
令和元年度研究公開校一覧【中学校】

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

R1.06.27 報告
安芸高田市立八千代中学校

(0826-52-2007)
全教科

やちよ小中合同地域公
開

生徒指導の充実を図り，主体的な学びを促す
連携教育の推進

西部芸北

R1.07.02 報告
呉市立音戸中学校
（0823-51-2731）

理科 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づくり・授業づくり
を通して～

呉市

R1.07.09 提案
尾道市立長江中学校
(0848-37-3971)

全教科
指導方法工夫改善指定

校
自主公開

思考力・判断力・表現力を育成する手立ての工夫 県 東部
R1.09.20
R2.02.19

R1.09.13 報告
呉市立警固屋中学校
（0823-28-0914）

小中一貫教育・
各教科

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/
普及

海田町立海田中学校
（082-822-2258）

国語・道徳
中学校生徒指導集中対
策指定校/海田中学校

区公開研究会
主体的・協働的に学び，自分の考えを深める生徒の育成 県 西部

R1.09.18 報告
尾道市立美木中学校
(0848-48-0515)

全教科
学力向上推進地域事業

自主公開

「主体的な学び」，「深い学び」を創造し，コンピテンシーの育
成を通して，学力向上を図る

～総合的な学習の時間，特別活動を中心に，各教科・あらゆる教
育活動を通して～

県 東部

R1.09.19 報告
尾道市立浦崎中学校
(0848-73-2009)

各教科等 公開研究会
論理的思考力・表現力を育む指導の工夫
～主体的な学びを育てる授業の工夫～

東部

R1.09.19 報告
尾道市立向島中学校
(0848-44-0416)

総合的な学習の
時間

自主公開
生徒が主体的に学びに向かう授業づくり

～総合的な学習の時間を軸とした，資質・能力の育成を通して～
東部

R1.09.20 報告
呉市立和庄中学校
(0823-21-6631)

小中一貫教育・
各教科等

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

R1.09.20 報告
尾道市立栗原中学校
(0848-23-3811)

教科
生徒指導集中対策指定

校
公開研究会

思考力・判断力・表現力の育成
～主体性と規範意識を育成する指導の工夫～

県 東部

R1.09.20 報告
尾道市立日比崎中学校

（0848-22-6513）
各教科/特別活

動
公開研究会/広島県中
学校特別活動研究大会

主体的な学びを促す探究学習の創造
～課題設定と協働学習（話し合い活動）の充実を通して～/生きる

力を育む特別活動を求めて
○ 東部 R1.11.18

R1.09.21 報告
呉市立郷原中学校
（0823-77-0014）

国語・数学 自主公開
自らを高める意欲をもつ子供の育成
～関わりから学ぶ活動を通して～

呉市

R1.09.25 報告
廿日市市立七尾中学校

(0829-32-8200)
教科

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
尾道市立百島中学校
(0848-73-2709)

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 報告
庄原市立西城中学校
（0824-82-2911）

総合的な学習の
時間

自主公開
深い学びに向かう生徒の育成

～自分の言葉で表現できる姿を目指して～
北部

R1.09.26 報告
三原市立幸崎中学校
(0848-69-0004)

未定 ブロック公開研究会
「資質・能力の育成を支える授業デザインの創造」

～生徒自らが使いたくなるような思考スキルの習得・活用を
通して～

東部

R1.09.26 報告
尾道市立久保中学校
（0848-37-3961）

全教科 自主公開 「わかる」「できた」と感じ，自己肯定感が高まる授業づくり 東部

R1.09.27 報告
江田島市立能美中学校

(0823-45-2212)
各教科 自主公開

コンピテンシーの育成を目指した学習指導の在り方
～「課題発見・解決学習」を取り入れた指導方法の工夫と改善を

通して～
西部

R1.09.30 報告
三次市立作木中学校
（0824-55-2106）

数学 自主公開
「主体的な学び」をひき出す「さくぎ教育」の創造

～小中一貫教育の実践を通して～
北部

R1.10.01 報告
三原市立本郷中学校
（0848-86-2030）

理科・英語・道
徳

ブロック公開研究会
基礎的な知識・技能の習得と思考力・表現力の育成
～「書く活動」を工夫した授業づくりを通して～

東部

R1.10.01 報告
尾道市立向東中学校
(0848-44-3016)

全教科
生徒指導集中対策指定

校
公開研究会

『学びの意欲と思考力･表現力を高める授業の創造』
～思考場面の充実を図る授業改善～

県 東部

R1.10.02 報告
安芸高田市立高宮中学校

（0826-57-0050)

主体的な学びを
引き出す授業づ

くり

安芸高田教育推進会
研究公開

学び合い深く考える生徒の育成
主体的な学びを引き出す課題解決学習を通して

西部芸北 R1.11.02

R1.10.02 報告
三次市立三良坂中学校

（0824-44-2018）
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

［中学校］（研究公開校：104校）
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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

R1.10.03 報告
三原市立第一中学校
（0848-62-3211)

全教科 自主公開
生徒の「主体的な学び」の創造

～「一中ブロック～小・中～学習モデル」の活用を通して～
東部

R1.10.03 報告
神石高原町立神石高原中学

校
（0847-89-0003）

各教科 自主公開
課題解決に向けて考え実行する力の育成
～学び合いを軸とした学習指導を通して～

東部 　

R1.10.03 報告
三次市立君田中学校
（0824-53-2008）

教科 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

R1.10.03 報告
三次市立三和中学校
（0824-52-3131）

社会・英語
国語・数学

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

R1.10.04 普及
呉市立豊浜中学校
（0823-68-2009）

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
廿日市市立吉和中学校

(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 報告
三次市立川地中学校
（0824-68-2015）

数学・理科・社
会

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」
～目的や場面に応じて論理的に「かく」活動を通して～

北部

R1.10.04 報告
庄原市立東城中学校
（08477-2-0337）

教科全般 自主公開
各教科等の見方・考え方を働かせ、思考力・表現力等を育成する

授業の創造
～自らの考えを持ち、伝え合う活動による深い学びを通して～

北部

R1.10.04 提案
福山市立城北中学校
(084-923-0668 )

総合的な学習の
時間

広島県中学校教育研究
会「総合的な学習の時

間」研究大会

主体的な学びの創造
－自ら考え学ぶ授業づくりを通して－

○ 県 福山市

R1.10.08 報告
竹原市立忠海中学校
（0846-26-0929）

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 普及
三次市立吉舎中学校
（0824-43-2115）

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
庄原市立総領中学校
(0824-88-2035)

国語
数学

保健体育
生活単元

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生徒の育成 北部

R1.10.10 普及
竹原市立竹原中学校
(0846-22-2045)

人権教育
小・中学校生徒指導

集中対策指定校

他者も自分も大切にする生徒の育成
～生徒が協働的に行動するユニバーサルデザインの授業づくりを

通して～
県 西部

R1.10.10 報告
安芸高田市立向原中学校

(0826-46-2049)

小・中・高合同
の公開授業，講

演
地域公開

仲間と共に，主体的にがまん強くやりとげようとする生徒の育成
～生徒の発言を活かし，生徒をつなげる授業を通して～

西部芸北

R1.10.11 報告
大崎上島町立大崎上島中学

校
(0846-64-2055)

全教科
大崎上島中学校教育研

究会
生徒が主体的に学ぶ授業の創造

～学びあい，深め合う授業づくりを目指して～
西部

R1.10.11 提案
庄原市立高野中学校
（0824-86-2221）

全教科
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
　　～人間関係づくりを基盤とした，ユニバーサルデザインの授

業づくりを通して～
○ 北部

R1.10.16 報告
安芸太田町立加計中学校

(0826-22-0108)
生徒指導

広島県中学校教育研究
会生徒指導部会研究大

会
生徒の健全育成のための積極的生徒指導のあり方 ○ 西部芸北

R1.10.17 報告
安芸高田市立甲田中学校

(0826-45-2003)
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

R1.10.18 報告
府中町立府中中学校
（082-282-3181）

小中連携

府中町立府中中学校区
合同研究会（自主公
開）／生徒指導実践指

定校

主体的・対話的で深い学びの創造
「わかった」「できた」がうまれる全員参加型の授業の確立

県 西部

R1.10.18 報告
世羅町立世羅中学校
(0847-22-2323)

全教科 世羅中学校教育研究会
自ら学び，豊かに表現する生徒の育成
～対話的な関わり合いを通して～

東部

R1.10.21 普及
呉市立広中央中学校
(0823-71-8524)

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

R1.10.24 普及
呉市立呉中央中学校
（0823-21-2828）

小中一貫教育
呉中央中学校区小中一

貫教育研究会
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

R1.10.27 報告
呉市立蒲刈中学校
（0823-68-0020）

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
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研究会
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R1.10.28
普及/
報告

呉市立明徳中学校
（0823-56-0303）

小中一貫教育・
各教科

明徳中学校区小中一貫
教育研究会／自主公開

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 R1.11.05

R1.10.29 普及
庄原市立比和中学校
(0824-85-2110)

人権教育

文部科学省人権教育指
定校事業研究公開兼庄
原市立比和小学校・比
和中学校教育研究会

主体的な学び合いによる授業づくり
～生徒同士の協働の場で学習を深める～

≪人権教育の三側面を意識して≫
国 北部

R1.10.30 普及
府中市立上下中学校
(0847-62-2161)

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

「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

R1.10.31 報告
呉市立昭和北中学校
（0823-33-9610）

各教科及び道
徳・総合的な学

習の時間
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

呉市

R1.10.31 提案
神石高原町立三和中学校

(0847-85-4511)
総合的な学習の

時間
自主公開

「主体性を発揮する生徒の育成」
～「ねらいに迫る深い学びとなる議論」のある授業づくりを

通して～
東部

R1.10.31 提案
庄原市立庄原中学校
（0824-72-2195）

授業づくり
庄原中学校
公開研究会

生徒が「思考」を整理し，考えを深める授業づくりの工夫
～「深い学び」に導くための庄原中授業プロセスを通して～

県 北部

R1.10.31 提案
福山市立鳳中学校
 (084-947-1022 )

道徳
広島県中学校道徳教育

研究大会
「自ら感じ，考え，行動化できる生徒を育てる道徳教育の創造」 ○ 県 福山市

R1.11.01 報告
呉市立阿賀中学校
（0823-71-3304）

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 呉市

R1.11.01 報告
呉市立東畑中学校
（0823-21-6210）

国語・数学・理
科・音楽・体
育・英語

自主公開 主体的に学び，論理的に思考する生徒の育成 呉市

R1.11.01 報告
呉市立片山中学校
（0823-21-4995）

小中一貫教育・
数学・総合的な

学習の時間
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
呉市立両城中学校
（0823-21-4661）

道徳 自主公開
自ら進んで学び合い，認め合う児童生徒の育成

～「自ら考え表現する授業づくり」と「自信を育む教育活動の充
実を通して」～

呉市

R1.11.01 報告
呉市立天応中学校
（0823-38-7545）

道徳・社会・国
語

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
呉市立川尻中学校
（0823-87-2072）

「教えて考えさ
せる授業」の実
践・各教科等の

授業

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

R1.11.01 報告
広島県立三次中学校
（0824-63-4104）

全教科 自主公開
主体的な学びを促す　三次中高版　授業スタイルの確立

－目標・活動・振り返りのつながりを明確にした授業づくりを
通して－

県立

R1.11.02 報告
呉市立広南中学校
（0823-71-7920）

道徳 自主公開
Society5.0を生きる資質・能力の育成をめざして

～言葉磨きとＩＣＴの活用～
呉市

R1.11.07 普及
三次市立三次中学校

0824-62-2896
道徳

小・中学校生徒指導実
践指定校

生徒の自己指導能力を高める学習指導の工夫
～道徳科における『主体的・対話的で深い学び』の授業づくりを

通して～
県 北部

R1.11.08 普及
安芸高田市立吉田中学校

（0826-42-0400）
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 ○ 県 西部芸北

R1.11.08 提案
三原市立大和中学校
(0847-34-1111)

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業（メ

ニュー１）

生徒の実態に向き合い，未来をよりよく生きる力の育成
～考え議論する道徳科を要とした思いやりの心を育てる道徳教育

を通して～
国 東部

R1.11.12 報告
呉市立倉橋中学校
(0823-53-0019)

小中一貫教育
（総合的な学習

の時間等）
自主公開

主体的に深く学び合う児童生徒の育成
～説明する力を高めるための「しかけ」づくりを通して～

呉市

R1.11.12 報告
東広島市立黒瀬中学校

（0823-82-2039）
全教科

平成30・31年度東広島
市教育推進研究会

基礎的・基本的な学力を身につけ，主体的に学ぶ生徒を育成する
ための学習指導の工夫

～効果的なパフォーマンス課題を通して～
西部

R1.11.12 普及
廿日市市立野坂中学校

（0829-38-2001）
道徳

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

人間としての生き方についての考えを深める道徳教育の創造
～ユニバーサルデザインの視点を取り入れた教育活動を通して～

国 西部

R1.11.12 報告
三原市立第五中学校
(0848-66-0215)

保健体育・美
術・英語

五中公開研究大会
思考力・判断力・表現力を育成する授業づくり
～「主体的な学び」を促す学習指導を通して～

東部

R1.11.12 報告
世羅町立世羅西中学校

(0847-37-1122)
人権教育・全教

科・領域
人権教育研究推進事業
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
～協調学習等による人権が尊重される授業づくりを通して～

国 東部
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R1.11.13 報告
尾道市立吉和中学校
（0848-23-3821）

全教科 自主公開
主体的に学ぶ生徒の育成する授業の創造

～生徒の意欲を引き出す課題設定の工夫を通して～
東部

R1.11.13 普及
三次市立十日市中学校

（0824-62-2856）
全教科・道徳

小・中学校生徒指導実
践指定校

学力向上推進地域事業

児童生徒が学び方を身に付けるための学習課程の創造
～協同学習・学びのノート（振り返り）を通して～

県 北部

R1.11.13 報告
三次市立塩町中学校
（0824-66-1008）

全教科 自主公開
「主体的に学ぶ生徒を育成する授業づくり」

～『学習の振り返り』を通して学びを深める生徒の育成～
北部

R1.11.14
提案/
報告

廿日市市立四季が丘中学校
（0829-38-3371）

視聴覚教育/
小中連携

広島県中学校視聴覚教
育研究大会/

四季が丘中学校区
小中合同公開研究会

未来を拓く学びの創造
～２１世紀にふさわしい 学びを求めて～/

学び続ける生徒の育成
ICTを活用し，生徒の「主体性・表現力」を高める

○ 西部 R2.01.23

R1.11.14 普及
世羅町立甲山中学校
（0847-22-0037）

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業

主体的・協働的に，よりよく生きようとする力を育む道徳教育
～かかわり合いの中で考えを深める指導と評価の工夫を通して～

国 東部

R1.11.14 提案
安芸太田町立安芸太田中学

校（0826-32-2244）
※中学校区合同開催

人権教育

第9回広島県中学校
人権教育研究大会

（山県大会）
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

R1.11.15 普及
広島県立広島中学校
（082-491-0270）

ことば科
理科
社会科

自主公開 「主体的な学び」を促す「高い水準の授業づくり」 県立

R1.11.15 報告
三原市立第三中学校
（0848-62-3213）

数学
第71回広島県算数・数
学教育研究(三原)大会

主体的・対話的で深い学びの創造
～自ら考え，伝え，認め合う授業の実現～

〇 東部

R1.11.15 提案
尾道市立因北中学校
(0845-24-0029)

学び合い
・評価

自主公開
学びを深める

～話し合いの組織化と評価を通して～
東部

R1.11.18 報告
大竹市立小方中学校
(0827-57-7211)

教科指導
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

～つまずきを解消するための支援の工夫～
西部

R1.11.18 報告
三原市立第二中学校
(0848-62-3212)

各教科 自主公開
二中版アクティブ・ラーニング

～主体的・対話的な深い学びを意識した授業づくり～
東部

R1.11.18 報告
三次市立布野中学校
（0824-54-2020）

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
～「相互作用」による授業改善～

北部

R1.11.19 報告
江田島市立大柿中学校

(0823-57-2065)
数学・英語 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 提案
三次市立八次中学校
（0824-62-5770）

全教科
広島県中学校理科教育

研究大会三次大会

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
～「学習課題」と「発問」の工夫と
授業スタイルの工夫を通して～

〇 北部

R1.11.20 報告
三原市立第四中学校
（0848-69-2594）

道徳 自主公開
学びの活性化を通した学力の向上

～「学び合い」を通しての人間関係づくりと授業の推進～
東部

R1.11.20 報告
尾道市立御調中学校
（0848-76-0069）

全教科 公開研究会
主体的に学び，主体的に表現する生徒の育成
～「協働的な学び」の場の工夫を通して～

東部

R1.11.21 報告
大竹市立玖波中学校
（0827-57-7241）

全教科
自主公開

（小中合同）

深く思考し，表現できる生徒の育成
～協働から個の思考を深め，

表現させる学習方法や評価の在り方～
西部

R1.11.21 報告
東広島市立高屋中学校

（082-434-0011）
全教科

平成30・31年度東広島
市教育推進指定校

『生徒が主体的に学ぶための授業づくり』
～子どもの言葉で問いを創る授業の実践を通して～

西部

R1.11.21 報告
廿日市市立阿品台中学校

（0829-39-1516）

教科・総合的な
学習の時間・学

級活動等

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
坂町立坂中学校
(082-885-0004)

総合的な学習の
時間（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

主体的に学ぶ児童生徒の育成
～自他を意識した授業づくり～

国 西部

R1.11.21 提案
尾道市立瀬戸田中学校

（0845-27-0014）
教科・小中高連

携
自主公開

生徒の主体的で協働的な学びの力を育成する
～各授業の振り返りを通した生徒の変容から～

東部

R1.11.22 普及
呉市立仁方中学校
(0823-79-1177)

全教科
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
大竹市立大竹中学校
(0827-52-5177)

総合的な学習の
時間

広島県小・中学校生徒
指導集中対策指定校

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
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R1.11.22 普及
東広島市立河内中学校

(082-437-1128)
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
三原市立久井中学校
（0847-32-6019）

全教科 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 提案
尾道市立重井中学校
（0845-25-0012）

総合的な学習の
時間

公開研究会
「ふるさと学習」を中核とするカリキュラム・マネジメントの

創造
～「小中連携」と「地域連携」とをとおして～

東部

R1.11.26 普及
廿日市市立佐伯中学校

（0829-72-1145)
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生徒の育成
～話合いを取り入れた協働的な学習活動を通して～

県 西部

R1.12.04 報告
尾道市立因島南中学校

(0845-26-0373)
全教科

指導方法工夫改善指定
校

自主公開
「学び」に向かう意欲を高める授業の改善 県 東部

R1.12.11 普及
庄原市立口和中学校
（0824-87-2301）

道徳
「道徳教育改善・充
実」総合対策事業公開

研究会

自他を尊重し，仲間とともによりよく生きようとする生徒の育成
～対話により考えを深める道徳科の授業づくりを通して～

国 北部

R1.12.14 報告
北広島町立豊平中学校

（0826-83-0160）
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・表現し学び合う生徒の育成

～授業の導入の工夫，学び合い，振り返りの充実を通して～
西部芸北

R2.01.29 報告
安芸高田市立美土里中学校

（0826-54-0142）
道徳

「道徳教育改善・充
実」総合対策事業公開

研究会

「主体的に学び，表現する児童生徒の育成」
～「学び合う」道徳の授業づくりと評価を通して～

国 西部芸北

R2.01.31 報告
江田島市立江田島中学校

(0823-42-1177)
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

R2.02.18 報告
尾道市立高西中学校
（0848-46-0205）

特別活動

教育課程研究指定校事
業

生徒指導実践指定校
公開研究会

生徒の自治的風土の醸成による学校力の向上
～生徒の主体的参画による魅力ある地域づくりを通して～

国・県 東部

R2.02.18 報告
三次市立甲奴中学校
（0847-67-2200）

数学
理科
音楽

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

～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

R2.02.21 普及
県立広島叡智学園中学校

（0846-67-5581）
理科・社会 自主公開 概念理解を深めるための探究的な授業づくり 県立


