
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 学校経営構想図 

２ 職員一覧 

 

氏名 教科 主任主事等 分掌 部活動顧問 氏名 教科 主任主事等 分掌 部活動顧問
校　長 岡本純一郎 ３年　副担任 住田　裕磨 理科 教育研究 サッカー
教　頭 三宅　幸二 特支（知的）担任 藤井　典子 家庭 特別支援教育コーディネーター 生徒指導 ガーデニング

総括事務長（兼） 矢吹　律子 特支（自・情１）担任（再） 藤井　茂基 社会 教育研究 太鼓
１年１組担任 岩本恵美子 英語 小中一貫教育推進教員 教育研究 ボランティア 特支（自・情２）担任 加藤　昌子 美術 教育研究 美術
１年２組担任 杉野　公祐 数学 進路指導主事 教育研究 サッカー 通級指導教室担当 桒原　容子 英語 通級指導教員 総務
１年３組担任 大古　修治 理科 １学年主任 教育研究 男子ソフトテニス 養護教諭 信岡ゆかり 保健主事 総務
１年　副担任 小林　大輝 社会 生徒指導 陸上 事務主幹 山岡　まり 総務
１年　副担任 西江　克信 技術 生徒指導 陸上 非常勤主事 種岡まゆみ 総務
２年１組担任 植木　隆道 数学 生徒指導 男子バスケットボール 介助員 林　奈津子 総務
２年２組担任 大森　由紀 音楽 研究主任 教育研究 吹奏楽 学校支援員 田邉　智美 総務
２年３組担任 寺田　典子 国語 ２学年主任 生徒指導 女子バスケットボール 学校図書館補助員 前原　佑季 総務
２年　副担任 阿部　賢一 保体 生徒指導主事 生徒指導 野球 スクールカウンセラー 時岡　真子
３年１組担任 能島　博士 国語 生徒指導 野球 拠点校指導教員 浅田　淳一
３年２組担任 村上　晴香 英語 生徒指導 女子バレーボール 学校相談員 塩田　立子
３年３組担任 山縣　　崇 社会 ３学年主任 教育研究 女子ソフトテニス 校務補助員 三吉　雅子
３年　副担任 髙橋　幸太 保体 教務主任 教育研究 女子バスケットボール 校務補助員 藤井　　幹

 

 

育成すべき資質・能力＝21世紀スキル＆倫理観 

福山市１００ＮＥＮ教育 
基本目標：「たくましく生きる力」を育成する学校教育の推進 
・21 世紀型“スキル＆倫理観”を育成する教育課程の編成実施 
・「自ら考え学ぶ授業」の実践 
・福山への愛着と誇りを育てる～ふるさと学習～ 

国の動向 
新しい時代に必要となる資質・能力の育成 
・何ができるようになるか 
・何を学ぶか 
・どのように学ぶか 
＊「対話的で深い学び」の実践 

県の動向 
広島版「学びの変革」アクションプラン 
・コンピテンシーの育成を目指した主体的な学び 
・「課題発見・解決学習」 
・「異文化間協働学習」 
＊ＩＮＰＵＴしたことをＯＵＴＰＵＴできる 

学校教育目標「自ら輝く，ともに輝く」 スクールカラー「赤」 

ミッション：使命 
燃えたぎる一ツ橋魂（心に太陽・情熱と躍動）で，大地を踏まえ大空
に向かって羽ばたく人間の育成 

ビジョン：将来像 
花に囲まれ，あいさつと歌声が響き合う一ツ橋中学校 

課題解決力（見つける力） 

自分にあった課題が設定でき，解
決過程での体験や結果を生活や
学習に生かしている。 

論理的な思考力（説明できる力） 

根拠を明らかにし，筋道を立てて
考えながら，過程や結果をまとめ
たり，説明したりすることができ
る。 

主体性・積極性（やりきる力） 

さまざまな集団の中で，自己の
役割を意識し，積極的に活動し
ようとしている。 

コミュニケーション能力（交流できる力） 

友達との交流を大切にし，相手に話
をよく聞いたり，考えを受け止めた
りして，お互いの存在や立場を尊重
しようとしている。 

めざす生徒像：未来を見つめて，明日を描き創る生徒（あいさつができる・掃除ができる・授業を大切にできる） 

一ツ橋中学校区ぱーとなー本部会議 
・引野ローズパーティーボランティア 
・茶道講座 ・ばら花壇制作 ・太鼓部地域演奏 
・クリーンアップ一ツ橋 ・校内マラソン大会 

           小中一貫教育推進協議会 
・一ツ橋中学校区スタンダード 
・出前授業 ・学力調査分析 ・あいさつ運動 

 
目標４ 教職員の資質と指導力の向上        目標５ 地域・保護者への学校情報発信 
（１）一斉研・校内研修における授業研究の充実   （１）学校だよりの発行 
 ① 一人１回以上の授業研究・専門研修等への参加 （２）ホームページの更新 
② 全国学力・県基礎基本の分析         （３）地域ボランティアへの参加 
 ・活用問題を意識した定期テストの実施 
 ・校区学力調査の実施 

（２）危機管理意識の向上…不祥事防止研の実施 
（３）定時退校日・部活動休養日の徹底 

目標１ 自ら考え学ぶ授業の推進 
（１）ユニバーサルデザインの授業づくり 
① めあて ② 一指示・一動作  

 ③ 「今日のポイント」「比べる」等の活用 
 ④ 構造的な板書 
（２）「自ら考え学ぶ」場面の設定 
① ペア，グループ学習の設定 
② 支援が必要な生徒に対する明確な支援 
③ 課題と向き合う場の設定 

（３）自主学習や宿題の提示 
 
 
目標２ 意欲を高める健康・体力つくり 
（１）体育における補強運動の実施 
（２）部活動の活性化…部活動一斉指導日 
（３）健康教育の充実 
 ① 早寝早起き（睡眠時間）調べ  
② 給食指導 

  

目標３ 高まり合う学校・学級集団の育成 
（１）自己肯定感の育成 
 ① 総合ポイント制度（ワンカップ）の実施 
 ② グッド・ナイスカードの活用 
  ・給食指導 ・掃除指導 ・あいさつ指導 
（２）短学活の充実（学級自治・課題解決） 
 ① 学活の流れ，班討議の統一 
 ② 係り活動の充実 
 ③ 学活交流の実施 
（３）行事を活用した取組の充実 
 ① リーダーの育成 
 ② 愛校心・団結力の醸成 
 ③ 保護者，地域へ生徒の頑張りアピール 
 ＊行事「体育大会」「学習発表会」「修学旅行」 
    「マラソン大会」「入学式」「卒業業証

書授与式」    
（４）委員会活動の充実 

学校経営三つの基盤：「笑顔」と「真剣な表情」のある教育活動・危機管理意識の向上・同僚性の向上 

 学校を支える体制 

中期経営目標達成のための方策 

学力・体力の向上 集団づくり 

信頼される学校 

全国及び県学力調査で県平均以上を 8/12 

新体力テスト県平均以上種目を６０％以上 人が困っている時は，進んで助ける生徒９０％以上 

学校が楽しいと思う生徒９０％以上 
本校に通わせてよかったと思う保護者９０％以上 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 年間行事 

 

４月

始業式（6）　入学式（7）　身体測定（11）

部活動紹介（12・13）　全国学力・学習状
況調査（18）　健康診断（20～）　第1回各
教科合同研修（21）　授業参観・ＰＴＡ総
会・学年懇談（26）

 

５月

体育大会（13）　第1回校区内研
修（校内研修）（17）　中間テスト
（25～26）

 

春季総体（3～10）　生徒総会（7）
「基礎・基本」定着状況調査（13）
授業参観（14）　第1回ブロック教
科別研修（15）　避難訓練（23）

６月

 

第1回校区合同研修（3）　秋季総体（8
～17）　1・3年登校日（21～23）　チャ
レンジ・ウィーク（21～25）

８月

  

 
 

１０月

県総体（1）　中間テスト（5～6）　英語
暗唱大会（7）　第2回ブロック教科別研
修（12）　学習発表会（14）　駅伝ロード
レース大会（14）　振替休日（16）　校
区合同音楽発表会（20）　新人総体
（28～29）

 

１１月

学校へ行こう週間（1～7）　　クリーンアップ

一ツ橋（4）　生徒会役員選挙（8）　3年進
路懇談（16～21）　第4回校区内研修（17）
避難訓練（24）　期末テスト（27～29）

 

１２月

第3回ブロック教科別研修（7）　校内駅
伝マラソン大会（8）　期末懇談（19～
21）　終業式（22）　地区新人駅伝大会
（26）　第2回校区合同研修（27）

 
 

１月

始業式（9）　休み明けテスト（9～
10）　3年学年末テスト（17～19）
第5回校区内研修（18）　授業参
観・懇談，2年進路説明会（31）

 

学年末テスト（2～3）　卒業証書
授与式（10）　小中一貫推進協議
会（14）　修了式，離・退任式
（23）

３月

 

４ 学校沿革史 

 

　　　　　　　　　　校名は，引野・長浜・手城（一部）を校区に，三地域の文化産業の交流発展・繁栄を続けた「一ツ橋」という橋から命名する。
　　　　　　　　　　　校章は，一ツ橋の頭文字Ｈと一ツ橋を真上から見た形を大地を踏まえて大空に向かって羽ばたく姿として表現している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文字「一ツ中」は，全生徒，教職員，保護者，地域の方々の円満と団結を表現している。
　　　　　　　　　スクールカラーは，赤。燃えたぎる一ツ橋魂（心に太陽，情熱と躍動）を表現している。

  

 

 

 １９８４（昭 59）年＜590＞4 月：福山市立一ツ橋中学校創立開校，

11月：校歌・校旗・校章制定 

１９８５（昭 60）年＜646＞4 月：文部省小中学校生徒指導研究推

進地域指定 

１９８６（昭 61）年＜672＞8月：校門設置工事竣成（寄贈） 

１９８７（昭 62）年＜641＞10月：第 20回中国地区統計教育研究大

会（兼第 14回県大会），11月：第 28回広島県障害児教育研究大

会，12 月：校舎増築工事着工（南校舎西端；普 2，美・準，理・準，

被・準） 

１９８８（昭 63）年＜622＞7 月：校舎増築工事竣成（南校舎西端；

普 2，美・準，理・準，被・準） 

１９８９（平元）年＜574＞5月：屋外便所新設工事竣成 

１９９０（平 2）年＜535＞4 月：体育館屋外大時計設置（寄贈），5

月：男子テニスコート北側フェンス増設，9月：プール竣成 

１９９１（平 3）年＜483＞7 月：諸旗掲揚台竣成，8 月：大太鼓製作

（寄贈），10月：コンピューター室改築設置竣成 

１９９２（平 4）年＜489＞4 月：市教委「教育研究支援事業」指定

（平 4・5年度） 

１９９３（平 5）年＜464＞9 月：創立 10 周年記念碑建立，創立 10

周年記念式典 

１９９４（平 6）年＜454＞10月：園芸倉庫新設工事竣成 

１９９５（平 7）年＜433＞3月：校歌石碑設置（寄贈） 

１９９６（平 8）年＜434＞5 月：一ツ中太鼓新調（寄贈），7 月：県み

どり推進機構「学園緑化推進事業」指定 

  

２００９（平21）年＜414＞4月：県教委「発達障害授業改善推進事
業」指定，5月：日加修好80周年記念カナダ出前授業
２０１０（平22）年＜405＞4月：県教委「発達障害授業改善推進事
業」指定
２０１１（平23）年＜379＞7月：学校支援地域本部「ぱーとなー本
部」設置
２０１２（平24）年＜327＞4月：通級指導教室（情緒）開設，12月：
「平成24年度優れた”地域による学校支援活動”推進」にかかる
文部科学大臣表彰・受賞
２０１３（平25）年＜315＞4月：県教委「学力向上総合対策事業」
指定，9月：創立３０周年記念「ぱーとなー花壇」整備，12月：創立
30周年記念行事
２０１４（平26）年＜291＞4月：県教委「市町の挑戦支援加配」措
置
２０１５（平27）年＜298＞4月：県教委「市町の挑戦支援加配」措
置
２０１６（平28）年＜307＞4月：学校図書館バーコード化導入準
備，11月：学校図書館バーコード化導入
２０１7（平29）年＜297＞4月：学校給食導入準備

 

 

 １９９７（平 9）年＜404＞4 月：石碑「一望千里」設置（木像寄贈），

通学通用門新設，7 月：図書室空調設備設置 

１９９８（平 10）年＜391＞4月：県教委「不登校研究推進校」指定 

１９９９（平 11）年＜368＞ 

２０００（平 12）年＜363＞3 月：生徒昇降所改修工事完了，10 月：

グランド周辺植樹 

２００１（平 13）年＜344＞3月：南校舎庇壁面落下防止工事 

２００２（平 14）年＜330＞3月：南校舎庇壁面落下防止工事，校内

ＬＡＮ工事，時計台設置(寄贈) 

２００３（平 15）年＜321＞7 月：校長室・職員室空調設備設置，8

月：玄関前段差改修，12月：グランド東側防球ネット設置 

２００４（平 16）年＜310＞4 月：県教委「生徒指導研究推進校」指

定，9 月：音楽室空調設備設置，12月： 体育館屋根再塗装 

２００５（平 17）年＜288＞4 月：市教委「教育研究支援事業（英

語）」指定 

２００６（平 18）年＜290＞4 月：南棟から中棟・体育館への通路の

スロープ設置，6月：パソコン教室空調設備設置，9月：テニスコー

ト整備 

２００７（平 19）年＜318＞3 月：テニスコート防球ネット増設，6 月：

東門設置 

２００８（平 20）年＜366＞4 月：市教委「教育研究支援事業（保

体）」指定，5 月：中庭通路の舗装整備、ブルガリア親善使節団学

校訪問，9月：創立 25周年行事 

 

始業式（1）　休み明けテスト（1～4）　県総

体（水泳）（2～3）　授業参観・懇談，3年進
路説明会（13）　第3回校区内研修（21）　2
年修学旅行（27～29）　県総体（30）

９月

 

期末テスト（3～5）　第2回校区内研修
（6）　中学生の主張大会（8）　終業式
（20）　期末懇談（21～26）　2年登校
日（チャレンジウィーク・修学旅行説明
会）（28）　第2回各教科合同研修（31）

７月

 

学力診断テスト（1）　入学説明会，物
品販売（3）　第4回ブロック教科別研修
（8）　避難訓練（23）　学年末テスト
（28）

２月

 

 

 
 

  

 


