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国立教育政策研究所 
 

平成２８年１月２９日 

教育課程研究センター関係指定事業研究協議会について 

１．研究協議会の概要 

幼稚園・小学校・中学校・高等学校等における教育課程や指導方法等の改善充実を図

るための，研究指定校による実践的な調査研究として，教育課程研究指定校事業を実施

しています。今回，各学校における指導や評価の改善等に活用していただくことを目的

とし，研究成果及び中間まとめを公開します。 

 

２．開催日時 

平成２８年２月２日（火），３日（水），４日（木），５日（金）  

   9:30 10:00             12:30 13:45 14:00                16:30 

受

付 

(午前：分科会) 

・研究指定校の発表 

・協議 

・担当官による講評                 

昼

食 

受

付 

(午後：分科会) 

・研究指定校の発表 

・協議 

・担当官による講評                

終

了 

 

３．参加対象者 

  全国の教育委員会，学校，教員養成大学・学部関係者等 

 

４．開催場所（分科会の開催場所は別添のとおり） 

航空会館（東京都港区新橋 1-18-1）及び文部科学省（東京都千代田区霞が関 3-2-2） 

 

５．研究成果発表例 

 ○愛知県 岡崎市立男川小学校（小学校 ＥＳＤ） 

  【２月３日（水）10:00～12:30 航空会館 501・502会議室】 

   教科の学びと今日的な課題のつながりを大切にした合科的な学習を進めています。

ESDカレンダーと重点単元指導計画により，学習目標を明確にしています。「関わり合

い」や「振り返り」を重視した学習展開により，子供たちの思考力・判断力・表現力

の育成を目指しています。 

 

 ○新潟県 新潟大学教育学部附属新潟中学校（中学校 論理的思考） 

  【２月４日（木）10:00～12:30 旧文部省庁舎６階第２講堂】 

   課題解決過程における仲間との対話による思考の広がり，深まりを自覚して，自己

の変容や学びを価値付けるメタ認知活動を位置付けることを思考のすべとして，生徒

が「学ぶ喜び」を実感・納得していく授業の要件について研究しています。 

 

 

 国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，学習指導要領に基づく教育課程が円

滑に実施されるために，特に重要な課題についてテーマを示し，研究指定校で実践的な

研究を進めています。このたび，下記のとおり，各研究指定校による研究成果の発表の

ための協議会を開催します。 



 ○北海道 北海道釧路江南高等学校（高等学校 外国語） 

  【２月２日（火）10:00～12:30 旧文部省庁舎６階第２講堂】 

４技能の総合的・統合的な言語活動の充実を通して，生徒の主体的な学びを促進す

る「CAN-DOリスト」の在り方，その学習到達目標を踏まえた指導方法及び「外国語表

現の能力」を適切に把握する評価方法を研究しています。 

 

６．その他 

取材を御希望の際は，下記連絡先に事前に御連絡くださるようお願いします。 

 

（お問合せ先） 

  国立教育政策研究所教育課程研究センター 

   研究開発副部長   松本 吉正  03-6733-6832（直通） 
研究開発課指導係  岩切 陽平  03-6733-6824（直通） 

〔広報担当〕企画室 企画・広報係   03-6733-6925（直通） 

 



別 添 

平成２７年度 国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指定事業研究協議会 

会場一覧 

平成２８年２月２日（火）  

 分科会名 会場 

午
前
（

10:00
～

12:30
） 

小学校 社会 航空会館201会議室 

小学校 算数 文部科学省庁舎３階講堂 

小学校 生活 航空会館901会議室 

小学校 音楽 航空会館701会議室 

小学校 論理的思考① 航空会館702・703会議室 

中学校・高等学校 外国語 旧文部省庁舎６階第２講堂 

中学校・高等学校 特別活動 航空会館501・502会議室 

午
後
（

14:00
～

16:30
） 

小学校 外国語活動 旧文部省庁舎６階第２講堂 

小学校 特別活動 航空会館501・502会議室 

小学校 伝統文化教育 航空会館901会議室 

小学校 論理的思考② 航空会館702・703会議室 

中学校 社会 航空会館201会議室 

中学校 数学 文部科学省庁舎３階講堂 

中学校・高等学校 音楽 航空会館701会議室 

高等学校 看護 航空会館B101会議室 

 

 

平成２８年２月３日（水）  

 分科会名 会場 

午
前
（

10:00
～

12:30
） 

小学校 家庭 航空会館201会議室 

小学校 体育 航空会館702・703会議室 

小学校 ESD 航空会館501・502会議室 

中学校 国語 文部科学省庁舎３階講堂 

中学校 技術 航空会館701会議室 

中学校・高等学校 理科 旧文部省庁舎６階第２講堂 

高等学校 伝統文化教育 航空会館B101会議室 

午
後
（

14:00
～

16:30
） 

小学校 国語 文部科学省庁舎３階講堂 

小学校 理科 旧文部省庁舎６階第２講堂 

中学校 家庭 航空会館201会議室 

中学校 保健体育 航空会館702・703会議室 

中学校 伝統文化教育 航空会館501・502会議室 

高等学校 国語 航空会館701会議室 

 

 

 

 

 



 

平成２８年２月４日（木）  

 分科会名 会場 

午
前
（

10:00
～

12:30
） 

幼稚園  航空会館201会議室 

小学校 図画工作 航空会館703会議室 

中学校 道徳 文部科学省庁舎３階講堂 

中学校 論理的思考 旧文部省庁舎６階第２講堂 

中学校 ESD 航空会館701・702会議室 

高等学校 家庭【共通教科】 航空会館501会議室 

高等学校 保健体育 航空会館502会議室 

午
後
（

14:00
～

16:30
） 

幼小接続 航空会館201会議室 

小学校 道徳 文部科学省庁舎３階講堂 

中学校・小中学校 へき地教育 航空会館701会議室 

中学校・高等学校 美術 航空会館703会議室 

高等学校 書道 航空会館702会議室 

高等学校 工業 航空会館502会議室 

高等学校 家庭【専門教科】 航空会館501会議室 

高等学校 論理的思考 旧文部省庁舎６階第２講堂 

 

 

平成２８年２月５日（金）  

 分科会名 会場 

午
前
（

10:00
～

12:30
） 

小学校・中学校・高等学校 総合的な学習の時間 文部科学省庁舎３階講堂 

高等学校 公民 航空会館501会議室 

高等学校 数学 航空会館701会議室 

高等学校 商業 旧文部省庁舎６階第２講堂 

高等学校 水産 航空会館502会議室 

高等学校 情報【共通教科】 航空会館702会議室 

高等学校 福祉 航空会館201会議室 

高等学校 ESD 航空会館703会議室 

午
後
（

14:00
～

16:30
） 

小学校・中学校・高等学校 総合的な学習の時間 文部科学省庁舎３階講堂 

高等学校 地理歴史 旧文部省庁舎６階第２講堂 

高等学校 農業 航空会館502会議室 

高等学校 情報【専門教科】 航空会館702会議室 
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