１

学校一覧
学校名

校

長

西

口

粟屋小学校

田

十日市小学校

地

男

三次市三次町１８５１番地

村

浩

章

三次市粟屋町２３４９番地

大

原

俊

哉

三次市十日市中四丁目９番１号

八次小学校

名

越

達

朗

三次市畠敷町１７１７番地

酒河小学校

井

川

唯

夫

三次市西酒屋町８０４番地

青河小学校

高

樋

法

明

三次市青河町５８０番地

神杉小学校
小 田幸小学校

田

村

健

三次市高杉町１６８４番地１

深

田

真規子

三次市大田幸町１６００番地

和田小学校

神

田

秀

浩

三次市向江田町７２８番地

川地小学校

坂

田

邦

彦

三次市下川立町５０３番地１

川西小学校

兒

玉

千

洋

三次市三若町２６５２番地

甲奴小学校

赤

木

幸

子

三次市甲奴町梶田５番地

小童小学校

小

石

文

彦

三次市甲奴町小童３１０４番地

君田小学校

安

藤

正

弘

三次市君田町東入君３６２番地

校 布野小学校
作木小学校

秋

政

保

伸

三次市布野町上布野１４０２番地１

新

本

信

之

三次市作木町下作木９０５番地

吉舎小学校

山

下

弘

文

三次市吉舎町三玉４４４番地

安田小学校

横

山

三恵子

八幡小学校

大

澤

博

三次市吉舎町丸田２２４番地

三良坂小学校

西

田

早

苗

三次市三良坂町三良坂１９９２番地

灰塚小学校

市

岡

千鶴美

三次市三良坂町灰塚６０番地１

仁賀小学校

沖

田

真知子

三次市三良坂町仁賀１３７３番地２

三和小学校

寺

山

喜久美

三次市三和町敷名１４９６番地

三次中学校

目

仁

志

三次市三次町１７３１番地

十日市中学校

今

井

敏

雄

三次市十日市中四丁目２番２号

塩町中学校

久

保

義

和

三次市大田幸町５４１番地

川地中学校

池

田

時

雄

三次市下川立町４７５番地８

八次中学校

武

田

信

和

三次市畠敷町１８６０番地

甲奴中学校

堀

江

信

之

三次市甲奴町梶田３８番地

君田中学校

畑

博

志

三次市君田町東入君３７８番地

布野中学校

杉

本

忠

三

三次市布野町上布野１８９５番地１

作木中学校

井

上

公

秀

三次市作木町下作木７３９番地１

吉舎中学校

大

下

典

子

三次市吉舎町吉舎７８３番地

三良坂中学校

森

安

健

造

三次市三良坂町三良坂２７７２番地

三和中学校

折

口

浩

三

三次市三和町上板木５５番地

校

三次小学校

在

明

学

浦

所

三次市小文町１７３番地

中

松

郵便番号
誠

学

河内小学校

名

三次市吉舎町安田１７４２番地
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電話番号

番号

２

小・中学校位置図

三次市立 小・中学校
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位置図

３

小・中学校紹介

三次市立河内小学校
教育目標
気づき

考え

実行する

主体的な子どもの育成

学区の概要

●郵便番号／７２８−０００７
●所在地／三次市小文町１７３番地
●電話番号／０８２４−６２−２４８８
●
番号／０８２４−６２−１６４０
●ホームページアドレス

私たちの学校は, 三次盆地の中心である巴橋から４㎞上流に位
置しています｡ とうとうと流れる西城川の両岸を校区とする山紫
水明の地にあります｡ 学校は, 学区内５町内会の連合会である河
内まちづくり連合会をはじめ, 多くの地域の皆さんの厚いご支援
をいただき, 教育活動や登下校の補助をしていただいています｡
とりわけ ｢河内放課後子ども教室｣ は, まちづくり連合会が運営
主体となり, １〜６年生希望児童の居場所作りを行っています｡
学校では, 主体的な学びで児童が誇りを持って育つように, 教育
内容を工夫して, 保護者・地域の期待に応えるようにしています｡

特色ある活動
●Ｅメール／

○平成 年度三次市 ｢特色ある学校づくり｣ 予算推進事業 (ふれ
愛教育プラン) 指定校
○平成 年度広島県学力向上総合対策事業 (小中連携) 指定校
○全学年で外国語に触れる活動

がんばっていること
○研究主題 ｢かかわり合う力を育てる道徳教育の創造｣
○知徳体の充実
○地域とのつながりで進めるキャリア教育

地域とのつながりで, 将来への力を育てています｡

三次市立三次小学校
教育目標
心豊かで, 自ら学ぶ意欲のある子どもの育成

学区の概要

●郵便番号／７２８−００２１
●所在地／三次市三次町１８５１番地
●電話番号／０８２４−６２−２２０１
●
番号／０８２４−６２−０９６０
●ホームページアドレス
●Ｅメール／

三次市のほぼ中央部に位置し, 西城川, 馬洗川, 江の川の三つ
の川に囲まれ, 周辺は古くから栄えた商業地域です｡ 児童数は,
少子化の影響により, 近年300人程度で推移していますが, 古い
町並みや数多く残る史跡・文化遺産を活用した町おこしが進めら
れるなど, かつてのにぎわいを取り戻す取組が進められています｡

特色ある活動
｢子どもの意欲を引き出す算数科指導のあり方〜ノート指導の
工夫改善を通した基礎・基本の定着〜｣ を主題とした授業研究の
推進
■平成25年度三次市 ｢特色ある学校づくり｣ 予算推進事業 (小中
一貫教育) 指定校
■平成25年度広島県学力向上総合対策事業 (三次中学校区) 指定
校
■平成25年度広島県小・中学校生徒指導実践指定校

がんばっていること
◇時間を守って行動する力の定着
(チャイムの合図で動く, 時計を見て動く, 時間前に動く)
◇書く力の向上
(根拠をもって自分の考えをまとめ, 45分間の学びの分かるノー
トづくり)
食生活改善推進委員の協力で郷土料理に挑戦
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三次市立粟屋小学校
教育目標
ふるさと粟屋を愛し, 粟屋を誇りに思い, 夢や希望の実現に向かっ
て力強く歩む子どもの育成
〜自らを高め, ともに学び合うことを通して〜

学区の概要

●郵便番号／７２８−００２５
●所在地／三次市粟屋町２３４９番地
●電話番号／０８２４−６２−２７９４
●
番号／０８２４−６４−７７０３
●ホームページアドレス／

本校は, 三次市の北西部に位置し, ｢高谷山｣ の四季の変化が
清流 ｢江の川｣ の川面に映し出される, 豊かな自然環境に恵まれ
た学校です｡
校門横には ｢シンボルツリー｣ の ｢せんだん｣ が大空に向かっ
て枝を広げ, 地域の方々と共に, 学校の長い歴史を見つめてきて
います｡

特色ある活動
・十日市小中一貫教育の推進
(自ら学ぶ力)
・基礎的・基本的な知識・技能の定着, 学習・生活習慣の確立,
特別支援教育の推進
(人とつながる力)
・社会規範の育成・生活習慣の確立・コミュニケーション能力の
育成
(やりぬく力)
・健やかな体の育成・体験活動の充実・食教育の充実

● メール／

がんばっていること
知
徳
体

自ら探求する子
思いやりのある子
最後までやりきる子

鮭の稚魚の放流

三次市立十日市小学校
教育目標
志を持ち 心豊かに たくましく生きる子どもの育成
【めざす子ども像】
ともに学びあい, 高まりあう子ども
おもいやりのある子ども
よくかんがえる子ども
いつも明るく元気な子ども
チャレンジ (挑戦) する子ども

●郵便番号／７２８−００１２
●所在地／三次市十日市中四丁目９番１号
０８２４−６２−２２１７
●
番号／０８２４−６３−１９２１
●ホームページアドレス／

学区の概要
三次市の中心部に位置する本校は, 明治７年に開校した児童数684名の
学校です｡ 学区には, 公共施設や商業施設が集中しており, 商業地と住
宅地が入り組んだ地域です｡
学校の北側には, 校歌に歌われている馬洗川が流れており, 親水公園,
桜並木, 鵜飼など, 一年を通して市民に親しまれています｡

特色ある活動

●Ｅメール／

○ ｢知・徳・体のバランスのとれた十小教育｣
・一人一人の教育的ニーズに応じた指導, 支援
・学びを高める安心・安全な学校・学級づくり
○読書活動 (地域の方や保護者による読み聞かせ)
○登下校時の見守り活動・挨拶運動
○老人会や地域の人をお招きしての体験活動

がんばっていること

十小こども文化発表会

○義務教育９年間を見通した小中一貫教育を推進する｡
○児童の学ぶ意欲を引き出す授業を創造し, 基礎学力を確実に習得させ
る｡
○道徳教育の充実により, 他を思いやる心や感動する心を育成する｡
○積極的な生徒指導の推進により, 挨拶, 返事, 掃除ができる力を育成
する｡
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三次市立八次小学校
教育目標
｢自ら学び, 心豊かに, たくましく生きる児童を育成する｣
○ 知 しっかり学習に取り組む子ども
○ 徳 やさしく思いやりのある子ども
○ 体 元気いっぱい活動する子ども

学区の概要
●郵便番号／７２８−０００６
●所在地／三次市畠敷町１７１７番地
０８２４−６２−２４８０
●
番号／０８２４−６２−０９６１
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

本校は, 北側に比叡尾山を仰ぎ, 清らかな馬洗川の流れにつつ
まれた自然豊かな地域にある｡ 一方で, 宅地開発による人口の増
加がすすみ, 活気溢れる地域となっている｡

特色ある活動
やつぎ大好き, 学校大好き 〜地域の人との交流を通して〜
○ 地域の自然・歴史・産業・くらしを学ぶ体験的活動
○ 学校花いっぱい運動 (地域の人と造る季節花壇等)
○ 音楽活動 (音楽朝会・音楽交流会・音楽発表会・鼓笛演奏等)

がんばっていること

運動会での鼓笛演奏

地域や保護者の信頼に応える教育活動の推進
〜 ｢日本一 明るく, 楽しく, 元気な学校 ｣ 〜
○基礎・基本の学力の定着
・学習規律の確立
・ ｢ことばの教育｣ の推進
○望ましい生活習慣と規範意識の育成
・あいさつの励行
・生徒指導規程を基にした指導の徹底
・元気を育てるアンケートを基にした望ましい生活習慣の指導
・積極的な生徒指導
・児童会を中心とした月目標の計画と実施

三次市立酒河小学校
教育目標
自らを高め, ともに学び合う子どもの育成
― 転機・実践・向上心 ―
【めざす子ども像】知 自ら探究する子 徳 人を大切にする子 体 元気よく遊ぶ子

学区の概要

●郵便番号／７２８−００２２
●所在地／三次市西酒屋町８０４番地
●電話番号／０８２４−６２−２４８５
●
番号／０８２４−６４−８２３１
●ホームページアドレス／
：
●Ｅメール／

酒河小学校は, 三次市の中央部の東酒屋町, 西酒屋町を校区とし, 中国自動車道
三次インターチェンジから車で３分ほどのところに位置している｡ 校区内には, 三
次ハイテク団地, 広島三次ワイナリー, ピオーネ生産団地, みよし運動公園, 奥田
元宋・小由女美術館など, 数多くの施設等がある｡
また, 矢谷古墳, 酒屋高塚古墳, 下本谷遺跡など歴史的な史跡も多くあり, 古代
文化と近代文化の融合した自然が美しい里山が広がる地域にある学校である｡

特色ある活動
自ら探求する生活科・総合的な学習の時間の創造
○酒屋地域を愛し, 酒屋を誇りに思い, 酒屋をよりよくしていこうとする子どもを
育成する｡ (地域の自然, 文化, 歴史, 産業, くらしから学ぶ)
・酒屋探検
・ピオーネ学習
・季節の野菜づくり
・古代米づくり
・環境学習
・歴史学習 (地域歴史探訪)
○年間継続型農業体験学校の開催

がんばっていること

酒河童太鼓

○よき伝統・校風づくり
・あいさついっぱい (明るい挨拶の響く学校), チャレンジいっぱい (何事にも
一生懸命頑張る学校), 美しさいっぱい (環境の整ったきれいな学校)
○基礎・基本の確実な定着
・チャレンジタイム (基礎的な計算の定着, 言語・ことばの技能を高める)
・豊かな読書活動 (朝読書, ロング読書タイム, 保護者による読み聞かせ)
○豊かな感性, 表現力の育成
・人, 物, 活動のよさに気づき, 他者と協調し, 豊かな体験活動を通した豊かな
心の育成 (ピオーネ学習, 古代米等の栽培及び販売体験, 地域歴史探訪)
・生活科, 総合的な学習の時間を中心に, 学んだことをもとにした学習発表会
・６年生による ｢酒河童太鼓｣ の継承 (結成22年目の活動)
○体力つくりの推進
・業間運動, なわとび大会, ロング昼休憩を使った全校遊び (外遊びの奨励)
・学年ＰＴＡ活動の実施 (食育を通した健康な心身の育成)
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三次市立青河小学校
教育目標
確かな学力 豊かな心 一人一人が輝く学校
〜ふるさとを愛し, 知・徳・体の調和のとれた児童を育成する〜

学区の概要

●郵便番号／７２８−００２４
●所在地／三次市青河町５８０番地
●電話番号／０８２４−６８−２３４９
●
番号／０８２４−６８−２３５２
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

三次市の南西部に位置し, 周囲は緑豊かな山々が連なる｡ 校区
の中心を 芸備線と国道 号線が走り, 青河のシンボルである
清流 ｢小似川｣ が校区を東西に流れている｡ この恵まれた自然や
伝統文化を大切にし, 農業や環境保全, 転入者を募る事業など地
域振興活動に積極的に取り組んでいる地域である｡ 平成 年学校
独立 周年を祝った｡

特色ある活動
○環境保全活動と体験活動
・河川の浄化活動と道路の清掃活動
・米作り体験活動 (籾まき, 田植え, 稲刈り)
○少人数・複式学級の特性を生かした指導
・少人数だからできる個に応じた丁寧で適切な指導

がんばっていること

ほたる太鼓の発表

○地域と共に取り組む環境保全活動と環境学習
・ ｢ほたる祭り｣ ｢ふるさと祭り｣ 等での学習発表
○ほたる太鼓・ほたる音頭の伝承
○基礎学力の向上の取組
・帯学習, 算数・漢字検定, 算数・国語クラブ など
○保護者と共に取り組む基本的生活習慣づくり
・三点固定と家庭読書の習慣化
○少人数・複式学級の特性を生かした青河授業スタイル
○縦割り班による全校活動, 異学年交流
○体力の向上
・外遊び, 集団遊び, 一輪車の奨励

三次市立神杉小学校
教育目標
｢豊かな人間性と確かな学力をもち, 未来を切り拓く力をもった子どもの育成｣
〜感じる心 学んで輝く われら未来の主人公〜 (サブテーマ)
〜あいさつで創る塩町中学校区〜 (学区サブテーマ)

学区の概要

●郵便番号／７２９−６２１４
●所在地／三次市高杉町１６８４番地１
●電話番号／０８２４−６６−１１６３
●
番号／０８２４−６５−３１１８
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

三次市の中心地に近い静かな田園地帯に位置し, 自治連合会の活動が活発
で, 地域の教育力も高い｡ 総合的な学習の時間等様々な学びの場面でも, 地
域の方の支援をいただいて地域の特性を生かした教育内容を学ぶことができ
る｡
児童は, 校歌にある ｢たゆまず進む たゆまず励む 理想にもえる神杉校｣
の校風を継承し, 心豊かに成長している｡

特色ある活動
○ 心を育てる体験活動の推進
・全校縦割り班による給食・清掃・行事活動
・一人暮らしの方との交流活動 (社会福祉協議会と連携)
・歴史まるごと体験 (県立歴史民俗資料館との連携授業)
・環境学習, 神杉地区清掃活動
・米づくりの体験学習 (神杉大田植)
・銭太鼓の継承
○ キャリア教育の推進
｢わくわく夢授業｣ ｢リトルティチャー｣

がんばっていること

PTAによる読み語り朝会

深める：心を耕す教育推進
・心を込めてあいさつする｡
・本の世界を楽しむ｡
・心を込めて学校を磨く｡
高める：基礎・基本の学力の定着と活用力の育成
｢活用する力を高める算数科の授業づくり｣
〜数学的な考え方の育成と既習事項の活用を通して〜
伸ばす：運動朝会・体育科指導の充実・外遊びの推進
繋がる：塩町学区小中一貫教育の推進・異年齢集団活動
整える：もくもく掃除・エコ教育の推進
生かす：家庭・地域との連携・地域 (ひと・もの・こと) 活用
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三次市立田幸小学校
教育目標
ふるさとに学び

心豊かに

たくましく生きるポプラっ子の育成

学区の概要
東は三良坂に隣接し, 北は馬洗川を隔てて和田地域と, 西は神杉地域及び南は川
西地域と接している｡ 豊かな自然に恵まれ, 梨やぶどうの生産等農業が盛んな地域
である｡ また, 世羅台地から流れ出た美波羅川には, メジロやカワセミのほか, タ
ゲリなどの珍しい野鳥も多く生息している｡

●郵便番号／７２９−６２１１
●所在地／三次市大田幸町１６００番地
●電話番号／０８２４−６６−１１６０
●
番号／０８２４−６６−１３４０
●ホームページアドレス／
● メール／

特色ある活動
○道徳教育の推進
・校庭のポプラは校歌にも歌われ, 田幸小のシンボルであり, 天をつく勢いでまっ
すぐに伸びるその姿は, 子どもの成長をあらわしている｡ 本校では ｢ポプラっ
子｣ の育成をめざし, 道徳教育の充実を図りながら, 豊かな心をはぐくみ,
｢生きる力｣ を育成している｡
平成 年度には, 生命尊重を基本とし地域を題材とした自作資料の開発が他の
模範となるとして広島県教育奨励賞を受賞した｡ 道徳教育を柱とした取組は今
年度で 年目を迎える｡
○地域とつながる体験活動
・川遊び, ぶどう作り, 米作り, 河川の水質調査, 歴史探訪等地域の方の協力を
得て, さまざまな体験活動を行っている｡
○青少年赤十字活動
・青少年赤十字に加盟し, ゴミ拾い・清掃活動等のボランティア活動を行ってい
る｡

がんばっていること

地域での聞き取りや体験活動をもとにした全校劇 ｢ホタル舞いとぶふるさと｣

○三次市特色ある学校づくり予算重点校 (道徳教育推進校) として, 道徳教育を推
進している｡ 大阪教育大学名誉教授 藤永 芳純 先生のご指導を受け, 道徳の時
間の授業づくりの深化に努めている｡
《研究主題》
いのちを大切にし, 主体的に生きる力を育む道徳教育の創造
〜伝え合い, 高め合う ｢道徳の時間｣ の授業づくりを通して〜
《具体的な取組》
・道徳の時間の授業づくりを３点 (①教師による確かな資料分析による発問, ②
児童の聴き合い活動 ③練り合い活動) 重視で行う｡
・ ｢いのち育みプログラム｣ を集団構成的体験活動と関連させ, 実践する｡

三次市立和田小学校
教育目標
確かな学力を培い, 自主的で心豊かなたくましい子どもを育成する
〜あいさつで創る
塩町中学校区〜
【めざす子ども像】
○ ｢話をよく聞く｣ 子ども
○ ｢自分の思いを伝える｣ 子ども
○ ｢あいさつをする｣ 子ども
○ ｢時間を守る｣ 子ども
○ ｢整理整頓ができる｣ 子ども

学区の概要
●郵便番号／７２９−６２０２
●所在地／三次市向江田町７２８番地
●電話番号／０８２４−６６−１０２６
●
番号／０８２４−６５−３１０８
●ホームページアドレス／

和田小学校の校区は, 和知町と向江田町の二町である｡ 中央を南北に
芸備線が走り, 国道183号線が三次市と庄原市を結んでいる｡ また, 尾道・
松江道の工事が菅田地区で進んでおり, 開通が待ち望まれている｡ 芸備
線に沿って国兼川が流れ, 農地を潤している｡ 和田地区は古代から開け
た地域であり, そのことを裏付ける奈良時代の寺院 ｢寺町廃寺跡｣ (国指
定文化財) がある｡ 三次市内でも児童数が増加している数少ない学区で
ある｡ 一方で, 核家族化も少しずつ進んでおり, 様々な経験を積む機会
が減少している｡

特色ある活動
●Ｅメール／

①国際理解教育・国際交流の推進
平成４年, 中国四川省雅安市の実験小学校と覚書を交わして以来, 相
互訪問を続けている｡ 昨年度４月には, 10名の訪問を受け, 友好交流
会を行った｡
②地域と密着した安全教育の推進
和伸会 (児童会) が日頃から取組んできた交通安全朝会や, 和田安全
ネットワークをはじめ地域の各団体・ＰＴＡの協力を得ながら行う
｢交通安全パレード｣ 等の継続的な活動が大きく評価され, 昨年度 ｢中
国管区警察局長・中国五県交通安全協会会長連名表彰｣ を受賞した｡

がんばっていること

三原市佐木島でのキャンプ (光る海！そして友達の笑顔！！)

①言語活動の工夫をとおして考える力を育み, 表現力を高める授業づく
りを目指している｡ そのため, 本年度は小中一貫教育の視点を持ち,
各教科等における言語活動の工夫を推進する｡
昨年度に続き, ｢山・海・島｣ 体験活動 ひろしま全県展開プロジェ
クト (県指定) を受け, 美しく豊かな自然環境を生かした日常とは異
なる長期集団宿泊体験活動を積む中で, 自立心や友だちを思いやる心
豊かな人間性を育む教育を展開する｡
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三次市立川地小学校
教育目標
ふるさとを愛し, 夢の実現に向けて努力できる児童の育成

学区の概要

●郵便番号／７２９−６３３３
●所在地／三次市下川立町５０３番地１
●電話番号／０８２４−６８−２８３３
●
番号／０８２４−６７−３７４４
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

平成 年４月, 学校統合により旧志和地小学校区を加え, 新しい学区となっ
た｡
川地学区は三次市の南西部に位置し, 南北に走る国道 号線とＪＲ芸備線
に沿って広がる田園地帯である｡ この地域には, 七塚古墳に代表されるよう
に多くの古墳があり, 古くから人々がこの地で生活を営んでいたことがうか
がえる｡ また戦国時代にはたびたび, 吉田の毛利氏と石見の尼子氏の合戦の
舞台ともなった｡ 地域の中心産業は農業で, 稲作の他, 野菜, 水耕ネギや麦,
葉ボタンなどを栽培し, 営農組合の組織化など特色ある農業が行われている｡

特色ある活動
○

ふるさとを愛し, 大切にする心を育てるため, 地域の方々を講師に, 農
業体験や芸術体験などの地域体験活動に取り組んでいる｡
○ 地域の野菜農家グループとタイアップして, 給食食材の地場産物が占め
る割合を高め, 安心・安全な給食実施を目指した食育推進に取り組んでい
る｡
等
○ 全学年で外国語 (英語) 活動に取り組むとともに, 年１回複数の
を招待しての
を開催している｡
○ 和文化を尊重する態度を養う教育の実践として, 地元の講師を招き, お
茶・作法や俳句の授業に取り組んでいる｡
○ 保育所園児との交流会や中学生が小学生に英語を教える ｢リトル・ティ
チャー｣ の取組など, 保小中の円滑な接続を目指した連携教育に取り組ん
でいる｡

がんばっていること
○

｢English

Day｣ の開催 (全学年外国語活動)

自然・産業・芸術・福祉等体験活動の充実, 地域講師の活用, 人材バン
ク等の整備に取り組んでいる｡
○ 外国語活動における教材活用の工夫, ＩＣＴ機器の活用, 小中連携の強
化に取り組んでいる｡
○ 言語技術を習得させる指導の工夫や, 発表朝会等言語技術の活用の場の
充実に取り組んでいる｡
○ これまでの保小中の連携教育の取組を基に, 川地中学校区の保小連携・
小中一貫教育の創造に着手している｡

三次市立川西小学校
教育目標
｢夢を持ち, 心豊かに, たくましく生きる子どもの育成｣

学区の概要
校区には, 旧市内最高峰の岡田山がそびえ, 学校裏には美波羅川が流れて
いる｡ 海渡町, 石原町, 三若町, 有原町, 上田町の５町からなり, 豊かな自
然に恵まれた水田の広がる地域である｡ 校区内には, およそ
戸, 約
人
の人が住んでいる｡ 地域の方々の学校に対する思いは深く, 惜しみない協力
をいただいている｡

●郵便番号／７２８−０６２１
●所在地／三次市三若町２６５２番地
●電話番号／０８２４−６９−２００４
●
番号／０８２４−６５−５０１８
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
○

昔ながらの米作り
地域講師 ｢米作り学び隊｣ と共に行う学校水田の米作りでは,
年前の
米作りを再現している｡
○ ウォーターランドでの稚魚放流
水生生物の調査, 鮭の稚魚放流などの活動を通して, 地域の環境を考えて
いる｡
○かわにし小規模多機能施設と連携した福祉教育
同じ敷地内の施設と連携し, 相互に交流活動を行い, 地域福祉について学
んでいる｡

がんばっていること

米作りの学習 (50年前の米作りの再現)

１ 確かな学力の育成
・思考力, 判断力､ 表現力 (複式学習・パフォーマンス評価)
・基礎基本の定着 (ドリルタイム・ことばの教育)
・学習意欲の向上 (家庭学習強化週間)
２ 豊かな心の育成
・支持的風土づくり (５分間トーク等)
・地域貢献活動の充実 (心のふれあい活動・サルビアロード)
３ 健やかな体つくり
・節度ある生活態度 (約束した時刻までに寝る)
・体力の向上 (体力強化月間)
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三次市立甲奴小学校
教育目標
｢豊かな心で正しく判断でき, 確かな学力と生きる力を持った子どもの育成｣

学区の概要
三次市の東端に位置し, 豊かな緑と田園に囲まれた中山間地の学校である｡ アメ
リカ合衆国のジミー・カーター元大統領との交流を通して, 校区内にはカーター元
大統領の名前を冠した通りや施設等があり, 本校は, それを活用した地域学習を伝
統的に行っている｡ また, 保護者や地域の方々からは学校教育に多大な理解や協力
をいただいており, 児童は明るく素直に育っている｡

●郵便番号／７２９−４１０５
●所在地／三次市甲奴町梶田５番地
●電話番号／０８４７−６７−２１００
●
番号／０８４７−６７−２２６１
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
１

郷土主義 (郷土を誇りに思い, 多くの子どもたちがふるさとに帰ってくる教育)
・ゲストティーチャーを招いての地域学習
・キャリア教育 (将来への夢をもたせる・ふるさとを大切にする)
２ 絆主義 (子どもと保護者・地域, 教職員とのつながりを大切にし, 家庭地域,
学校が協力して子どもを育てる｡)
・人間力を高める (栽培活動・縦割り班活動・祖父母学級ふれあい交流会)
・豊かな表現力 (学校文集 ｢風っ子｣ ・全校合唱)
・開かれた学校 (授業参観日・学年懇談会の充実・情報の発信)
３ 基台主義 (学力を支える基礎・基本を確実に身につけさせ, ｢確かな学力を育
成する｡)
・言語活動の充実 (読書タイム・音読・暗唱・百人一首大会・日記・作文)
・積み重ねの場の設定 (パワーアップタイム・発表朝会)
・体力つくり・食教育 (ランランタイム・ロング昼休憩・共同調理場栄養士さん
との連携)
・基礎・基本の確実な定着を図った授業づくり (読み取る力を高める)

がんばっていること

百人一首大会

○生活科・総合的な学習の時間を中心に, ｢主体的に学び, 豊かに表現する力を育
てる学習指導の工夫｣
〜地域とのかかわりを大切にした探究的な学習を通して〜｣ の授業研究に力を本
年度入れていく｡ (甲奴中学校区における生活科・総合的な学習の時間に関する
情報の収集)
○詩や名文の音読や暗唱を通して言語感覚を育てることを続けている｡ ３学期には,
全校百人一首大会を行って, 伝統的な言語文化にも親しんでいる｡
○縦割り班活動や地域の方々とのふれあいの場を通して異年齢間の交流を図り, 豊
かな人間関係やコミュニケーション能力の育成に努めている｡

三次市立小童小学校
教育目標
夢にむかって, たくましく生きる子どもの育成
児童目標
夢にむかってチャレンジしよう！
☆やる気まんまん 元気に声出せ 力出せ！
☆気づき・考え・実行する！

学区の概要

●郵便番号／７２９−４１０３
●所在地／三次市甲奴町小童３１０４番地
●電話番号／０８４７−６７−２００４
●
番号／０８４７−６７−２２５４
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

三次市の最南東に位置し, 豊かな緑と田園に囲まれており, 学区内に
備後三大祇園祭の一つである ｢小童の祇園さん｣ が行われる須佐神社や
カーター元大統領とアメリカス市との交流の基点となった梵鐘のある正
願寺などがある｡ 保護者・地域は, 学校教育に協力的で信頼され開かれ
た学校づくりに向けて, 相互に努力している｡

特色ある活動
○道徳の時間の充実を図り, 道徳性を育てる｡ そして確かな学力の向上,
体力と健康の増進に向けて意欲的に取組む児童を育成していく｡
○体験を広げる学習の推進｡ 講師を招聘した体験学習, 福祉施設への訪
問, 地域の人・物・歴史に学ぶ学習, サマースクール, 小童っ子フェ
アー (学習発表会) などの学習活動で, ふるさととつながる体験学習
を進める｡
○生徒指導の充実を図る｡ 縦割り班活動や児童会活動を通してボランテ
イア活動や栽培活動が自主的にできるようにする｡

がんばっていること

サマースクールでボランティアの話を聞く

○確かな基礎学力の定着
・学習リーダーを中心としたガイド学習や ｢小童っ子 ｣ の学習規律の
徹底により複式学習の充実
・パワーアップタイムでのドリル (読み取り・計算) 学習の充実
・毎日の点検活動と予習･復習の位置づけにより家庭学習の充実
・作文力の向上 俳句･作文の積極的な投稿と文集 ｢ぎおんの子｣ の発行
○体力の向上
・チャレンジタイムで毎日継続してマラソン・縄跳び (目標を持って)
・生活調べウィークで ｢早寝・早起き・朝ごはん｣ などの生活習慣の確
立
○小中一貫教育の充実 (保小・小小・小中連携)
・凡事徹底 ｢礼を正す｣｢時を守る｣｢場を清める｣ を共通課題として指導

― 21 ―

三次市立君田小学校
教育目標
自ら学び 心豊かで たくましく生きる児童の育成
〜自分のよさを生かし 自分のことばで表現する子ども〜

学区の概要

●郵便番号／７２８−０４０１
●所在地／三次市君田町東入君３６２番地
●電話番号／０８２４−５３−２１２８
●
番号／０８２４−５３−２３３８
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

三次市の北端に位置し, 神之瀬峡県自然環境保全地域がある｡ 校区は高野より流
れる神之瀬川の東西に広がり自然豊かな地域である｡ ７月には数万本のひまわりが
咲き誇り, 多くの方が訪れる｡ 町には, 君田温泉, はらみちを美術館, 折り紙博物
館など文化施設が多く, 茂田神楽など伝統芸能も伝承され, 古きを大切に新しいも
のを創造されている｡ ｢あったかむら｣ とよばれる地域の教育力は高く, 教育活動
への協力も豊富で心温かな校区である｡

特色ある活動
○
○

読書教育 周年, 今年度も読書活動を中心に取り組む｡
めざす学校は ｢学び合いを大切にする学校｣
｢知｣ 児童全員が学び名人になる学校
｢徳｣ 児童全員がかかわり名人になる学校
｢体｣ 児童全員が体力づくり名人になる学校
｢食｣ は児童全員が食べ方名人になる学校
子ども一人一人のよさを生かして ｢名人｣ をめざす｡

がんばっていること

七本松とともに今年もスタート

○
｢小・中一貫教育｣ モデル地域指定校
・ ｢きみたを愛し心豊かでたくましい児童の育成｣ を小中共通の目標として, きみ
たスタンダード･コアカリキュラムを実践
・音楽教育や外国語活動･特活等の充実
・｢生活づくり点検｣ (起床・家庭学習開始・就寝時刻) を通した生活習慣の確立
○ ｢豊かな心と自ら学ぶ力を育てる図書館教育の創造｣
―自分の気持ちや考えを ｢自分のことばで表現する｣ 指導法の工夫―
・ ｢子どもの読書活動優秀実践校｣ として読書活動の普及
・読書年間目標…低学年 冊以上, 中学年
ページ以上,
高学年
ページ以上
・進んで読書をする児童のよさを生かし, 読書で得たことばを活用し, ｢自分のこ
とばで表現する｣ 子どもの育成

三次市立布野小学校
教育目標
たくましい布野っ子の育成
− 本気・チャレンジ・継続

−

学区の概要
三次市の北部, 島根県との県境に位置し, 町の中央を流れる布野川に
並行して国道 号線が貫通している｡ 平成 年度に横谷小学校と統合し,
町内１校となった｡ 豊かな自然と歴史に恵まれ, 学校・家庭・地域が連
携・協力して ｢たくましい布野っ子の育成｣ に取り組んでいる｡

●郵便番号／７２８−０２０１
●所在地／三次市布野町上布野１４０２番地１
●電話番号／０８２４−５４−２００７
●
番号／０８２４−５４−２０７０
●ホームページアドレス／
ｗｗｗ
●Ｅメール／

特色ある活動
１

２

３

基礎的・基本的な学力の定着
共通実践項目を定め, 学習規律の定着を図る｡
毎日のドリルタイムと 分間の長文読書を継続する｡
思考力・判断力・表現力の育成
布野地域の ｢ひと・もの・こと｣ との関わりを通し, 問題解決的な
社会科の授業づくりを行う｡
布野小中一貫教育を推進し, 指導方針や指導方法に一貫性をもたせ,
小中共通の教育課題に取り組む｡
思いやりの心や規範意識の醸成
進んで挨拶をし, 感謝の気持ちを素直に表現しようとする心情や態
度を育てる｡
｢そうじ｣ ｢廊下は静かに歩く｣ を重点項目として指導し, 生活のルー
ルやマナーを身に付けさせる｡

がんばっていること

アスパラ学習

○学習規律 ｢５つの基本｣ を身につける｡
○ 分間, 朝読書を続ける｡
○ノートへ自分の考えをまとめる｡
○いつでもどこでも気持ちのよい挨拶をする｡
○思いやりのある言葉づかいや行動をする｡
○体育の宿題や布野っ子トレーニングで体力をつける｡
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三次市立作木小学校
教育目標
ふるさとに学び, たくましく生きる子どもの育成
― 元気・本気で最後まで −

学区の概要
学区は三次市の北西部に位置し, 島根県と県境を接している｡ ｢日本の
滝百選｣ に選ばれた高さ
の ｢常清滝｣ のふもと, 中国地方最大の河
川 ｢江の川｣ の清流と中国山地の豊かな自然に囲まれている｡

●郵便番号／７２８−０１２４
●所在地／三次市作木町下作木９０５番地
●電話番号／０８２４−５５−２０３１
●
番号／０８２４−５５−２０３５
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
作木のすべての子どもたちに, 自分の夢や目標を実現する力をつけ,
社会やふるさと作木に貢献する子どもを育成する｡
☆ 一人一人の確かな学力の向上
・説明力 (思考力・表現力) を育てる授業づくり
・主体的に学習に取り組む態度の育成
☆ ふるさとを愛する子どもを育てる ｢作木ふるさと学習｣
・ブッポウソウの観察・保護等の学習
・作木町の自然・文化・歴史等から学ぶ体験活動
☆ 保小中連携教育
・保育所との連携・小中一貫教育 (授業交流, 研修会交流, 合同授
業等)

がんばっていること
１

保小中合同運動会

説明力を育てる算数科の授業改善を進める｡ (問題のイメージ化と相
互評価を通して) ―三次市 ｢特色ある学校づくり｣ 予算推進事業重点
校 (算数科教育) ―
２ 作木の自然や環境, 歴史, 文化, 産業, 人々のくらしを, さまざま
な体験活動や交流活動を通して, 地域に学ぶ｡ 学んだことを地域へ発
信する｡
３ 各種作品応募への取組・自主学習ノートの指導等を通した学習意欲
を育成する｡

三次市立吉舎小学校
教育目標
真剣に学ぶ, 心優しい児童の育成

学区の概要

●郵便番号／７２９−４２０４
●所在地／三次市吉舎町三玉４４４番地
●電話番号／０８２４−４３−２５８０
●
番号／０８２４−４３−２０４９
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

＠

吉舎町の中心部に位置し, 校舎は高台にあるため, 静かな学習環境の
中にある｡ 三玉大塚古墳・美術館・図書館等の文化施設も整っており,
体験的な学習を計画的に取り入れることができ, 効果的な学習ができて
いる｡ 近隣には中学校 高等学校もあり, 常に連携をとりながら三次市の
掲げる ｢縦の一貫教育｣ を実践している｡
また, 読み聞かせグループ ｢りんく｣ や, 吉舎・徳市見守り隊, ＪＡ
吉舎支所など, 総合的な学習の時間における指導者等, ボランティアの
皆さんからもあらゆる場面で支えられ, 見守られている｡

特色ある活動
〇算数の学力向上
・基礎・基本の習得
(授業のシステム化・ドリルタイム・きさっこタイム)
・思考力・表現力の育成 (ノートづくり・発表名人)
○自慢づくり
・くつそろえ
・ ｢吉舎っ子 の約束｣ (１学期はあいさつと廊下歩行)
・児童会活動や縦割り班活動
○小中連携 (吉舎中校区で９年間を見通した指導の充実)

がんばっていること
〇真剣に学ぶ・・・ ｢発表名人｣ ｢ノート指導｣
○上級生が下級生に教える ｢くつそろえ｣
〇ドリルタイム・きさっこタイム
○情報発信 (校区小中連携・学校便り・学級便り・ホームページ更新)
自慢づくり

くつそろえの仕方を教える
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三次市立安田小学校
教育目標
ふるさとに立ち

心豊かで

たくましく生きる子どもの育成

学区の概要
吉舎町北東部に位置する富士山 (とみしやま) を仰ぎ, 東西には上下川が流れて
灰塚ダムに至り, 中央をＪＲ福塩線が走る｡ 広島県の指定絶滅危惧種である ｢ダル
マガエル｣ が生息し, ユキワリイチゲやセツブンソウ, カタクリなどの希少植物も
自生する自然豊かな地域である｡ これらの生物を保護し, ふるさと安田を愛し, 学
校への支援が熱い地域である｡

●郵便番号／７２９−４２０３
●所在地／三次市吉舎町安田１７４２番地
●電話番号／０８２４−４３−２３０１
●
番号／０８２４−４３−２３０１
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
地域に根ざした ｢安田教育｣ の推進
① ｢安田カリキュラム｣ の実践
理科・生活科, 総合的な学習の時間等を関連させた安田カリキュラムを通して,
実感を伴った理解を通した科学的思考力の育成に取り組んでいます｡
今年度は, さらにＥＳＤの視点と言語活動の充実を図る中で, 安田カリキュラム
の充実と発展を目指します｡(科学研究論文の作成, 安田子ども自然ガイドの実施)
②環境保全・調査活動 (三次市学校版環境
認定校の取組)
昭和 年以来取り組んできたＪＲ安田駅等の清掃活動や日々の節電節水, ダルマ
ガエルの生息環境の保全・調査に取り組んでいます｡
安田カリキュラムでの学習をもとに, 地域の豊かな自然をまもり育てていくため
に, 今自分に何ができるかを考え行動化しています｡

がんばっていること
１

科学研究 (蟻の研究)

確かな学力
①基礎的・基本的な学力の定着
ねらいのはっきりした授業の実施, 複式安田スタイルの充実, チャレンジタイ
ム・お帰りテストの実施, 安田佐々木セミナーの開催
②思考力・判断力・表現力の育成
科学研究への取組・安田子ども自然ガイドの開催
③学習意欲の向上
複式安田スタイルの充実, 家庭学習の充実, 自主学習の実施
２ 豊かな心・体力づくり
①感謝や思いやりの心の育成
②体力の向上
③基礎的生活習慣の定着

三次市立八幡小学校
教育目標
心豊かで, たくましく, 自ら学ぶ意欲を持った, 児童の育成｡

学区の概要
本校は, 三次市南部の吉舎町に位置し, 校歌にも歌われている
｢地王の山｣ を背景に, 馬洗川と戸張川とが合流する地にたって
いる｡ 四季折々の豊かな自然に恵まれた環境にあり, 創立約130
余年の歴史と伝統に育まれている｡ 校区には約350世帯があり,
児童33名が在籍している｡

●郵便番号／７２９−４２２２
●所在地／三次市吉舎町丸田２２４番地
●電話番号／０８２４−４３−２０２６
●
番号／０８２４−４３−２０９０
●ホームページアドレス／

特色ある活動
地域を愛する心と豊かな表現力を養うために ｢やわた子ども太
鼓｣, オペレッタ ｢八幡の四季｣ 等の表現活動をゲストティーチャー
による指導を得ながら続けています｡

がんばっていること

●Ｅメール／

○三次版授業モデルの実践, 校内研修の充実, 家庭学習の積み上
げをもとに学力の向上に努めています｡
○ ｢山・海・島｣ 体験活動 ひろしま全県展開プロジェクト を
はじめ, 多くの体験活動を行い, 五感を通して学ぶことを大切
にしています｡
○ ｢立腰｣ (腰骨を立てる) ｢皆勤賞｣ (学校を休まない) の取り
組みで, 心と体を鍛えています｡

授業風景
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三次市立三良坂小学校
教育目標
｢自立と共生の力をもった, たくましく生きる児童の育成｣

学区の概要

●郵便番号／７２９−４３０４
●所在地／三次市三良坂町三良坂１９９２番地
●電話番号／０８２４−４４−２０４４
●
番号／０８２４−４４−３７３４
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

三良坂図書館・三良坂平和美術館等公共の施設が充実しており, 学校
教育との連携も図りやすい｡ 自然豊かな地域で, ピオーネや米作り等の
農業が盛んである｡ また, 地元の特産物を使った加工品等も県内・国内
で有名である｡
地域の学校に対する支援は大変厚く, 協力的である｡

特色ある活動
三次市小中一貫教育モデル地域指定校として, ｢夢人タイム｣ において
三次市教育委員会コア・カリキュラム等を実施し, キャリア教育を推進
している｡ また, 栄養教諭を中心とした食育の充実を目指した取組も行っ
ている｡
算数科と道徳の時間を中心とした授業研究により, 学力の向上を図っ
ている｡
地域の方と連携した ｢沖江田楽｣ を始めとした伝統芸能の継承の一役
を担っている｡

がんばっていること
笑顔あふれる, 明るい学校 を目指し, 全児童・教職員共に, ｢笑顔
で挨拶｣ の励行を頑張っている｡ また, 算数科と道徳の時間を中心とし
た授業研究により, 学力の向上を図っている｡ さらには, ｢夢人タイム｣
において全学年が三次市教育委員会コア・カリキュラム及びオリジナル
カリキュラムを実施し, キャリア教育を推進している｡

地域での学習

第３学年ピオーネ探検隊

三次市立灰塚小学校
教育目標
｢自立と共生の力をもった, たくましく生きる児童の育成｣

学区の概要
学区には, 灰塚ダムの建設に伴い造成された ｢のぞみが丘｣ と, 従来
からある ｢長沢地区｣ があり, 長沢地区には ｢湖畔の森｣ や ｢三良坂ピ
オーネ団地｣ がある｡ のぞみが丘は, 広々として, 区画整理された田園
地域でもある｡ ともに周りは, 豊かな自然に囲まれている｡

特色ある活動
●郵便番号／７２９−４３０３
●所在地／三次市三良坂町灰塚６０番地１
●電話番号／０８２４−４４−３２１８
●
番号／０８２４−４４−３２１９
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

○言語活動の充実, 学力の向上
・算数的用語を使って相手によく分かるように説明力できる力, 思考の
跡が残るノートの書き方指導
・複式授業, 極少人数, 特別支援教育の充実
○少人数の強みを生かした取組み
・一輪車運動, 栽培活動, GTによる指導地域と結びついた教育活動
○地域と結びついた教育活動
・伝統文化の継承 ｢灰塚太鼓｣ ｢子ども神楽｣
・地域行事への積極的参加, 体験活動
・ゲストティ―チャ―による指導, リトルティーチャー

がんばっていること

つながりタイム

☆３つの ｢や｣ で粘り強く最後まで取り組む
｢やってみよう｣ ｢やりきる｣ ｢やさしさ｣
○確かな学力
・算数科を中心に, 考える力・説明する力をアップする｡
・読み・書き・計算の定着を図り, 思考力・表現力を育成する｡ (パワー
アップタイム (読解力・音声計算), 書き方朝会, 作品応募)
○豊かな心・健やかな体
・生徒指導の充実 (自尊感情・自己肯定感を高める) つながりタイム
・体験活動の充実 (社会参画意識を育てる)
・体力をつけ, 生活リズムを整える｡
○小中一貫教育
・みらさか小中一貫教育の推進 (オリジナル・コアカリキュラムの実
践)
・日ごろの学習の成果を発表する場, 地域とつながる場として積極的
に地域行事に参加する｡
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三次市立仁賀小学校
教育目標
自立と共生の力をもった, たくましく生きる児童の育成
〜きたえる・挑む・つながる〜

学区の概要
本校は, 三次市の北東部に位置し, 北から本村川, 東から上下川が合流し, 近く
には県立広島大学庄原キャンパスや灰塚ダムがあります｡ 庄原市中心部まで約10分,
三次市中心部まで約15分で行くことができます｡
少人数・複式学級の本校は, 小規模の良さを生かし, 保護者・地域・学校が連携
し ｢きたえる｣｢挑む｣｢つながる｣ 魅力的な教育の取組みを進めています｡

●郵便番号／７２９−４３０２
●所在地／三次市三良坂町仁賀１３７３番地２
●電話番号／０８２４−４４−２０４２
●
番号／０８２４−４４−２０４２
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
①個を鍛え, 挑戦させる
・技を磨きます｡ (一輪車・琴・なわとび)
・言葉を鍛えます｡ (読書活動や授業におけるノートづくりを充実させ, 言葉と
コミュニケーション力を鍛える)
・一人一挑戦に取組みます｡ (毎学期, 自分の決めた目標達成に向けて挑む)
・作品応募に取組みます｡ (一人３点以上応募し, 一人２点以上入賞する)
②読書活動を推進する
・一人一人に対応した読書指導をします｡ (読書記録)
・豊かな本との出会いを仕組みます｡ (ボランティア等の読み語り, 読書活動)
③あいさつ・お礼の習慣をつける
・ ｢いつでも・どこでも・だれにでも・自分から｣ をモットーに取組みます｡
④豊かな活動でつながる
・小中一貫教育を推進します｡ (合同行事, 交流授業, 中学校教諭による出張授
業など)
・地域とともに行事を行います｡ (秋季運動会・農産物品評会・仁賀地区お楽し
み会など)
・地域の自然・人を活用した体験活動に取組みます｡
(春を食べる会・芋パーティーなど)

がんばっていること

運動会にて保護者や先輩たちとの ｢鼓笛隊｣

〇一輪車・縄跳び名人をめざす取組
・目標を決め業間体育の時間を活用してみんなで取組んでいます｡
〇 ｢一人一挑戦｣ の取組
・毎学期一人ひとりがんばる目標をひとつ決め, 目標達成に向けて挑みます｡
〇読書活動の取組
・目標冊数, ページ数を決めいろいろな本と触れ合う取組みを行っています｡
〇ノーチャイムの取組
・時計を見て, 時間を守り, 自主的な行動ができるよう取組んでいます｡
〇人とのふれあいを大切にした地域学習の取組
・地域の方とのふれあいを大切にした, 地域学習の充実を図っています｡

三次市立三和小学校
教育目標

●郵便番号／７２９−６７０２
●所在地／三次市三和町敷名１４９６番地
●電話番号／０８２４−５２−３１５８
●
番号／０８２４−５２−３１５９
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

【三和がめざす 三次 ｢夢人｣
児童・生徒像】
未来を拓き, 力強く生きる三和の子ども
【学校教育目標】
笑顔いっぱい夢いっぱいの生活を創り出す子どもの育成
【めざす子ども像】＜３つのいっぱい＞
○進んで学ぶ子 (やる気いっぱい)
○やさしい子 (笑顔いっぱい)
○元気な子 (元気いっぱい)

学区の概要
三和町は広島県のほぼ中央, 世羅台地の西端に位置している｡
板木川, 美波羅川が流れ, 美波羅川に沿って国道
号線が通る｡
圃場整備された広い田が多く, 酒米の生産が盛んである｡ 三和小
学校は, 昭和 年に４つの小学校を統合して新設したもので, 児
童の半分以上がバスで通学する｡

特色ある活動
○小中一貫教育の推進
学校と家庭で９年間を通して ｢学校での５つの約束｣ ｢家での
５つの約束｣ を守ることに取り組み, 学習規律の徹底と規範意
識の向上をめざしています｡

がんばっていること

リトルティーチャー (中学生が小学生に英語を教えています)

○体力づくり (毎日, 三次体操をしています)
○あいさつ名人 (あかるく, いつも, さきに, つづけてあいさつ
ができる学校をめざしています)
○個人目標の達成 (一人一人の夢の実現に向けて個人目標を決め
て取り組んでいます)
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三次市立三次中学校
教育目標
誇りを持ち

自ら学び

心豊かに

たくましく生きる

生徒の育成

学区の概要
本校は三次盆地の平野部にあり, 可愛川・馬洗川・西城川が合流して
江の川となる始点付近に位置しています｡ 昔から ｢水郷｣ と呼ばれ, 中
世からは県北の中心部として繁栄してきました｡ 夏は, 観光鵜飼, 秋か
ら初冬は, ｢霧の海｣ が有名です｡ 保護者や地域の学校への関心は高く,
協力を惜しまない態勢ができています｡

●郵便番号／７２８−００２１
●所在地／三次市三次町１７３１番地
●電話番号／０８２４−６２−２８９６
●
番号／０８２４−６２−２８９９
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
○確かな学力の育成
・漢字検定, 英語検定, 算数・数学思考力検定への取組
・家庭学習の習慣化
・ことばの教育の推進
○豊かな心の育成
｢全校ボランティア活動｣ ｢運動会でのよさこいソーラン｣
｢文化祭での全校合唱｣ ｢トイレ掃除の会｣ 等, 体験活動の充実
○健やかな体の育成
・チャレンジ体力テスト・３点固定の取組
○信頼される学校
・学校総会の開催
・月１回の授業参観等
・地域と一体となった教育活動

がんばっていること

全校ボランティア活動

○生きる力を育てる生徒支援活動の創造
・生徒指導上の諸課題への適切な対応や未然防止
・自己肯定感を高めるための積極的な生徒指導
・不登校を未然に防止する取組
・校区小学校との連携

三次市立十日市中学校
教育目標
夢を持ち

志を立て

やるべきことをやりきる生徒の育成

学区の概要
三次市の中心に位置し, 学区内には商業施設や官庁などが集中
している｡ 霧の海の眺望美しい高谷山を西に望み, 学校の近くに
は鵜飼で知られる馬洗川が流れ, 南にはのどかな田園地帯が広が
る自然豊かな環境にも恵まれた地域である｡
●郵便番号／７２８−００１２
●所在地／三次市十日市中四丁目２番２号
●電話番号／０８２４−６２−２８５６
●
番号／０８２４−６３−８１５５
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
○学び方を身につけさせる授業づくり (ノート指導と協同学習)
・授業ノートと家庭学習がつながる学びのサイクルの確立 (｢学
習の手引き｣ の活用)
・生徒同士がかかわり合い, 学びあう授業づくり
○授業参観ウィークの取組み
・肯定的な生徒評価と自己肯定感の向上
・教職員同士の授業参観と授業力の向上
○ ｢学校での６つの約束｣ (小中一貫), ｢生活のきまり ヶ条｣
の徹底で, 安心して生活できる学校づくり
○生徒会を中心とした挨拶運動や美化活動
○目標に向かって ｢ベストを尽くす｣ 部活動
○年３回の教育相談週間, 毎日の生活ノート, ＱＵアンケートな
ど相談活動の充実

がんばっていること

学校での６つの約束 (学習の構え)

平成 年度キャッチフレーズ
｢さわやか 十中！｣ 挨拶・姿勢・一生懸命・思いやり
○挨拶
…生活の基本
○姿勢 (学習規律・服装) …学ぶ基本
○一生懸命
…生き方の基本
○思いやり
…人間関係の基本
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三次市立塩町中学校
教育目標
確かな学力を培い, 自主的で心豊かな

たくましい生徒を育成する

学区の概要

●郵便番号／７２９−６２１１
●所在地／三次市大田幸町５４１番地
●電話番号／０８２４−６６−１００８
●
番号／０８２４−６５−３１０２
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

江の川の支流である馬洗川・美波羅川・国兼川・芋面川・岩倉川が平地を流れ農
耕地帯を形成している｡
本校区には浄楽寺・七ツ塚古墳群・糸井大塚・寺町史跡等があり, 県立みよし風
土記の丘・歴史民俗資料館がある｡ また, 中学校敷地内にも前方後円墳をはじめ円
墳十数基 (勇免古墳群) がある｡
小学校が４校 (神杉小学校・川西小学校・田幸小学校・和田小学校) あり, 子ど
もたちは自然に囲まれ, 恵まれた環境の中で育っている｡

特色ある活動
★ ｢習得・活用・探究｣ のつながりのある学習 (教科教室型経営の授業)
□基礎的・基本的な知識・技能を効果的に身につけさせる授業
□ＰＩＳＡ型学力を高める ｢情報の取り出し, 解釈, 熟考・評価｣ の思考過程で進
める授業
□生徒どうしの ｢かかわり｣ ｢振り返り｣ を持たせる授業
□総合的な学習の時間における全校一斉 ｢塩中タイム｣ ｢調査・研究｣ 学習
★基本的生活習慣の確立
□生活規律, マナーの徹底
□家庭学習時間の目標設定と評価活動 □保健, 安全に関する自己管理能力
★地域に情報を公開し, 密接な関係をつくる
□地域開放型校舎
□小中連携の充実
□学校評議員会・各種懇談会の充実と連携

がんばっていること

総合的な学習の時間 ｢調査・研究｣

★ ｢総合的な学習の時間｣ における生徒の主体的探究活動
○高校訪問・大学探検・小学校への ｢リトルティーチャー｣
○企業訪問・職場体験学習・地域ボランティア
○思考力を高める校内授業研究
年間５回 ｢塩町中学校授業研究会｣ (広島大学木下博義准教授招聘)
★ことばの教育 (○ ｢調査･研究｣ ・学習発表会 等)
★体育祭 (○男子全校組体操
○女子全校表現活動 等)
★文化祭 (○劇・合唱発表, ｢調査･研究｣ 学習・意見発表等)
★ ｢特別活動｣ における生徒の主体的活動, 部活動
○広島平和公園を中心に自己の英語力を活用する ｢英会話チャレンジ｣

三次市立川地中学校
教育目標
志高く, 賢く, たくましく生活する生徒の育成
〜小から中へ, 中から社会へ, 確かな自律成長〜

学区の概要

●郵便番号／７２９−６３３３
●所在地／三次市下川立町４７５番地８
●電話番号／０８２４−６８−２０１５
●
番号／０８２４−６５−４０３２
●ホームページアドレス／

本中学校区は, 地域の文化・自然の特色を生かした地域の祭り
やスポーツ交流など活発な地域活動を展開されており, 地域住民
の郷土への愛着が強い｡
また, 学区には青河小学校と川地小学校があり, それぞれ, 子
どもたちと地域との結びつきが強く, 地域の有形無形の支援を受
けながら, まじめで心豊かに育てられ, ほとんどの子どもたちが
本校に進学している｡

特色ある活動
・ノーチャイム授業
・学年の枠を超えた縦割り活動 (総合的な学習の時間, 掃除時間
など)
・リレーマラソン大会 (ＰＴＡ合同行事)
・学区内小中連携 (年３回中学校体験授業, 学区内２小学校への
乗り入れ授業, リトルティーチャー, 地域合同清掃活動など)
・地域サロンと年２回の交流 (総合的な学習の時間)

●Ｅメール／

がんばっていること
・発表表現活動 (積極的な応募活動, ことばの教育推進)
・自律成長への三つの実践 (歌声・掃除・家庭学習) と地域貢献)
・環境活動 (学校版環境ＩＳＯ, 美化活動, 安全マップ)
・地域との交流活動 (地域スポーツ大会, 地域文化活動への参加)
小中合同清掃活動
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三次市立八次中学校
教育目標
｢ありがとう｣ を大切にする生徒の育成

学区の概要
三次市を流れる馬洗川とその河川敷や丘陵地を見下ろすように
そびえる比叡尾山など, 豊かな自然に恵まれた地域です｡ 近年,
急速な宅地化が進み, 新しく来られた方とこれまで住んでおられ
る方とで新たな ｢八次｣ のまちづくりが行われています｡
●郵便番号／７２８−０００６
●所在地／三次市畠敷町１８６０番地
●電話番号／０８２４−６２−５７７０
●
番号／０８２４−６２−５７６９
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
− スローガン −
人が好き 自分が好き 八次が好き
負けるな うそをつくな いじめるな
毎朝のあいさつ運動, 花植体験学習, フラワーロードの清掃, 馬
洗川まつり, 地域ボランティアなど, 地域と一体となった豊かな
体験活動も推進し, 健やかな生徒の育成に取り組んでいます｡

がんばっていること
○組織的な生徒指導による規範意識の高揚
○協同学習や生徒指導の三機能を生かした授業改善の推進
○ ｢来て, 見て, ともに学ぶ｣ 全員参加型のＰＴＡ活動の展開

花植体験学習

三次市立甲奴中学校
教育目標
学び合い高め合う心豊かでたくましい生徒の育成
めざす生徒像
知 《確かな学力》自ら学び, 自ら考え, 表現する生徒
徳 《豊かな心》 思いやりのある優しい生徒
体 《たくましい体力と健康》
進んで心身を鍛え, 粘り強く最後まで取組む生徒

学区の概要
●郵便番号／７２９−４１０５
●所在地／三次市甲奴町梶田３８番地
●電話番号／０８４７−６７−２２００
●
番号／０８４７−６７−２２９３
●ホームページアドレス／

平成２年に第39代アメリカ合衆国大統領ジミー・カーター氏が来町さ
れたのをきっかけに, 甲奴国際交流協会が設立され, 町をあげてアメリ
カス市との交流が始まりました｡ 今年度, 第22次の訪問を行います｡ こ
の間に500名を超える中学生がホームステイによる交流を体験しています｡
この継続した交流を通して, 国際社会に通用する人材の育成が図られて
います｡

特色ある活動
●Ｅメール／

｢総合的な学習の時間｣ を中心に, 国際教育とキャリア教育の推進を
図っています｡ ３学年では, 多くの希望者がアメリカス市へのホームス
テイに参加をします｡ ４月には, アメリカス市から訪問団が来校され,
国際交流を行いました｡ キャリア教育の推進として, ２学年では, 甲奴
キャリア教育推進委員会が中心となり地元事業所の協力を得て, ５日間
の職場体験学習を実施しています｡ １学年では, ５月に甲奴郷土史研究
会の方にガイドをしていただき町内の史跡をめぐります｡ この取組は,
国際交流時に地元の伝統・文化を紹介するために, 20年前から続けられ
ています｡ この学習成果は, 文化祭 (11月２日) で発表し, 地域に広く
発信をしています｡

がんばっていること
・小集団活動を生かした練合いのある授業づくり
・ ｢１日２時間以上｣ の家庭学習の推進
・ノーチャイムの学校で, 生徒の自主性の育成
アメリカス市訪問
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三次市立君田中学校
教育目標
きみたを愛し, 心豊かで逞しい生徒の育成
めざす生徒像 進んで学ぶ生徒
思いやりのある生徒
健康で逞しい生徒

学区の概要
●郵便番号／７２８−０４０１
●所在地／三次市君田町東入君３７８番地
●電話番号／０８２４−５３−２００８
●
番号／０８２４−５３−２１７５
●ホームページアドレス／
：
●Ｅメール／

○君田中学校区は, 小学校１校, 中学校１校であり, 隣接してい
る｡ この立地条件を活かし, 小中合同行事や異学年交流による
自己効力感の育成と小中共同指導授業, ｢学び方｣ 指導による
学びの連続性をめざし, ９年間を見通した小中一貫教育の取組
を行っている｡

特色ある活動
○人権教育 (生徒指導の三機能を生かした教育活動)
○ピア・サポートによる人間関係形成能力の育成
○協同学習を取り入れた授業づくり
○図書館教育 (ブックトーク, 読書スピーチ等)
○郷土学習 (１年：地域調べ, ２年：職場体験, ３年：地域テー
マによる一人一研究)

がんばっていること
○小中合同運動会 (生徒自身でつくりあげる応援合戦)
○小中合同駅伝大会 (縦割りチーム編成)
○家庭学習の定着 (小中で連携しての生徒・保護者への家庭学習
の手引きの作成・配付, 家庭学習開始時刻の固定等)
○スマイルフラワー活動 (花を育て, 地域に配布)
ピア・サポート＆協同学習

三次市立布野中学校
教育目標
確かな学力を持ち, 夢や目標に向けて
主体的に活動する生徒の育成

学区の概要

●郵便番号／７２８−０２０１
●所在地／三次市布野町上布野１８９５番地１
●電話番号／０８２４−５４−２０２０
●
番号／０８２４−５４−７０３０
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

布野町は国道 号線沿いに南北に長く, 北は島根県飯南町に,
東は君田町, 西は作木町, 南は旧三次市に接する位置にあり, 小
学校１校, 中学校１校である｡
平成 年５月現在,
名の生徒が在籍している｡

特色ある活動
○

丁寧で細やかな指導ができるという小規模校の強みを生かし
て, 生徒全員が ｢短歌創作｣ ｢世界に一つのノートづくり｣ に
取り組んでいます｡
○
｢切磋琢磨する場面が少ない｣ などの小規模校の課題を克服
するために, 近隣中学校との生徒交流を行います｡
○ 地域清掃ボランティア活動等で地域に貢献します｡

がんばっていること
○
○
○

ＡＰＰＬＩ (アプリ) ノートで, 思考力・表現力向上
｢授業力向上｣ を柱とした小中一貫教育の取組
あいさつ, 礼儀, ルールの徹底で, 当たり前のことを立派に
できる学校づくり
○ 心身を鍛えるパワーアップタイムの充実
○ ホームページ等で積極的に情報発信

中村憲吉記念館で短歌交流会
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三次市立作木中学校
教育目標
｢確かな学力を身につけた

心豊かな生徒の育成｣

学区の概要
江の川沿いの三次市の北部に位置し, 安芸高田市や島根県に隣
接している｡ 日本の滝百選に選ばれている常清滝があり, 豊かな
自然環境に恵まれた農村地帯である｡ 町の人口は
人台とな
り, 過疎化が進行している｡
●郵便番号／７２８−０１２４
●所在地／三次市作木町下作木７３９番地１
●電話番号／０８２４−５５−２１０６
●
番号／０８２４−５５−２１０７
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
○

神楽, カヌー, 箏等の地域の伝統芸能・文化を教育活動に取
り入れ, 地域の方々の支援・協力のもと, ふるさと作木を愛し,
将来を意欲的に生き抜く生徒の育成をめざし, 地域と一体となっ
た教育を推進している｡ 平成 年度には, 広島県の ｢みんなで
作ろう ひろしま自慢｣ の発表大会で神楽をステージで発表し
た｡
○ 全校の取組として, 毎朝始業前のランニング等に取組み, 男
女で三次市の駅伝大会にも出場している｡ 平成 年度の広島県
の ｢体力つくり奨励賞｣ を受賞した｡

がんばっていること
○基礎学力の定着を目指す取組 (授業づくり, 家庭学習)
○地域の伝統芸能 (神楽) ・文化の継承
○小中一貫教育実施に向けた小中学校の連携
○全校生徒による体力つくりのための朝練習

箏の発表 (さくぎさるさとまつりにて)

三次市立吉舎中学校
教育目標
文武一体を志向する活力ある生徒の育成

学区の概要
三次市の南東部に位置し, 国道
号線が中央を横断
している｡ 総世帯数
世帯, 総人口
人｡
奥田元宋画伯の出身地であるこの町は, 伝統的に教育, 文化,
スポーツに熱心で, 学校教育への期待も高く, 協力的である｡
●郵便番号／７２９−４２１１
●所在地／三次市吉舎町吉舎７８３番地
●電話番号／０８２４−４３−２１１５
●
番号／０８２４−４３−２１６０
●ホームページアドレス／

特色ある活動
○自学自習力を育む学習活動
○思考力, 表現力を高める教育活動
○生徒の自己肯定感を育む地域貢献活動

がんばっていること
○吉舎中３か条の実践 (学習・生活・環境)
○コミュニケーション能力向上のための学習活動
○地域ボランティア活動
○部活動

●Ｅメール／

全校クリーン活動 (吉舎駅清掃)
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三次市立三良坂中学校
教育目標
自立と共生の力をもった, たくましく生きる生徒の育成

学区の概要
三良坂町は三次市の南東部に位置し, 東西 ㎞, 南北 ㎞で総
面積は
である｡ 本校は町の中心部の東端に位置し, 美術
館, 保育所と隣接している｡ 生徒は町内３つの小学校から入学し
てくる｡
●郵便番号／７２９−４３０４
●所在地／三次市三良坂町三良坂２７７２番地
●電話番号／０８２４−４４−２０１８
●
番号／０８２４−４４−３６４６
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

特色ある活動
｢小中一貫教育｣ と ｢学びの集団づくり｣ の推進！
○ことばとコミュニケーション力を重視した学力向上の取組
… ｢三良坂話し合いシステム｣ による思考力の育成, フリー思
考スペースを活用したノートづくり, 家庭学習の充実
○キャリア教育と異年齢交流でつなぐ９年間を見通した社会力の
育成
…異年齢集団での社会参画プログラム, ピア・サポート・プロ
グラムの推進

がんばっていること

体育祭 ｢生徒会スローガンと全校写真｣

は, ｢つなぐ｣ です｡
□ 人と人をつなぎます…コミュニケーション
□ 地域と学校をつなぎます…信頼のネットワーク
□ 学校と学校をつなぎます…一貫 (連携) 教育
□ 知識と知識をつなぎます…学力の定着
めざす生徒像
①当たり前のことがしっかり出来る生徒
(凡事徹底)
②夢をもち, 元気いっぱい生きる生徒
(身心一如)
③学びに向かう意欲ある生徒
(知行合一)
④自分の行動に責任をもち, 協働できる生徒(自立と社会参画)

三次市立三和中学校
教育目標
■三和が目指す【三次 ｢夢人｣】児童・生徒像
｢未来を拓き, 力強く生きる三和の子ども｣
■三和中学校教育目標
｢自ら伸びる 共に伸びる｣

学区の概要
●郵便番号／７２９−６６１５
●所在地／三次市三和町上板木５５番地
●電話番号／０８２４−５２−３１３１
●
番号／０８２４−５２−３１３２
●ホームページアドレス／
●Ｅメール／

三和町は, 三次市の南西部にあり, 標高
ｍから
ｍの世羅
台地の西端に位置しています｡ 本校は, 町の中心部を見下ろす高
台にあります｡ 校区内には, 江の川水系の河川が数多くあり, 多
くの動植物が棲息し, 豊かな自然に恵まれています｡

特色ある活動
○市 ｢小中一貫教育｣ モデル地域指定校
○市 ｢体力つくり｣ 推進指定校
〜９年間を通した たい (体, 帯, 耐, 対, 態) 力 の育成〜
○三和中学校授業モデルに基づく授業実践を通しての思考力・判
断力・表現力の育成
〇地域との交流を図った福祉教育とボランティア活動

がんばっていること
〇学力の向上：朝学習, 毎日の課題 (フォローアップ) 学習の充
実, アクションリサーチによる授業改善
〇豊かな学校生活：新入生歓迎遠足, 教育キャンプ, 運動会, 文
化祭等, 生徒自らが主体的に取り組む学校行
事の実施と充実
〇地域との連携：地域との交流を図った学習の推進
〇日本一宣言： ｢ヘルメット・安全たすき 着用日本一！｣
老人会のみなさんとの ｢ふれあい運動会｣
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三次市こども応援センター
標

教育上の様々な問題への教育相談
不登校児童・生徒の理解と支援

こども応援センター事務局
概

要

○子どもの就学に関しての相談業務
○小学生・中学生本人の悩みごと (学習・いじめ・不登校・虐待など), 子どもの教育や生活に関す
る悩みごとの相談業務
活

動

○教育相談員６名とスクールカウンセラーが教育上の様々な問題の相談に応じ, 支援・指導を行う｡
○緊急を要する課題については, 地域サポーターや関係機関と連携を図りながら, 課題の解決に向け
て取り組む｡

三次市適応指導教室
概

要

登校したくてもできない状態にある児童・生徒の社会的自立や学校復帰を目的とし, 個に応じた指
導と支援を行う｡
活

動

学習活動に加え, 社会的自立を促すための体験活動等
を行っている｡
・料理, 生花教室
・遠足, 社会見学
・陶芸教室, 自然体験活動
・ウォーキング, 軽スポーツ
・宿泊体験活動
・保育所交流体験

など
体験活動の様子

こども応援センター事務局
日

時

場

所

月曜日〜金曜日
〒728-0011

電話番号
Ｅメール

9:00〜17:00 (除祝日)

三次市十日市西六丁目10番45号

みよしまちづくりセンター２F

三次市適応指導教室
月曜日〜金曜日
〒728-0013

9:00〜17:00 (除祝日)

三次市十日市東三丁目14番2号

三次市青少年女性センター２F
(0824) 64-2226

(0824) 65-0277

FAX番号／(0824) 64-2226

ed-miyoshi89501@school.miyoshi.hiroshima.jp
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ed-miyoshi81438@school.miyoshi.hiroshima.jp

５

学校給食

学校給食は, 成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため, 栄養バランスのとれた食事を提
供することにより, 健康の増進, 体位の向上を図るとともに, 望ましい食習慣と食に関する実践力を
養います｡ また, 地場産の安全で安心な新鮮食材を取り入れ, 地域の自然, 食文化, 産業等について
の関心を高め, みんなで一緒に楽しく食べることで, 好ましい人間関係を育てる場にもなります｡
１１か所の学校給食共同調理場 (平成２５年９月から１共同調理場は調理部門を民間委託) と２校
の単独校で, 小学校２４校 (２８８８人), 中学校７校 (４３９人) の給食を実施しています｡ また,
中学校５校 (９９８人) では, 民間に調理業務等委託する形の配達方式の学校給食を実施しています｡
三次市教育委員会配置の栄養士及び１３か所の調理場の学校栄養職員等は, それぞれの地域性に配
慮した独自の献立を立てています｡

食堂でみんな楽しくおいしい給食
おいしそうないい匂いがしてきました

学校給食調理場
施

設

名

場長名・校長名

郵便番号

所

在

地

粟屋学校給食共同調理場

田

村

浩

章

粟屋町

番地

三次学校給食共同調理場

西

口

明

男

三次町

番地

八次学校給食共同調理場

名

越

達

朗

畠敷町

番地

田幸学校給食共同調理場

深

田

真規子

大田幸町

君田学校給食共同調理場

安

藤

正

弘

君田町東入君

布野学校給食共同調理場

秋

政

保

伸

布野町上布野

作木学校給食共同調理場

新

本

信

之

作木町下作木

吉舎学校給食共同調理場

大

下

典

子

吉舎町吉舎

三良坂学校給食共同調理場

森

安

健

造

三良坂町三良坂

三和学校給食共同調理場

折

口

浩

三

三和町上板木

番地

甲奴学校給食共同調理場

堀

江

信

之

甲奴町梶田

番地１

十日市小学校 (学校給食調理場)

大

原

俊

哉

十日市中四丁目 番 号

川地小学校 (学校給食調理場)

坂

田

邦

彦

下川立町

※場長は校長が兼務している｡
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番地
番地
番地
番地
番地
番地

番地

電話番号

番号

