
令和３年度研究公開校一覧

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

オンライン
公開

R3.9.8
中止

報告
呉市立和庄中学校
(0823-21-6631)

総合的な学習の時間・
特別の教科　道徳・各教科

自主公開 主体的に学び，思考を働かせ表現する生徒の育成 西部 ×

R3.9.15 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

～教科等の本質を追究した「考える授業」づくり（対話）～
西部 ×

R3.9.15 報告
廿日市市立廿日市中学校

（0829-32-3191）
小中連携 自主公開

思考力と表現力を高めるための授業づくり
～ユニバーサルデザインの考え方を生かした授業づくりの工夫～

西部 ×

R3.9.15 報告
尾道市立長江中学校

(0848-37-3971)
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

生徒の「主体的な学び」を育む授業の創造
～知的好奇心の喚起を促す指導方法の工夫を通じて～

県 東部 ×

R3.9.16 報告
廿日市市立七尾中学校

（0829-32-8200）
各教科等

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 提案
尾道市立高西中学校

(0848-46-0205)
全教科 自主公開

「わかる授業･できる授業」の創造
～探究と必然性のある課題設定と振り返りで学力の定着を図る授業づくりを通して～

東部 ×

R3.9.22 報告
三原市立本郷中学校

(0848-86-2030)
全教科 自主公開

基礎的な知識・技能の習得と自己表現ができる生徒の育成
～学習習慣の確立と，各教科における「表現活動」の工夫を通して～

東部 ×

R3.9.22 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，自己有用感が高まる授業づくり 東部 ×

R3.9.22 報告
尾道市立日比崎中学校

（0848-22-6513）
全教科 自主公開

主体的な学びを促す課題発見・解決学習の創造
～課題設定と話合い活動の充実を通して～

東部 ×

R3.9.22 報告
安芸高田市立美土里中学校

（0826-54-0142）
各教科・総合的な学習の時間

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
尾道市立向島中学校

(0848-44-0416)
総合的な学習の時間・

特別の教科　道徳
自主公開

生徒が主体的に学びに向かう授業づくり
～「課題設定」と「振り返り」の工夫を通して～

東部 ×

R3.9.28 報告
三原市立幸崎中学校

(0848-69-0004)
数学 自主公開

思考力の育成を目指した小中一貫教育の創造
　～思考スキルによるカリキュラム・マネジメントを通して～

東部 ×

R3.9.29 報告
三原市立第一中学校
（0848-62-3211）

全教科 ブロック公開
生徒の「主体的な学び」の創造

～多面的・多角的に思考・判断し，表現力を高める活動を通して～
東部 ×

R3.9.29 報告
三原市立第五中学校
（0848-66-0215）

全教科 自主公開
思考力・判断力・表現力を育成する授業づくり

～ＩＣＴ機器の積極的な活用を通して～
東部 ×

R3.9.30 報告
大竹市立玖波中学校

(0827-57-7241)
数学・保健体育等 自主公開

自他の人権を尊重する児童生徒の育成
～授業のユニバーサルデザイン化の取組を通して～

西部 ×

R3.9.30 報告
三原市立久井中学校
（0847-32-6019）

全教科 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 ×

R3.10.8 普及
呉市立安浦中学校
（0823-84-5151）

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
廿日市市立吉和中学校

（0829-77-2010）
総合的な学習の時間

令和３年度教育課程研究
指定校事業

考えを持ち，はっきり表現する児童生徒の育成
～SDGsの視点をふまえた教育課程の編成と説明力を高める指導方法の工夫～

国 西部 ×

R3.10.11 報告
竹原市立賀茂川中学校

(0846-29-0200)
特別活動 自主公開

主体的に学び合う児童・生徒の育成
～話し合い活動を主軸とした生徒の自治的活動を通して～

西部 ×

R3.10.15 普及
熊野町立熊野東中学校

(082-854-7111)
特別の教科　道徳

第35回広島県中学校道徳教育
研究大会（安芸大会）

「主体的・対話的で深い学び」のある道徳教育の推進～自律した生徒の育成を目指して～ ○ 県 西部 ×

R3.10.15 提案
福山市立城西中学校
（084-952-1257）

美術 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

R3.10.20 報告
呉市立阿賀中学校
（0823-71-3304）

生徒指導の三機能を生かした
授業づくり（国語）

自主公開 ＩＣＴを活用しながら主体的に学び，ともに伸びようとする児童生徒の育成 西部 ×

R3.10.20 報告
海田町立海田西中学校

(082-823ｰ8551)
単元開発

海田町「学びの変革」
推進事業

主体的に学びを深める生徒の育成
～探究的な学習の単元開発･実践･改善を通して～

西部 検討中

R3.10.25 普及
呉市立昭和中学校
（0823-33-0311）

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
安芸高田市立向原中学校

(0826-46-2049)
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 提案
尾道市立因島南中学校

(0845-26-0373)
全教科 自主公開

学びに向かう意欲を高める授業等の改善
～探究心を育てる学習課題を通して～

東部 ×

R3.10.29 普及
呉市立横路中学校
（0823-71-7827）

小中一貫教育
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 提案
呉市立両城中学校
（0823-21-4661）

「考える授業」の実現に向けて
～「教えて考えさせる授業」

を通して～
自主公開

自ら進んで学び合い，認め合う児童生徒の育成
～「教えて考えさせる授業」を通して～

西部 ×

R3.11.1 報告
呉市立東畑中学校
（0823-21-6210）

授業づくりと生活づくりを通し
て，主体的に学び論理的に思考で
きる生徒を育成する・各教科等及

び特別の教科　道徳

自主公開
主体的に学び，論理的に思考できる児童生徒の育成

～ 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 ×

R3.11.5 報告
三原市立大和中学校

(0847-34-1111)
道徳 自主公開

自己実現力を高めるキャリア教育の推進
～地域・企業との協働的・探究的な学習にむけた，カリキュラムの開発・実践を通して～

東部 ×

R3.11.5 報告
広島県立三次中学校

(0824-63-4104)
全教科 自主公開

授業の質を高める組織的な研究体制の構築
～多様な分野と教科を「つなぐ」取組と実践～

県立 ×

R3.11.5 普及
広島県立広島中学校
（082-491-0270）

ことば科・理科・英語 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 検討中

R3.11.6 報告
安芸高田市立高宮中学校

（0826-57-0050)
特別の教科　道徳 近隣対象公開

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
～学習プロセスを描く教材研究と必然性のあるグループ学習のあり方～

西部芸北 ×

R3.11.10 報告
東広島市立中央中学校

(082-431-5055)
各教科

令和２・３年度
東広島市教育推進指定校

「主体的・対話的で深い学び」のある授業の創造
～考える力と伝え合う力の育成を通して～

西部 検討中

R3.11.10 報告
三原市立宮浦中学校

(0848-64-1591)
各教科 自主公開

資質・能力の育成をめざした学びの創造
～コミュニケーションを活用した授業の工夫を通して～

東部 ×

R3.11.10
中止

報告
世羅町立世羅西中学校

（0847-37-1122）
小中連携

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
～授業と縦割活動を通して学ぶ力と豊かな心を育む～

東部 ×

R3.11.11 普及
東広島市立安芸津中学校

(0846-45-0158)
各教科

広島県中学校視聴覚教育研究
大会兼令和２・３年度

東広島市教育推進指定校

ＩＣＴで実現する授業のユニバーサルデザイン
～すべての人が実感できるＩＣＴの活用～

○ 西部 ×

R3.11.15 報告
廿日市市立野坂中学校

(0829-38-2001)
社会性の育成 自主公開

自ら考え、学びあい、高め合う生徒の育成
～授業改善とソーシャルスキルの向上を通して～

西部 ×

R3.11.15 報告
三原市立第二中学校

(0848-62-3212)
全教科 自主公開

「主体的・対話的で深い学び」のある授業の創造
～ユニバーサルデザインの３つの原理を通して～

東部 ×

R3.11.16 報告
三原市立第三中学校

(0848-62-3213)
保健体育・理科・社会・

特別支援教育
自主公開

「主体的・対話的で深い学びの創造」
－自ら考え，伝え，認め合う授業を通して－

東部 ×

R3.11.17 報告
府中町立府中緑ヶ丘中学校

(082-283-4701)
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 ○

［中学校］（研究公開校：53校）
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R3.11.17 報告
府中市立第一中学校

(0847-41-2394)
全教科 府南学園研究会

主体的な学びの実現
～多様な学習展開の工夫とＩＣＴの有効活用を通して～

東部 検討中

R3.11.18 報告
廿日市市立阿品台中学校

（0829-39-1516）
未定

阿品台中学校区
３校合同研究会

自ら学びたくなる教育活動の創造 西部 ×

R3.11.19 普及
呉市立倉橋中学校
(0823-53-0019)

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
廿日市市立宮島中学校

（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 ×

R3.11.19 普及
安芸高田市立吉田中学校

（0826-42-0400）
英語

第55回広島県中学校
英語教育研究大会

（英語）コミュニケーションを図る資質・能力の育成
～自分の言いたいことを表現する指導の工夫～

○ 県 西部芸北 ×

R3.11.19 報告
三原市立第四中学校
（0848-69-2594）

理科・数学・英語 ブロック公開
学びに向かう力と学力の向上

～「学び合い」を通しての「資質・能力」の育成～
東部 ×

R3.11.25 報告
廿日市市立佐伯中学校

（0829-72-1145）
生徒指導

生徒指導
サポート実践校

自己指導能力の育成
～バランスのよい集団指導と個別支援を通して～

人とかかわり合い，意欲的に課題に解決しようとする児童生徒の育成
県 西部 ×

R3.11.26 提案
福山市立神辺西中学校

（084-963-3400）
音楽

広島県中学校音楽教育
研究大会

つながる　踏み出す　深め合う
～音楽を楽しむ力をめざして～

○ 福山市 未定

R3.11.30 普及
呉市立片山中学校
（0823-21-4995）

小中一貫教育・総合的な学習
の時間・数学等

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 ×

R3.12.18 報告
北広島町立豊平中学校

(0826-83-0160)
国語・社会・数学・理科・英語等 自主公開

主体的・対話的で深い学びによる思考力・表現力の育成
～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 ×

R4.1.17～
R4.1.21

提案
三次市立作木中学校
（0824-55-2106）

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
安芸太田町立安芸太田中学校

（0826-32-2244）
特別の教科　道徳 自主公開

　深い学びを引き起こす授業づくり
  ～「知識構成型ジグソー法」を取り入れた単元開発と評価を通して～

西部芸北 ×

R4.1.25 報告
廿日市市立四季が丘中学校

(0829-38-3371)
数学・理科 小中合同研究会

協働し，主体的に学ぶ生徒の育成
～ディスカッションを取り入れた学習活動を通して～

西部 ×

R4.2.8 普及
広島県立広島叡智学園中学校

0846-67-5581
理科 校内研修会 教科横断的で探究的な授業づくり 県立

希望者へ後日動画配信
※配信希望申込
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