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R3.6.23 報告
三原市立三原小学校
（0848-62-2165）

生活・総合的な学習の時間 自主公開
児童が主体的に探究し，資質・能力を高め合う学びの創造（１年次）

～生活科及び総合的な学習の時間におけるプロジェクト型学習の考え方を
基にして～

東部 検討中

R3.6.29 報告
府中市立国府小学校
(0847-45-2059)

国語 自主公開
自ら問いをもつ児童の育成

～フレーム思考の活用と対話する授業を通して～
東部 R4.2.8 〇

R3.9.7 報告
呉市立和庄小学校
（0823-23-6688）

思考を働かせ表現する場を
設定した授業の公開

自主公開 主体的に学び，思考を働かせ表現する児童の育成 西部 R3.9.10 ×

R3.9.15 報告
呉市立警固屋小学校
（0823-28-0011）

国語・算数等 自主公開
思考力・判断力・表現力の育成

～教科等の本質を追究した「考える授業」づくり（対話）～
西部 ×

R3.9.16 報告
廿日市市立平良小学校
（0829-38-0251）

算数
七尾中学校区

小中一貫教育協議会
自分の考えを持ち，説明する力の育成 西部 ×

R3.9.16 報告
廿日市市立原小学校
（0829-38-1415）

小中連携
七尾中学校区

小中一貫教育協議会
自分の考えを持ち，説明する力の育成 西部 ×

R3.9.16 報告
廿日市市立金剛寺小学校

(0829-31-1124)
算数

七尾中学校区
小中一貫教育協議会

自分の考えを持ち，説明する力の育成 西部 ×

R3.9.17 報告
安芸太田町立筒賀小学校

(0826-32-2513)
全教科 自主公開

読み解く力を高め，豊かに表現する児童の育成
～見つける・考える・やってみる授業づくりを通して～

西部芸北 ×

R3.9.17 提案
三原市立沼田小学校
（0848-66-0249)

算数 ブロック公開
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 ×

R3.9.22 報告
安芸高田市立美土里小学校

（0826-54-0047）
生活・総合的な学習の時間他

安芸高田教育
推進会公開

クリエイティブに思考し,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 ×

R3.9.24 報告
三原市立幸崎小学校
（0848-69-0028）

国語 自主公開

小中一貫テーマ
「思考力の育成を目指した小中一貫教育の創造」

小学校研究主題
「『ことばの力』を育てる国語科授業の創造」

東部 ×

R3.9.27 報告
三原市立中之町小学校
（0848-62-3244）

算数 自主公開
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
～資質・能力を育むための全員参加の「学び合い」を通して～

東部 検討中

R3.9.28 報告
三原市立本郷小学校
（0848-86-3300）

算数・特別の教科　道徳 ブロック公開
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・特別の教科道徳を中心に～
東部 ×

R3.9.29 普及
竹原市立竹原西小学校
（0846－22－0946）

国語・算数
小学校低学段階からの
学ぶ喜びサポート校

主体的・協働的に学ぶ児童の育成
～ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくりを通して～

県 西部 ×

R3.9.29 報告
三原市立深小学校
(0848-62-4665)

算数 自主公開
主体的・協働的に学びを深めていく児童の育成

～学ぶ楽しさ，わかる喜びを実感できる授業づくりを通して～
東部 ×

R3.9.29 報告
三原市立沼田西小学校

（0848-86-2116)
算数・総合的な学習の時間 自主公開

思考力・表現力を育成する授業の創造
～思考スキルとルーブリックを活用した授業づくりを通して～

東部 ×

R3.9.30 報告
大竹市立玖波小学校
(0827-57-3101)

全教科 自主公開
「できた」「わかった」と実感し，学びに向かう児童の育成

～自己決定から始まる学びの深まりをめざして（焦点化・視覚化・共有化）～
西部 ×

R3.9.30 報告
安芸高田市立吉田小学校

（0826-42-0368）
国語 自主公開

考えを深める「学び合い」の授業づくり
～対話を生かした「聴く」「つなぐ」「もどす」取組を通して～

西部芸北 ×

R3.9.30 報告
三原市立久井小学校
（0847-32-5005）

算数 自主公開
思考力・判断力・表現力を高める授業の創造

～学習集団づくり・ＩＣＴ機器の活用を通して～
東部 ×

R3.10.1
提案
報告

竹原市立仁賀小学校
(0846-29-0307)

算数 自主公開
主体的に学び合う児童の育成

～算数科における資質・能力を育む授業づくり～
西部 ×

R3.10.2 報告
呉市立広南小学校
(0823-71-7965)

特別の教科　道徳 自主公開
Society.5.0を生きる資質・能力の育成

～授業改善と評価改善を通して～
西部 ×

R3.10.3
中止

報告
呉市立本通小学校
(0823-21-0005)

小中一貫教育 自主公開 主体的に学び，思考を働かせ表現する児童の育成 西部 ×

R3.10.4 普及
三原市立鷺浦小学校
(0848-87-5222)

外国語・外国語活動 ブロック公開
初歩的な英語を活用し，主体的にコミュニケーションを

図ろうとする児童の育成
～「思考力，判断力，表現力」を高めていく学習過程を通して～

東部 ×

R3.10.5 報告
三原市立西小学校
（0848-62-3246）

国語・特別支援教育 自主公開
主体的に課題解決を進め，論理的読解力を高める授業づくり

―単元構成の工夫と論理シートの活用を通して―
東部 ×

R3.10.5 報告
三原市立沼田東小学校

(0848-66-0250)
全教科 自主公開

主体的に学び，ともに伸びようとする児童の育成
～ＩＣＴ機器，各種調査を活用した授業づくりを通して～

東部 ×

R3.10.7 報告
海田町立海田南小学校

(082-822-6776)
算数

海田町「学びの変革」
推進事業

主体的・協働的に学び，自分の考えを深める児童の育成 西部 検討中

R3.10.7 報告
三原市立田野浦小学校

(0848-62-3247)
算数 ブロック公開

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
～　ＩＣＴ機器等を活用し，個のつまずきの解消に向けた指導法の

工夫・改善　～
東部 ×

R3.10.7 報告
三原市立小泉小学校
（0848-66-3204)

算数・外国語
自主公開

（当日公開は外国語科
のみ）

思考力・表現力を育成する授業の創造
～教科の特質をふまえた単元構成・ＩＣＴを活用した授業展開を通して～

東部 ×

R3.10.7 提案
世羅町立甲山小学校
（0847-22-0058）

算数等
第71回広島県小学校
視聴覚教育研究大会

主体的に学び合う子どもの育成
～情報活用能力の育成を図る授業づくりを通して～

○ 東部 ○

R3.10.7 普及
三原市立須波小学校
（0848-67-0248)

特別の教科　道徳 道徳教育推進拠点地域事業
今を，未来をよりよく生きる力の育成

―「考え，議論する道徳」の授業とカリキュラム・マネジメントを通して―
県 東部 ×

R3.10.8 普及
呉市立安浦小学校
（0823-84-2020）

小中一貫教育
安浦中学校区

小中一貫教育研究会
主体的・対話的に深く学びながら,思考力・判断力・表現力を高める授業づくり
～「単元構成逆向き設計シート」を活用した単元づくりと学び合いを通して～

西部 ×

R3.10.8 普及
呉市立安登小学校
（0823-84-2264）

小中一貫教育
安浦中学校区

小中一貫教育研究会
主体的・対話的に深く学びながら，思考力・判断力・表現力を高める授業づくり
～「単元構成逆向き設計シート」を活用した単元づくりと学び合いを通して～

西部 ×

R3.10.8 報告
三原市立木原小学校
(0848-68-0125)

生活・総合的な学習の時間 自主公開
21世紀型である資質・能力を育成する生活科・総合的な学習の時間の創造

～ESD・SDGｓの視点からの授業の再構築～
東部 ×

R3.10.8 報告
三原市立南小学校
(0848-63-3181)

算数 自主公開 「学びの楽しさ」を味わえる算数科の授業づくり 東部 ×

R3.10.8 報告
尾道市立瀬戸田小学校
（0845-27-0009）

国語 自主公開
「読解力」を高める国語科授業の創造

～「主体的・対話的で深い学び」を実現する文学的な文章の授業を通して～
東部 ×

R3.10.13 報告
呉市立長迫小学校
(0823-22-3191)

小中一貫教育 自主公開 主体的に学び，思考を働かせ表現する児童の育成 西部 ×

R3.10.13 報告
竹原市立大乗小学校
(0846-24-1155)

算数 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 ×

R3.10.14 報告
尾道市立重井小学校
（0845-25-0034）

国語・算数 自主公開
「思考力・表現力」を育成する授業の創造

～「言語活動の充実」を図る指導の工夫を通して～
東部 ×

R3.10.15 提案
福山市立桜丘小学校
（084-925-3052）

図画工作 広島県造形教育研究大会
カラフル！

～ふくやまの学
まな

美
び

が面白い～

○ 福山市 未定

R3.10.17 報告
呉市立原小学校
（0823-71-7756）

国語・算数・生活・総合的な
学習の時間・生活単元学習・

自立活動
自主公開

主体的に学び，論理的に思考できる児童の育成
～習得・活用・探究の過程を位置付けた授業づくり，

対話・協働により自己有用感を高める生活づくりを通して～
西部 ×

［小学校］（研究公開校：91校）
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R3.10.20 報告
竹原市立竹原小学校
(0846-22-2105)

算数 自主公開
主体的に問題を解決できる児童の育成

～「なぜ？」「どうして？」を「なるほど！」につなげる授業づくりを通して～
西部 ×

R3.10.20 報告
三原市立糸崎小学校
(0848-63-3184)

全教科 自主公開
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 ×

R3.10.20 報告
府中市立上下南小学校

(0847-62-3336)
道徳教育 自主公開

児童の「自立と自律」を育成する道徳教育の創造
～自己を見つめ，よりよく生きようとする児童の育成を目指して～

東部 ○

R3.10.22 報告
呉市立明立小学校
(0823-21-3396)

各教科・総合的な学習の時間 自主公開
主体的に学び，論理的に思考できる児童の育成

～習得・活用・探究の過程を位置付けた授業づくり，対話・協働により
自己有用感を高める生活づくりを通して～

西部 ×

R3.10.22 報告
呉市立港町小学校
（0823-21-3015）

算数 自主公開
自ら考え表現する児童の育成

～対話的・協働的な学びの工夫を通して～
西部 ×

R3.10.22 報告
呉市立昭和北小学校
（0823-33-8910）

各教科・特別の教科　道徳・
外国語活動等

自主公開
新たな価値を創造するコミュニケーション力の育成

～対話的な学習により，考えを深める授業づくりを通して～
西部 R3.10.28 ×

R3.10.22 報告
東広島市立入野小学校

(082-437-1031)
生活・総合的な学習の時間

令和２・３年度東広島市
教育推進指定校

他者と協働し，よりよく行動する児童の育成 西部 ×

R3.10.22 提案
福山市立網引小学校
（0847-52-5811）

理科 広島県小学校理科研究大会 グローバル社会を生き抜く心豊かな人間を育てる理科教育 ○ 福山市 未定

R3.10.22 提案
福山市立遺芳丘小学校
（084-933-4212）

生活科・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

主体的に学ぶ力を育む生活科・総合的な学習の時間の創造
自分の伸びを実感し，主体的に学び続ける力の育成
～認知の仕組みを踏まえた授業づくりを通して～

○ 福山市 未定

R3.10.23 報告
呉市立白岳小学校
（0823-71-8094）

小中一貫教育・国語・算数・
特別の教科　道徳

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～
西部 ×

R3.10.23 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～
西部 ×

R3.10.23 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授業づくり
「わかる・できる・かかわり合う体育学習」

～多様な関わり方の工夫を通して～
西部芸北 ×

R3.10.25 普及
呉市立昭和中央小学校
（0823-33-0611）

算数・特別の教科　道徳・
総合的な学習の時間

昭和中学校区
小中一貫教育研究会

自他を大切にし，主体的に学ぶ児童生徒の育成
～「考える授業づくり」と「あたたかい集団づくり」を通して ～

西部 R3.11.2 ×

R3.10.25 普及
呉市立昭和南小学校
(0823-33-7473)

小中一貫教育
昭和中学校区

小中一貫教育研究会
自他を大切にし，主体的に学ぶ児童生徒の育成

～「考える授業づくり」と「あたたかい集団づくり」を通して～
西部 ×

R3.10.27 普及
安芸高田市立向原小学校

(0826-46-2035)
生活・総合的な学習の時間

安芸高田教育
推進会公開

主体的・対話的で深い学びの創造
～キャリア発達につながるカリキュラム開発を通して～

県 西部芸北 ×

R3.10.27 報告
三原市立沼北小学校
(0848-66-0240)

国語 ブロック公開
主体的な学びのある国語科の授業の創造
～思考力を深める「対話」を通して～

東部 ×

R3.10.28 普及
安芸高田市立高宮小学校

（0826-57-0056）
特別の教科　道徳

道徳教育推進拠点地域事業
研究公開

自己を見つめ、自己の生き方について考える道徳教育の創造
～道徳教育のカリキュラム・マネジメントと学び合いによる

道徳科の授業づくりを通して～
国 西部芸北 ×

R3.10.28 提案
三原市立本郷西小学校

（0848-86-2607)
国語・算数 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
―「書きたい」「伝えたい」を伸ばす―

東部 ×

R3.10.29 普及
呉市立横路小学校
（0823-71-7837）

算数・特別活動
横路中学校区

小中一貫教育研究会
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」のある授業づくりを通して～
西部 ×

R3.10.29 報告
東広島市立寺西小学校

(082-423-2632)
国語・算数

令和２・３年度
東広島市教育推進指定校

国語科・算数科の見方・考え方を働かせる授業の創造 西部 ×

R3.10.29 報告
安芸高田市立愛郷小学校

(0826-43-0005)
算数 自主公開

自ら考え，学び合う授業の創造
～ＩＣＴの効果的な活用を通して～

西部芸北 ×

R3.10.29 報告
安芸太田町立上殿小学校

（0826-28-2721）
生活・総合的な学習の時間 自主公開

　資質・能力の育成をめざした生活科・総合的な学習の時間の工夫
～深い学びのある単元づくり・授業づくりを通して～

西部芸北 ×

R3.11.1 報告
呉市立音戸小学校
（0823-51-2712）

各教科・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

～「思考力・判断力・表現力」の向上をめざした単元・授業づくりを通して～
西部 ×

R3.11.2 報告
呉市立川尻小学校
(0823-87-2170)

特別の教科　道徳 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
～児童生徒が問いを発する授業づくりを通して～

西部 ×

R3.11.2 提案
東広島市立平岩小学校

(082-422-5355)
社会

広島県小学校社会科教育研究
大会兼令和２・３年度
東広島市教育推進指定校

社会を見つめ，未来を問い続ける社会科教育の創造
～笑顔で考え続ける社会科の授業づくり～

○ 西部 ×

R3.11.2 普及
尾道市立高見小学校
(0848-44-0983)

理科・生活 自主公開
表現力を育成する理科・生活科学習の創造

～学習の基盤となる資質・能力の向上を図る
カリキュラム・マネジメントを通して～

東部 ×

R3.11.5 普及
廿日市市立地御前小学校

(0829-36-1021)
算数

広島県算数・数学
教育研究大会

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，協働的に学ぶ授業づくりを通して～

○ 西部 ×

R3.11.10 報告
府中市立旭小学校
（0847-45-5393）

体育 自主公開 一人一人が運動の楽しさや喜びを味わい，進んで運動に親しむ児童の育成 東部 ×

R3.11.10
中止

報告
世羅町立せらにし小学校

(0847-37-1019)
小中連携・算数

世羅町指定公開研究会
せらにし教育研究会

小中連携を深め，主体的な学びを育む
～「教材・自己・他者との対話」を通して表現力を育成する～

東部 ×

R3.11.11
提案
普及

北広島町立豊平小学校
（0826-85-0850）

家庭
第58回広島県小学校
家庭科教育研究大会

家庭や地域に学び，生活をよりよくしようと工夫する児童の育成
　～振り返りによる学習と生活との往還の充実を通して～

○ 西部芸北 R3.12.18 ×

R3.11.16 報告
尾道市立向東小学校
（0848ｰ44ｰ3014）

算数 自主公開 主体的な学びを実現させる授業の創造 東部 ×

R3.11.17 報告
府中町立府中南小学校

(082-281-9414)
小中連携

府中町立府中緑ヶ丘中学校区
小中合同研究会

「志」をもち，主体的に生きる生徒の育成
～かかわり合う課題発見・解決学習の展開を通して～

西部 検討中

R3.11.17 報告
府中町立府中中央小学校

(082-282-8711)
小中連携

府中町立府中緑ヶ丘中学校区
小中合同研究会

「志」をもち，主体的に生きる生徒の育成
～かかわり合う課題発見・解決学習の展開を通して～

西部 検討中

R3.11.17 提案
三原市立大和小学校
(0847-35-3525)

算数・生活
総合的な学習の時間

県小規模・複式・
へき地教育研究会

ふるさとに夢や誇りをもって，未来の創り手となる子どもの育成
～へき地の特性を生かした，自ら問いをもち，主体的に学びを深める授業の創造～

○ 東部 検討中

R3.11.18 普及
廿日市市立宮園小学校

(0829-38-1776)
算数

個別最適な学びに関する
実証研究事業

（四季が丘中学校区
合同授業研究会）

協働し，主体的に学ぶ児童の育成
～自由進度学習の取組を中心として～

県 西部 ×

R3.11.19 報告
呉市立仁方小学校
(0823-79-5040)

算数等 自主公開
主体的に学び，思考力・判断力・表現力を身に付けた児童の育成

～課題設定と解決過程の工夫を通して～
西部 ×

R3.11.19 普及
呉市立倉橋小学校
（0823-53-0011）

各教科・総合的な学習の時間
倉橋中学校区

小中一貫教育研究会
主体的に学び合う児童生徒の育成

～豊かな対話から深い学びへつなぐ「しかけ」の工夫を通して～
西部 ×

R3.11.19 報告
東広島市立吉川小学校

(082-429-1054)
生活・総合的な学習の時間

令和２・３年度東広島市
教育推進指定校

主体的・協働的に学び，これからの社会を創ろうとする子供の育成 西部 検討中

R3.11.19 報告
廿日市市立宮島小学校
（0829-44-2012）

各教科等 自主公開
宮島を誇りに思い，宮島の未来を創る児童生徒の育成

～９年間のつながりを意識した持続可能な学習体系づくりを通して～
西部 ×
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R3.11.19 報告
尾道市立御調西小学校
（0848-76-0073）

生活・総合的な学習の時間 自主公開
「主体的に学ぶ」力が伸び，活用することのできる児童の育成

～「学習者基点」の授業づくりを通して～
東部 ×

R3.11.22
提案
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

探究的な学習の在り方に
関する研究推進地域事業

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～

～「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～
～協働して「答えのない問い」を探究する学習の創造～

県 東部 ×

R3.11.24 報告
北広島町立芸北小学校

(0826-35-0415)
生活・総合的な学習の時間

山県郡へき地教育
研究会

児童・生徒自らが探究する生活科・総合的な学習の時間の創造
～発達段階に応じた身に付けさせたい資質・能力の明確化（系統表の作成）

とルーブリックによる評価を通して～
県 西部芸北 ×

R3.11.29～
R3.12.10

普及
江田島市立切串小学校
（0823-43-0117）

特別の教科 道徳
第35回広島県小学校
道徳教育研究大会

自他ともに大切にする児童の育成
～自己の生き方を見つめる道徳科の授業づくりと活動の振り返りをつないで～

○ 西部 オンデマンド

R3.11.30 普及
呉市立荘山田小学校
(0823-21-3295)

小中一貫教育・総合的な学習
の時間・算数等

片山中学校区
小中一貫教育研究会

主体的に学び，自らの考えを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～

西部 ×

12月 提案
庄原市立口和小学校
（0824-89-2116）

特別活動
広島県小学校特別活動
研究大会（庄原大会）

人との関わりの中で主体的に考え行動できる児童の育成
～目標を共有化した学級活動を通して～

○ 北部
誌上開催：冊子を県内
小学校に配付

R4.1.17～
R4.1.21

提案
三次市立十日市小学校

(0824-62-2217)
特別支援教育

第61回広島県特別支援教育研
究大会三次大会

自立に向けての一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方 ○ 北部

誌上開催：布野中学校
ＨＰに掲載
http://www.school.miy
oshi.hiroshima.jp/jun
ior/funo-j/

R4.1.17～
R4.1.21

提案
三次市立八次小学校
(0824-62-2480)

特別支援教育
第61回広島県特別支援教育研

究大会三次大会
自立に向けての一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方 ○ 北部

誌上開催：布野中学校
ＨＰに掲載
http://www.school.miy
oshi.hiroshima.jp/jun
ior/funo-j/

R4.1.17～
R4.1.21

提案
三次市立川地小学校
(0824-68-2833)

特別支援教育
第61回広島県特別支援教育研

究大会三次大会
自立に向けての一人一人の教育的ニーズに応じた指導・支援の在り方 ○ 北部

誌上開催：布野中学校
ＨＰに掲載
http://www.school.miy
oshi.hiroshima.jp/jun
ior/funo-j/

R4.1.18 報告
竹原市立東野小学校
(0846-29-0114)

特別活動 自主公開
主体的に学び合う児童の育成

～多様な人々と協働する中で，自己実現力を育てる特別活動を通して～
西部 ×

R4.1.21 報告
竹原市立荘野小学校
(0846-29-0002)

算数 自主公開
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～

西部 ×

R4.1.21 普及
大崎上島町立木江小学校

(0846-63-0303)
特別の教科　道徳 道徳教育推進拠点地域事業

自己の生き方を考え，他者とともによりよく生きようとする児童生徒の育成
～指導方法の工夫とカリキュラム・マネジメントの充実を通して～

〇 県 西部 ×

R4.1.24 普及
尾道市立長江小学校
（0848-37-3911）

生活・総合的な学習の時間
探究的な学習の在り方に
関する研究推進地域事業

生活科や総合的な学習の時間において，「答えのない問い」に果敢に挑戦し，
他者と協働して自分たちなりの価値ある答えを見出す探究的な学習の創造

県 東部 検討中

R4.1.27 提案
尾道市立三成小学校
（0848-48-0029）

家庭・ESD 自主公開
未来に関心をもち，自分事として課題に向き合う子供の育成

～問題解決的な学習とSDGsの視点を取り入れた単元づくりを通して～
東部 ×


