して～

東部
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R1.10.11 報告
尾道市立瀬戸田小学校

(0845-27-0009)

国語・図画工
作/総合的な学

習の時間
自主公開

対話的・協働的な学習を通して，表現力を高める授業の創造
－地域の宝を活用した課題発見学習－

東部 R1.11.21

R1.10.11 普及
神石高原町立来見小学校

(0847-85-2800)
理科

第54回広島県小学校理
科教育研究大会

主体性を発揮する児童の育成
～「もの」を用いて，考え，表現する理科の授業づくりを

通して～
○ 東部

R1.10.11 報告
三次市立八次小学校
（0824-62-2480）

算数 自主公開
児童生徒が主体的に取り組む「八次版授業モデル」の深化・発展

～児童が「よさ」を実感する授業づくりの追究を通して～
北部

R1.10.11 普及
三次市立酒河小学校
（0824-62-2485)

道徳 学力向上推進地域事業
ふるさとに学び，よりよく生きようとする児童の育成

　～協働的に学び合う道徳科授業の創造～
県 北部

R1.10.11 提案
庄原市立高野小学校
（0824-86-2977）

道徳
第59回広島県

へき地・小規模校
教育研究大会

主体的・対話的に学びを深める児童生徒の育成 〇 北部

R1.10.15 報告
三次市立神杉小学校
（0824-66-1163）

国語 自主公開
主体的に課題を解決する児童の育成

～「課題発見・解決学習」を軸とした授業づくりを通して～
北部

R1.10.16 報告
海田町立海田小学校
（082-822-2714）

外国語・国語 西中校区公開研究会
主体的に学びを深める児童の育成

～「見通し」・「協働」・「振り返り」を効果的に設定した授業
づくり～

西部

R1.10.16 報告
三次市立小童小学校
（08247-67-2004）

外国語活動 自主公開

ふるさと甲奴を誇りに思い，主体的に学ぶ子供を育てる授業の創
造

～積極的にコミュニケーションを図ろうとする
外国語活動の授業づくりを通して～

北部

R1.10.17 報告
安芸高田市立甲田小学校

(0826-45-2050)
特別支援

第60回広島県特別支援教
育研究大会芸北大会並び
に広島県特別支援教育校

長研修大会

自立に向けての一人一人のニーズに応じた指導・支援の在り方 ○ 西部芸北 R1.11.20

R1.10.17 提案
神石高原町立神石小学校

（0847-87-0016）
総合的な学習
の時間・算数

東部管内へき地複式教
育研究大会

一人一人が課題意識を持ち，主体的・協働的な学びを創る子ども
の育成

～生活科・総合的な学習の時間及び算数科を中心に，自ら課題を
設定し，協働的に学び合う学習を通して～

東部

R1.10.17 報告
世羅町立甲山小学校
(0847-22-0058)

算数等 自主公開
主体的に学び合う子どもの育成

～情報を活用し問題解決を図る授業づくりを通して～
東部

R1.10.18 提案
福山市立久松台小学校

(084-926-0562)
家庭科

広島県小学校家庭科教
育研究大会

「主体的・対話的で深い学びの実現を目指して」
―関わり合い，自分事として考え，実生活にいかせる子供の

育成―
○ 県 福山市

R1.10.18 普及
竹原市立中通小学校
(0846-22-2606)

視聴覚機器
算数科

「学力フォローアップ
校事業」指定校

広島県小学校視聴覚教
育研究大会

主体的に学び，論理的に考える児童の育成
－視聴覚機器を有効活用した算数科の授業づくり－

○ 県 西部

R1.10.18 報告
府中町立府中小学校
（082-281-9411）

小中連携
府中町立府中中学校区
合同研究会（自主公

開）

主体的・対話的で深い学びの創造
主体的・対話的で深い学びを通して「いのちの教育」を深める

西部

R1.10.18 報告
三原市立糸崎小学校
（0848-63-3184）

全教科
三原市立糸崎小学校研

究会
自律的な学び手を育てる教育活動の創造

～深い学びを通して～
東部

R1.10.18 報告
府中市立栗生小学校
(0847-45-3704)

国語 自主公開
論理的思考能力とコミュニケーション能力の育成

～受容と共感に基づいた協働的な学びのある授業づくりを
通して～

東部

R1.10.19 報告
呉市立広南小学校
(0823-71-7965)

道徳科 自主公開
Society.5.0を生きる資質・能力の育成を目指して

～言葉磨きとICTの活用～
呉市

R1.10.19 報告
呉市立横路小学校
（0823-71-7837）

算数・特別の
教科 道徳・特

別活動
自主公開

論理的思考力の育成
―共感的人間関係を基盤とした「学び合い」の授業づくりを

通して―
呉市

R1.10.19 報告
呉市立阿賀小学校
（0823-72-0033）

特別の教科
道徳

自主公開
主体的に学び，ともに伸びようとする児童生徒の育成

～生徒指導の三機能を生かした授業づくり，生活づくりを
通して～

呉市

R1.10.19 報告
呉市立長迫小学校
（0823-22-3191）

小中一貫教育 自主公開
「主体性・積極性」の育成

～思考を働かせる場をいかにつくるか～
呉市

R1.10.19 報告
呉市立昭和中央小学校
（0823-33-0611）

道徳科 自主公開
自他を大切にし，主体的に学ぶ児童生徒の育成

～「聴いて　考えて　つなげる授業づくり」と「自己有用感を育
む教育活動の充実」を通して～

呉市

R1.10.20 報告
呉市立原小学校
（0823-71-7756）

国語科・算数
科・理科・総
合的な学習の
時間・生活単

元

自主公開
主体的に学び，論理的に思考する児童の育成

～習得・活用・探究の過程を位置付けた授業づくりを
通して～

呉市

R1.10.21 普及
呉市立広小学校
(0823-71-7667)

小中一貫教育
広中央中学校区小中一

貫教育研究会
主体的に学び，心豊かにたくましく生きる児童生徒の育成

－課題発見・解決学習と体験活動の推進を通して－
呉市
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R1.10.21 普及
呉市立三坂地小学校
（0823-71-7054）

小中一貫教育
広中央中学校区小中一

貫教育研究大会
主体的に学び，心豊かにたくましく生きる児童生徒の育成

－課題発見・解決学習と体験活動の推進を通して－
呉市

R1.10.21 報告
神石高原町立油木小学校

(0847-82-0926)
道徳

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

自他を尊重し、共によりよく生きようとする児童の育成
～かかわりあい、伝え合い、学び合う児童の育成をめざす道徳科

の創造～
国 東部

R1.10.21 普及
三次市立三次小学校
（0824-62-2201）

算数
学力フォローアップ校
事業/小・中学校生徒

指導実践指定校

一人一人の「わかった」「できた」「楽しい」を保障する算数科
の学習をめざして

～問題場面で児童のイメージ化を促す授業づくりを通して～
県 北部

R1.10.23 報告
東広島市立郷田小学校
（082-425-0005）

算数科
平成30・31年度東広島

市教育推進指定校
「わかる・できる・のびる」授業づくり

～理解や思考を深める学び合い方の工夫を通して～
西部

R1.10.23 報告
三原市立沼北小学校
(0848-66-0240)

国語 自主公開
深く主体的な学びを通して資質・能力を育てる授業の創造

「深く主体的な学び」のある国語科の授業づくり
東部

R1.10.24 普及
呉市立呉中央小学校
（0823-21-2947）

小中一貫教育
呉中央中学校区小中一

貫教育研究大会
深い学びを実現する授業の創造

－思考過程の工夫による授業改善を通して－
呉市

R1.10.25 報告
呉市立両城小学校
（0823-21-4866）

算数科 自主公開
自ら進んで学び合い，認め合う児童の育成

～課題発見・解決学習の充実による思考力・判断力・表現力の育
成～

呉市

R1.10.25 報告
呉市立昭和北小学校
（0823-33-8910）

外国語活動・
道徳科国語科

等
自主公開

コミュニケーション力を発揮しながら主体的に生きる人間の基盤
づくり

～コミュニケーションを図り，協働する子～
呉市

R1.10.25 普及
東広島市立高美が丘小学校

（082-434-7620）
音楽科

第57回広島県小学校音
楽教育研究大会（東広

島大会）

感じよう　表そう　つなげよう　音楽の楽しさを
～音楽的な見方・考え方を生かし，思いをもって表現できる子供

の育成～
○ 西部

R1.10.25 提案
北広島町立八重東小学校

(0826-72-2159)
図書館教育

第62回　広島県
学校図書館研究大会
(北部・芸北大会)

本に親しみ　主体的に調べ　学ぶ　児童の育成
～読書活動と図書館機能を取り入れた授業づくりを通して～

○ 西部芸北

R1.10.25 報告
庄原市立川北小学校
（0824）72-0934

国語 自主公開
主体的に学びを深める児童の育成

～「目指す話し方・聞き方」を明確にした国語科の学習を
通して～

北部

R1.10.25 報告
庄原市立美古登小学校
（0824-82-2510）

算数 自主公開
主体的に学び，表現する児童の育成

～疑問や考えを出し，学び合う算数科の授業づくりを通して～
北部

R1.10.26 報告
北広島町立大朝小学校
(0826－82－2027)

体育 自主公開
深い学びを実現する体育科授業の創造

～かかわり合い伝え合う活動の工夫を通して～
西部芸北

R1.10.27 報告
呉市立白岳小学校
（0823-71-8094）

小中一貫教
育・国語科・

算数科
自主公開

主体的に学び，考えを深め合う児童の育成
～『課題設定・学び合い・振り返り』を充実させた授業づくりを

通して～
呉市

R1.10.27 報告
呉市立蒲刈小学校
（0823-68-0019）

小規模校にお
ける小中一貫
教育の在り方
に関する研究

自主公開
学びを活かし課題解決を図る児童生徒の育成

～授業改善と地域の学びを通して～
呉市

R1.10.28 普及
呉市立明徳小学校
(0823-56-0205)

小中一貫教育
明徳中学校区小中一貫

教育研究会

主体的な学びによる資質・能力の育成
～コミュニケーション能力の育成を目指した授業づくりと活動づ

くりを通して～
呉市

R1.10.28 提案
神石高原町立三和小学校

（0847-85-2816）
国語・算数

学力フォローアップ校
事業

「主体性を発揮する児童の育成」
～「自分事の問い」を追究し，深く学ぶ授業づくりを通して～

県 東部

R1.10.29 報告
庄原市立比和小学校

(0824)85-2124
算数

庄原市立比和小学校・
比和中学校教育研究会

主体的・共感的に考え表現する力を育てる算数科授業の創造
～統合的・発展的に考え表現する力の育成に焦点を当てて～

北部

R1.10.30 報告
呉市立音戸小学校
（0823-51-2712）

国語・総合的
な学習の時間

自主公開
主体的に学ぶ児童・生徒の育成

～「思考表現する力」の向上をめざした単元・授業づくりを
通して～

呉市

R1.10.30 報告
東広島市立下黒瀬小学校

（0823-82-2115）
国語科

平成30・31年度東広島
市教育推進指定校

自分事として課題解決する児童の育成
～国語科「読むこと」における「めざせ！物語文マスターの活用

を通して～
西部

R1.10.30 普及
熊野町立熊野第一小学校

(082-854-0111)
外国語活動

小学校外国語パワー
アップ事業

積極的に外国語を使おうとする外国語活動・外国語の授業の創造
―英語でやりとりを楽しむ児童の育成を目指して―

県 西部

R1.10.30 報告
安芸高田市立船佐小学校

（0826-57-0056）
算数

安芸高田教育推進会
研究公開

学び合い 深く考える児童・生徒の育成
～課題設定を工夫し，児童の思考をつなげる授業づくりを

通して～
西部芸北

R1.10.31 普及
安芸太田町立戸河内小学校

（0826-28-2401)
算数 自主公開

進んで考えを伝え合い，学び合う子供の育成
～自分の考えを説明し合う算数科指導の工夫を通して～

西部芸北
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R1.10.31 普及
府中市立上下北小学校
（0847-62-3061）

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

上下学園公開研究会

「学びに向かう力」を育成する授業の創造
～「課題発見・解決学習」における対話的な学びを通して～

国 東部 R1.11.28

R1.10.31 普及
府中市立上下南小学校
（0847-62-3336）

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

上下学園公開研究会

「学びに向かう力」を育成する授業の創造
～「課題発見・解決学習」における「対話的な学び」の質的向上

を通して～
国 東部

R1.11.01 報告
呉市立荘山田小学校
（0823-21-3295）

小中一貫教育 自主公開
主体的に学び，自らの考えをもって表現できる児童生徒の育成

～「学び合い」を充実させた授業づくりを通して～
呉市

R1.11.01 報告
呉市立天応小学校
（0823-38-7584）

国語・算数・
理科

自主公開
「自ら学び・挑戦し・鍛えることができる子どもの育成」

～主体的な活動と自己評価のサイクルを生かして～
呉市

R1.11.01 報告
安芸高田市立来原小学校

（0826-57-1012）
算数 自主公開

学び合い 深く考える児童の育成
～聴き合い，つなぎ，深める算数科の授業づくりを通して～

西部芸北

R1.11.01 報告
安芸太田町立加計小学校

（0826-22-0049）

算数・理科・
総合的な学習

の時間
自主公開

自分の考えをもち，対話の中で考えを深める児童の育成
～建設的相互作用が生まれる授業設計を中心とした算数科・理

科・総合的な学習の時間の単元・授業づくりを通して～
県 西部芸北

R1.11.01 報告
安芸太田町立上殿小学校

（0826-28-2721）
特別の教科

道徳
自主公開

かかわり 認め合う つながる道徳科の授業づくり
～対話によって考えを深める発問の工夫を通して～

西部芸北

R1.11.01 報告
庄原市立東小学校
(0824-72-0601)

算数 自主公開
課題に気付き，協働しながら解決する45分間の授業の創造

～読み解く力を高める授業改善を目指して～
北部

R1.11.06 普及
北広島町八重小学校
（0826-72-3138）

外国語活動
小学校外国語

パワーアップ事業

自ら学び，思考・判断・表現する児童の育成
～「課題の設定」「かかわり合い」「振り返り」を

効果的に設定した授業づくり～
県 西部芸北

R1.11.07 普及
三次市立十日市小学校
（0824-62-2217）

国語

学力向上推進地域事業
指定校

小・中学校生徒指導実
践指定校

思考力・判断力・表現力を育成する授業づくり
～ＴＫＦモデルを取り入れた授業づくり～

県 北部

R1.11.08 普及
安芸高田市立吉田小学校
（0826－42－0368）

国語
第67回広島県国語教育
研究大会【北部大会

安芸高田会場】

対話を機能させ　考えを深める学びづくり
～言葉による見方・考え方を働かせ，学び合いのある授業を通し

て～
○ 県 西部芸北

R1.11.08 報告
尾道市立向島中央小学校

(0848-44-0414)
算数

生徒指導実践指定校
公開研究会

自ら考え，伝え合う児童の育成
～資質・能力の育成を踏まえた課題発見・解決学習の授業創造を

通して～
県 東部

R1.11.08 普及
三次市立甲奴小学校
（0847-67-2100）

英語・外国語
活動

小学校外国語パワー
アップ事業

ふるさと甲奴を誇りに思い，主体的に学ぶ子供を育てる授業の創
造

～対話を生かす外国語活動をとおして～
県 北部

R1.11.11 普及
尾道市立土堂小学校
(0848-23-3921)

国語・算数・
総合的な学習

の時間

教育課程研究指定校事
業指導方法工夫改善指

定校
公開研究会

未来を拓く子供の資質・能力を育成する教育の創造
～文学的な文章において“問い”を手掛かりに学びを深める対話

的な活動の工夫～
～算数科「割合」の意味を理解するための系統的な指導及び授業

作りの工夫改善～

国・県 東部

R1.11.12 報告
安芸高田市立八千代小学校

（0826－52－3002）
理科・算数

安芸高田教育推進会
研究公開

主体的で深い学びの実現
～「問いをもつ」指導の工夫を通して～

県 西部芸北

R1.11.12 報告
世羅町立せらにし小学校

（0847-37-1019）
小中連携・算

数

学力フォローアップ校
事業せらにし教育研究

大会

小中連携を深め，主体的な学びを育む
～「課題発見・解決学習等による授業改善」と「学びの習慣づく

り」を通して～
県 東部

R1.11.14 報告

安芸太田町立安芸太田中学校
区（安芸太田中・筒賀小・上

殿小・戸河内小）
（代：0826-32-2244）

人権教育
平成31年度人権教育
総合推進地域事業

児童生徒が主体的・対話的に「人権に関する
知的理解」を深める授業づくりと学びの見取り

国 西部芸北

R1.11.14 提案
尾道市立西藤小学校
（0848-47-2274）

算数 公開研究会
「数学的な見方・考え方」を働かせ自立的・協働的に問題を解決

する児童の育成
－「見方・考え方」の活用と共有化を通して－

東部

R1.11.14 普及
尾道市立向東小学校
(0848-44-3014)

算数 自主公開
主体的な学びを実現させる授業の創造

～算数科の学習過程における手立ての工夫を通して～
東部

R1.11.15 普及
三原市立三原小学校
（0848-62-2165）

算数
第71回広島県算数・数
学研究（三原）大会

「見方・考え方」を働かせて深く学び合う授業の創造（１年次）
―学習集団づくりと「三原小授業モデル」を基盤にして―

〇 東部

R1.11.18 報告
大竹市立小方小学校
(0827-57-7158)

算数等

学力フォローアップ校
事業

自主公開
（小中合同）

一人一人に確かな学力を定着させるための指導方法の工夫
～算数のつまずきを解消するための支援の工夫と家庭学習を関連

付ける取組を通して～
県 西部

R1.11.18 報告
安芸高田市立愛郷小学校

(0826-43-0005)
国語 自主公開

対話を機能させ　考えを深める学びづくり
～言葉による見方・考え方を働かせ，学び合いのある授業を通し

て～
県 西部芸北

R1.11.18 提案
三次市立布野小学校

0824-54-2007
小中一貫教育

市「小中一貫教育」
モデル地域指定校

対話を通して主体的な学びを深める授業の在り方
―総合的な学習の時間における探究的な学習の充実を通して―

北部
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R1.11.19 報告
江田島市立大古小学校

(0823-57-2056)
国語科 学力向上推進地域事業

主体的に学ぶ児童生徒の育成
～協働的な学びのある授業づくりを通して～

県 西部

R1.11.19 報告
尾道市立栗原小学校
(0848-23-3931)

社会・生活・
総合的な学習

の時間

生徒指導実践指定校
自主公開

自他の違いや良さに気づき，認め合い，学び合い，確かな学力を
身に付ける児童の育成

～「栗原しぐさ」を基盤にした社会科・生活科の授業づくりを通
して～

県 東部

R1.11.19 普及
尾道市立高見小学校
（0848-44-0983）

生活・理科 自主公開
「自らの学び」を構築する生活科・理科学習の創造

～思考・表現の「すべ」を活用した課題発見・解決学習を
通して～

東部

R1.11.19 報告
神石高原町立豊松小学校

(0847-84-2011)
算数 自主公開 数学的な見方・考え方を育てる授業の創造 東部

R1.11.20 報告
府中市立旭小学校
（0847-45-5393）

国語
学力フォローアップ校

事業

主体的に学び続ける児童の育成
～学習者全員が自分ごとの課題として探求することのできる単元

構成と発問の工夫を通して～
県 東部

R1.11.21 報告
大竹市立玖波小学校
（0827-57-3101）

全教科・総合
的な学習の時

間

自主公開
（小中合同）

自ら課題を設定し，主体的に思考し
表現しながら解決しようとする児童の育成
～課題意識をもたせる工夫を通して～

西部

R1.11.21 報告
廿日市市立阿品台東小学校

(0829-39-5358)

教科・道徳・
総合的な学習

の時間

阿品台中学校区
小中合同公開研究会

かかわり，つながり合う教育活動の創造 西部

R1.11.21 報告
廿日市市立阿品台西小学校

(0829-39-7095)

教科・道徳・
総合的な学習

の時間

阿品台中学校区
小中合同公開研究会

かかわり，つながり合う教育活動の創造 西部

R1.11.21 普及
坂町立坂小学校
（082-885-0002）

人権教育
（防災）

人権教育総合推進地域
事業/坂町小中連携教

育研究会

主体的に学ぶ児童の育成
～自他を意識した授業づくりを通して～

国 西部 R2.02.21

R1.11.21 普及
坂町立横浜小学校
(082-885-0015)

生活科・総合
的な学習の時

間

坂町小中連携教育研究
会

主体的に学ぶ児童生徒の育成
～自他を意識した授業づくりを通して～

西部

R1.11.21 普及
坂町立小屋浦小学校
（082-886-8001）

生活科・総合
的な学習の時

間

坂町小中連携教育研究
会

主体的に学ぶ児童生徒の育成
～自他を意識した授業づくりを通して～

ふるさと小屋浦を愛し，その復興・発展に向けて進んでかかわっ
ていこうとする児童の育成

西部

R1.11.21 報告
尾道市立美木原小学校
（0848-48-0039）

全教科

平成31年度学校図書館ガ
イドラインを踏まえた学
校図書館の利活用に係る

調査研究
学力向上推進地域事業公

開研究会

「調べる」「まとめる」「伝える」力を育成する授業づくり
～思考ツールを活用した主体的な学びを目指して～

国・県 東部

R1.11.21 報告
尾道市立因北小学校
（0845-24-0023）

道徳・国語
指導方法工夫改善指定

校
自主公開

自信をもって自分の考えを伝える児童の育成
～国語科・道徳科の学習を中心にして～

県 東部

R1.11.21 報告
尾道市立重井小学校
(0845-25-0034)

国語 自主公開
活動を通して読む力をつける国語科の指導

～情報と情報との関係に関する知識・技能を活用して～
東部

R1.11.22 普及
呉市立仁方小学校
(0823-79-5040)

算数科
学力向上推進地域事業

指定校
主体的に学び,思考力・表現力を身に付けた児童生徒の育成

～課題設定と解決過程の工夫を通して～
県 呉市

R1.11.22 報告
竹原市立仁賀小学校
(0846-29-0307)

国語
不登校等児童生徒支援

指定校
主体的に学び合う児童生徒の育成

～国語科における資質・能力を育む授業づくり～
県 西部

R1.11.22 普及
大竹市立大竹小学校
(0827-52-3177)

生活科・
総合的な学習

の時間

広島県小・中学校
生徒指導実践指定校

主体的にかかわり合い，深い学びを実現する授業づくり
～対話を通して,学びがつながるリフレクションの充実～

県 西部

R1.11.22 普及
東広島市立河内小学校

（082-437-1112)
道徳科

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業河内

中学校区研究会

自他を尊重し，自ら考えてよりよく行動できる児童生徒の育成
～学校・家庭・地域との連携や豊かな体験活動を生かして～

○ 国 西部

R1.11.22 普及
東広島市立入野小学校

(082-437-1031)
道徳科

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業河内

中学校区研究会

自他を尊重し，自ら考えてよりよく行動できる児童生徒の育成
～学校・家庭・地域との連携や豊かな体験活動を生かして～

○ 国 西部

R1.11.22 報告
三原市立久井小学校
（0847-32-5005）

算数 学力向上推進地域事業
思考力・判断力・表現力を高める授業の創造

～主体的な学びを通して～
県 東部

R1.11.22 報告
尾道市立三幸小学校
(0848-44-0100)

算数 自主公開
数学的な表現力と主体性を育てるための算数科授業の創造

～交流場面の充実を通して～
東部

R1.11.22 報告
府中市立南小学校
(0847-43-5657)

国語 自主公開
主体的に課題解決に向かう児童の育成

―「読む・書く・対話する」学習活動の充実を通して―
東部

R1.11.22 報告
庄原市立高小学校
（0824-72-0811)

国語 自主公開
主体的に学び，自己の考えを深める児童の育成

～短冊等で自分の考えを表現し，検討する授業の工夫を
通して（２年次）～

北部
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R1.11.22 報告
庄原市立板橋小学校
（0824-72-0503）

道徳 自主公開

自立心や自律性，生命を尊重する心や他者を思いやる心をもった
子供の育成

　　～学習と生活とをつなぐ道徳教育カリキュラムを
基盤として～

北部

R1.11.26 普及
廿日市市立友和小学校

(0829-74-0019)
学力向上

学力向上推進地域事業
指定校

人とかかわり合い，意欲的に課題を解決しようとする児童生徒の
育成

～国語科において考える力・表現する力を高める言語活動の充実
を通して～

県 西部

R1.11.26 普及
廿日市市立津田小学校
（0829-72-0329）

学力向上
学力向上推進地域事業

指定校

人とかかわり合い，意欲的に課題を解決しようとする児童生徒の
育成

～自ら考え，学び合う算数科の授業づくりをめざして～
県 西部

R1.11.26 普及
世羅町立世羅小学校
（0847-22-0012）

外国語
小学校外国語パワー

アップ事業

自分の考えや気持ちを進んで伝え合う児童の育成
～コミュニケーションを行う目的や場面，
状況を明確にした授業づくりを通して～

県 東部

R1.11.26 報告
三次市立河内小学校

0824-62-2488
算数 自主公開

自ら学び　豊かな表現力を育てる　算数科教育の創造
～数学的に「かく」活動を通して～

北部

R1.11.27 普及
尾道市立日比崎小学校

(0848-23-3951)
外国語活動

小学校外国語パワー
アップ事業
公開研究会

コミュニケーションの楽しさや達成感を実感する授業づくり
～やり取りする力を高めるための英語指導力の向上～

県 東部

R1.11.27 報告
尾道市立御調西小学校

(0848-76-0073)
総合的な学習
の時間・生活

自主公開
「主体的に学ぶ」力が伸び，活用できる児童の育成

～「学習者基点」の授業づくりを通して～
東部

R1.11.28 報告
三原市立小泉小学校
（0848-66-3204）

算数・
外国語活動

自主公開
思考力・表現力を育成する授業の創造

～外国語活動・算数科の特質をふまえた単元構成・授業展開を通
して～

東部

R1.12.06 報告
東広島市立三津小学校

(0846-45-0024)
算数科

平成30・31年度東広島
市教育推進指定校

主体的に学びに向かう児童を育てる
～視点を持った対話的な学びを通して～

西部

R1.12.11 報告
東広島市立東志和小学校

(082-521-3590)
国語科

平成30・31年度東広島
市教育推進指定校

主体的に学び，豊かに表現できる児童の育成
～単元づくりの工夫と日常指導の充実を通して～

西部

R1.12.14 報告
北広島町立豊平小学校

(0826-85-0850)

全教科/
総合的な学習

の時間
豊平学園地域公開

主体的に思考・判断・表現し，学び合う児童生徒の育成
～導入の工夫・学び合い・振り返りの

充実を通して～
西部芸北

R2.01.16 報告
安芸高田市立川根小学校

(0826-58-0005)
算数 自主公開

学び合い 深く考える児童・生徒の育成
～考えをつなぎ深める「学び合い」の

授業づくりを通して～
西部芸北

R2.01.17 報告
竹原市立東野小学校
（0846-29-0114）

特別活動
不登校等児童生徒支援

指定校
主体的に学び合う児童生徒の育成

～豊かにかかわり合い，高め合う特別活動を通して～
県 西部

R2.01.23 報告
廿日市市立宮園小学校
（0829-38-1776）

小中連携
四季が丘中学校区小中

合同公開研究会
学び続ける児童の育成

～主体的に学び，自分の考えを表現できる授業づくりを通して～
西部

R2.01.23 報告
廿日市市立四季が丘小学校

（0829-38-5043）
小中連携

四季が丘中学校区小中
合同公開研究会

学び続ける児童の育成
～ICTを利活用し，メタ認知と深い学びを促す授業づくり～

西部

R2.01.23 報告
尾道市立吉和小学校
(0848-23-3941)

体育 自主公開
集中力ある子供を育成する体育学習

～自分のめあてをもち，学びに向かう力を高める授業を通して～
東部

R2.01.24 報告
竹原市立荘野小学校
(0846-29-0002)

算数
不登校等児童生徒支援

指定校

主体的に学び合う児童生徒の育成
～一人一人の学びを見つめ，ユニバーサルデザインの視点を取り

入れた算数科の授業づくり～
県 西部

R2.01.24 報告
廿日市市立原小学校
（0829-38-1415）

国語 自主公開
学び合い高まり合いながら豊かな人間関係を築く「原小学びのス

タイル」の確立
～国語科を通して筋道を立てて考え，表現できる力の育成～

西部

R2.01.24 報告
廿日市市立地御前小学校

（0829-36-1021）
算数

野坂中学校区小中合同
公開研究会

主体的に課題に取り組む児童を育てる算数科学習指導の工夫
～数学的な見方・考え方の育成に向け，協動的に学ぶ授業づくり

を通して～
西部

R2.01.24 報告
尾道市立山波小学校
(0848-37-3160)

算数 公開研究会
自ら考え，学ぶ子供の育成

学びを通して変わった自分に出会える授業づくり
東部

R2.01.26 報告
呉市立昭和西小学校
（0823-33-0414）

各教科・総合
的な学習の時

間
自主公開

「基礎学力を身に付け，主体的に学ぶ児童の育成」
学力の課題を解決するための個に応じた指導の工夫を通して

呉市

R2.01.27 報告
呉市立昭和南小学校
(0823-33-7473)

算数科 自主公開
自他を大切にし，主体的に学ぶ児童生徒の育成

～「聴いて　考えて　つなげる授業づくり」と「自己有用感を育
む教育活動の充実」を通して～

呉市

R2.01.27 報告
尾道市立長江小学校
(0848-37-3911)

総合的な学習
の時間・生
活・算数

教育課程研究指定校事
業/公開研究会

協働的な思考プロセスを活用し，
課題を主体的に解決しようとする子供の育成

～地域の教育資源を積極的に活用した，探究的な学びを通して～
国 東部

R2.01.31 報告
江田島市立切串小学校

(0823-43-0117)
道徳

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

自他ともに大切にする児童生徒の育成
～小中９年間を見通した道徳科の授業づくりと評価を通して～

国 西部
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R2.01.31 報告
江田島市立江田島小学校

(0823-42-0361)
道徳

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

自他ともに大切にする児童生徒の育成
～小中９年間を見通した道徳科の授業づくりと評価を通して～

国 西部

R2.02.20 報告
呉市立川尻小学校
(0823-87-2170)

国語・算数等 自主公開
主体的に学ぶ児童生徒を育成する教育活動の創造

～学力向上に向けた指導方法の在り方～
呉市


