
 

 

 

【 福山市立千年中学校，福山市立能登原小学校，福山市立千年小学校，福山市立常石小学校 】 
 

        

 

 

 
 

 

広島県：育成すべき人材像  （「広島版“学びの変革”アクション・プラン」より） 

 

 
 

福山市：目指す子ども像  （「福山 100NEN教育宣言」より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島で学んだことに誇りを持ち，胸を張って「広島」，「日本」を語り，高い志のもと， 

世界の人々と協働して，新たな価値（イノベーション）を生み出すことのできる人材 

 

「小中一貫教育１･２･３」に「ESDの２観点」を持って取り組むことで 

 

                                  を育てる 

 
小中一貫教育１･２･３……①カリキュラムに基づく「自ら考え学ぶ授業」，②「大好き！福山～ふるさと学習～」，③市民一丸 

ESDの２観点……①人格の発達や人間性を育む ②「関わり」「つながり」を尊重できる個人を育む 

 

                                  

  
「２１世 紀型 スキル」 

＆ 「倫理観」 

を持っている 

Challenge   Together  for   Success 

 

 

千年中学校区「めざす子ども像」」 
関わり合いを通して，自分の思いや考えを表現できる児童生徒 

 

 

 

 

 

（小１～小４） 

相手を見て最後まで聴

き，返答する。 

 小学校入学 

（小５～中１） 

人の話を正確に聴き取り，相

手意識をもって考え，伝える。 

 後 

期 

（中２・中３） 

人の話を正確に聴き取り， 

熟考し，自分の言葉で表現する。 

 中学校卒業 

 

中

期 

前

期 

 

これからの社会で活躍するために必要な 資質・能力を        ９年間で系統的に育成 し，中学校卒業後へ発展的につなぐ 

 

すべては子どもたちのために 

学力向上 
キャリア教育 

の推進 

積極的な 

生徒指導の推進 
健康・安全 

教育の推進 

◎ペア活動，グループ活動等の 

「関わり合いの場」 を設定       

◎「学習者基点の 

能動的な深い学び」 

のある授業の推進 

◎「自ら考え学ぶ」 

授業の推進 

◎「課題発見・解決学習」 

の推進 

◎「言語活動」の充実 

◎「生徒指導の三機能」 

を生かした授業の推進 

 ・「自己決定の場を与える」 

ことを重視し， 

思考力・判断力・表現力を育成 

◎キャリア発達に応じ，系統的な 

 「体験学習」の充実 

 ・「ふるさと沼隈」に愛着と誇り 

 が持てるふるさと学習の推進 

◎「基本的な生活習慣」の確立 

・早寝，早起き，朝ごはん 

・自ら進んであいさつ 

・家庭学習習慣の確立  等 

◎「安心・安全な学校生活」の確保 

 ・登下校を含めた事故防止 

 ・いじめの防止 

 ・心の回復力の育成  等 

◎「道徳教育」 の充実 

◎「きまりを守る態度」の育成 

 ・集団のルールの必要性を理解 

 ・時を守り，時を判断して行動 

 ・場を清め，場に応じて行動 

 ・礼儀，マナーを守り，礼を尽くす 

◎「望ましい集団づくり」の推進 

 ・仲間との協働の喜び体験 等 

◎「生徒指導の三機能」 

をあらゆる活動に生かす 

◎「地域とのつながり強化」 

 ・地域の皆様と共に動く場を設定 

2016年度（平成 28年度）千年中学校区 研究主題 

関わり合いを通して，思考力・表現力を育む授業づくり 
～変化の激しい社会を生き抜くための適応能力の育成をめざして～ 



 

 
 

 

一日一善 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

福山市が目指す小中一貫教育 
ばらと教育のまちを目指す「全国に誇れる学校教育」の実現のため，「義務教育 9 年間を一体的に捉えた教育活動

の展開を目指す小中一貫教育」を 3年間の準備期間を経て，2015年度（平成 27年度）から全面実施 

福山市小中一貫教育推進のねらい  
学力に係る課題の固定化や暴力行為・不登校の低年齢化等の課題，小学校から中学校にかけて増加する「中１ギ

ャップ」等の課題を解消し，「子どもたちに確かな学力をつけ，変化の激しい社会をたくましく生きる力を育む」ため 

福山市小中一貫教育推進の取組概要  
校区で，「めざす子ども像」を共有し，児童生徒９年間を一体的に捉え継続性のある指導の実施。校区で開発した

カリキュラムに基づき，「自ら考え学ぶ授業」を通して，子どもたちに力を育成。地域と連携し市民一丸の視点で，

「福山への愛着と誇り」をてるために，福山の歴史・文化等を学ぶ「大好き！福山～ふるさと学習～」の取組実施。 

主な千年中学校区の取組 

○家庭学習強化週間（スタディーウイーク）…中学校の定期試験期間に合わせ，家庭学習の時間増加，内容充実 

○中学校行事への校区６年生の参加…生徒総会，体育祭，三送会等の中学校行事に校区の６年生が参加 

○「学びのすすめ」（学習のてびき）配布…中学校入学前に，中学校の学習について説明，中学校生活へ見通し 

○校区一斉挨拶運動…同一日に校区で児童会・生徒会主催の挨拶運動（毎月１７日を一斉挨拶日へ拡大計画）  

○地域清掃活動…児童・生徒が協働して地域の様々な場所を清掃（年間２回）（地域の皆様と協働し，校区全体へ広げる計画）  

○系統的な生徒指導…「生徒指導規程」に準じた系統的な指導（授業規律，言葉遣い，挨拶，基本的生活習慣等）  

○中学校教員による交流授業…中学校教員が小学校教員と共にﾃｨｰﾑ･ﾃｨｰﾁﾝｸﾞの交流授業（算数の授業を中心に）  

○地域の特色を生かした系統的な体験学習，ふるさと学習…沼隈の伝統・文化，郷土の偉人山本瀧之助さん学

習，地域で学ぶ職場体験，ブドウなどの郷土の産業体験，地域の良さや課題の発見及び解決策の提案 等 

○９年間学習カリキュラム…義務教育９年間の系統的な学習のカリキュラム等の開発とそれに基づく授業実践 

○教職員の指導力向上…授業充実のために，毎月第３木曜日の一斉研修や校区一斉研修で教職員の指導力を向上 

２０１６年度（平成２８年度）千年中学校区小中一貫教育推進年間計画（主な行事等の予定） 

月 千年中学校区 千年中学校 能登原小学校 千年小学校 常石小学校 

４ 
校区校長会・推進委員会（12）以降：毎月開催  

全国学力学習状況調査（19：中３，小６）  

市内一斉研修（20） 

就任式・始業式（６），入学式（７）  

新入生合宿（15，16），新入生歓迎行事（27）  

参観日，PTA総会（28） 

就任式・始業式（６），入学式（７）  

家庭訪問（13，14） 

参観日・PTA総会（27） 

就任式・始業式（６），入学式（７）  

参観日・PTA総会（21） 

家庭訪問（22～26），遠足（27）  

就任式・始業式（６），入学式（７）  

避難訓練（12），交通安全教室（13） 

参観日・PTA総会（21） 

家庭訪問（25～27），遠足（28）  

５ 

合同研修①：年間計画，理論研修（19） 

スタディーウイーク（16～23） 

第１回学校関係者評価委員会（26） 

家庭訪問（９～12），体力テスト（18） 

実践校校内研修（23：理論研修）  

中間テスト（23，24），防犯教室（25） 

遠足（６） 

運動会（21） 

交通安全教室（25） 

実践校校内研修：研究授業（６）  

運動会（22） 

 
３年社会見学（６） 

運動会（21），田植え（27） 

６ 

地域清掃活動（１） 

基礎・基本定着状況調査（７：中２，小５）  

千年中生徒総会へ校区６年生参加（10）  

市内一斉研修（16），スタディーウイーク（21～29） 

春季総体（４，５），生徒総会（７）  

実践校校内研修（14：講師：牧田先生）  

参観・学級懇談，３年進路学習会（13） 

期末テスト（28，29，30） 

体力テスト（２） 

租税教室（９） 

道徳参観日・教育講演会（23） 

体力テスト（８～10） 

参観日・学級懇談会（17），避難訓練（20）  

実践校校内研修：研究授業（16）  

実践校校内授業研（30：講師：難波教授）  

避難訓練（２），芋づる植え（３）  

体力テスト（９） 

にこにこ集会・全校音楽（14） 

参観日・学級懇談（24） 

７ 
市制施行１００周年記念行事（１）  

合同研修②総合（７：講師：村川教授） 

一斉研修・合同研修③（29：講師：後川先生）  

３年防犯教室（５），１年労働体験，  

２年職場訪問，３年尾道学習（14・15） 

終業式（20），期末懇談（21，22）  

防犯教室（６） 

ラジオ体操教室（13） 

終業式（20），個人懇談（21） 

地区懇談会（15） 

終業式（20） 

個人懇談（21，22） 

児童会引継式（14），地域懇談（15） 

終業式（20），個人懇談（21） 

４年子ども料理教室（22） 

８ 
教育フォーラム（17） 

市内小学校水泳記録会（24） 

実践校校内研修（３：理論研修）  

秋季総体（4～12） 

チャレンジウイーク（22～26）  

あぶと祭り（９） 

 

 野外活動（23～26） 

 始業式（１），児童会引継式（２）  

５年宿泊体験（６～９），避難訓練（13） 

実践校校内研修：研究授業（15）  

参観日・学級懇談会（16） 

読書まつり（27） 

９ 
市内一斉研修（15） 

合同研修④ﾄｯﾌﾟｲﾒｰｼ獲得講座（26：小中ﾞ理科）  

スタディーウイーク（29～10/６） 

始業式（１） 

実践校校内研修（15：研究授業）  

体育祭（17） 

始業式（１），体験作文発表会（８）  

参観日・懇談会（13） 

授業公開日（30：参観日） 

始業式（１），参観日・懇談会（８）  

修学旅行（28，29） 

稲刈り（30） 

10 
市内一斉研修（20） 中間テスト（６，７） 

修学旅行（19～21） 

新人総体（30，31） 

野外活動（４～７） 

社会見学（14），避難訓練（18）  

修学旅行（20，21） 

修学旅行（５～６） 

実践校校内研修：研究授業（20）  

学習発表会（27） 

１年社会見学（２８），にこにこ集会（11）  

２年社会見学（１２），参観・懇談（1９） 

４年社会見学（21），５年社会見学（１２）  
広島教育の日（１），学校へ行こう週間（１～７） 

地域清掃活動②（14） 

スタディーウイーク（15～24） 

合同研修⑤研究授業（16：講師：牧田先生）  

合同研修⑥ﾄｯﾌﾟｲﾒｰｼﾞ獲得講座（21：小中道徳）  

第２回学校関係者評価委員会（25） 

11 

参観日・全校合唱・学級懇談（４）  

期末テスト（22～25） 

３年進路懇談（22，24） 

芸術鑑賞（30） 

参観日・ふれあいコンサート（２）  

校内図画コンクール（４） 

陸上記録会（５） 

さざんかの会（29） 

陸上記録会（５），避難訓練（８）  

実践校校内研修：研究授業（10）  

芸術鑑賞（16），なかよし集会（25）  

おはなし広場（22，29） 

陸上記録会（５），防災訓練（７）  

学習発表会（19） 

 

12 
市内一斉研修（８） 

千年中英語研究授業に千年小職員参加  

生徒会役員選挙（７），避難訓練（９） 

期末懇談（16～20） 

終業式・生徒会引継式（22） 

終業式（22） 

個人懇談（26） 

マラソン大会（６） 

終業式（22），個人懇談（26） 

しめ飾づくり（２） 

終業式（22），個人懇談（26） 

１ 

合同研修⑦常石小授業公開（19） 

 

能登原とんど（８），始業式（10）  

体験学習発表会，避難訓練（16）  

マラソン大会（20） 

始業式（10），おはなし広場（17）  

実践校校内研修（27：講師：村川教授）  

道徳参観日・学級懇談会（20） 

始業式（10），書初め大会（11）  

にこにこ集会（17），参観・懇談（19） 

 
始業式（10），３年学年末テスト（10～12） 

２年進路説明会（24），私立入試（１月）  

２ 
市内一斉研修（９） 

千年中新入生説明会：ｵｰﾌﾟﾝｽｸｰﾙ（４）  

第３回学校関係者評価委員会（24） 

千年中三送会へ６年生参加（１５） 

スタディーウイーク（22～３/２） 

中学校新入学に係る小中連携 

選抜Ⅰ，市立，広大附属入試（３）  

三送会：参観日・学級懇談（15）  

実践校校内研修（27：年間総括）  

入学説明会（２），縄跳び大会（２，３） 

なの花の会（10），参観・懇談（17）  

校内授業研究（26） 

入学説明会（２），おはなし広場（７） 

児童会引継式（10），避難訓練（14） 

実践校校内研修：研究授業（９）  

児童会引継式（２），入学説明会（３） 

避難訓練（16），参観・懇談（17）  

山登り大会（24） 

３ 

学年末テスト（１～３） 

選抜Ⅱ入試（７，８） 

卒業証書授与式（10） 

修了式・離退任式（24） 

新入生物品販売（２） 

卒業証書授与式（２２） 

修了式・離退任式（24） 

新入生物品販売（３） 

おはなし広場（７），六送会（１０）  

卒業証書授与式（２２） 

修了式・離退任式（24） 

六送会（２） 

新入生物品販売（６） 

卒業証書授与式（２２） 

修了式・離退任式（24） 
 

2016 年度（平成 28 年度） 千年中学校区小中一貫教育推進  組織図 及び 取組内容概略 

千年中学校区 

学校関係者評価委員会 

校区生徒指導主事会 小中一貫教育推進委員会 

（校区小中一貫教育推進委員） 

事務局（校区教頭会）（代表：千年中教頭） 

校区校長会（代表：千年中校長） 

課題別部会（校区全職員が各部に所属） 

学力向上 

部会 

キャリア教育 

部会 

健康・安全 

体力向上部会 

生徒指導 

部会 

 

全体研修会 （千年中学校区合同研修会） 


