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平成２４年度研究指定校事業に係る年度計画

国立教育政策研究所中期目標（平成２３年３月策定）Ⅰの５の（２）に基づき、平成２４年度

における研究指定校事業に係る年度計画を次のとおり定める。

１．基本的考え方

学習指導要領の改訂に必要な資料を得るとともに、各学校における学習指導要領に基づく教育

課程編成及び指導方法等の改善充実を図り、教育課程の基準の改善に資するために、特に重要な

課題について研究テーマを示し、指定校や指定地域で実践的な研究を進める。平成２４年度にお

ける事業の計画策定に当たっては、以下のような課題に対応することに留意した。

・平成２３年度より新しい学習指導要領が順次全面実施となる中で、各学校が新しい学習指導

要領の趣旨を具体化して学習指導を更に充実していくために参考となる実践例が必要とされ

ていること。

・中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の在り方について」

（報告）で、当研究所に対し、近年の諸外国における研究や取組を参考にした新たな評価規

準や評価方法の研究開発に取り組むことが期待されていること。

・新しい学習指導要領において、異校種間の連携や我が国の伝統や文化に関する教育の充実を

図ることが求められていることのほか、複式学級や小規模学校に特有の困難性に対応した教

育が求められており、それらの実施のために参考となる実践例が必要とされていること。

２．事業の概要

平成２４年度における研究指定校事業については、以下の二つの区分により実施する。

( ) 教育課程研究指定校事業1

幼・小・中・高等学校等における教育課程の編成や効果的な教材開発、指導方法等の工

夫改善を図り、教育課程の基準及び各教科等の学習指導の改善に資する。

なお，平成２４年度の新規指定では，特定事項について当センターにおいてより具体的

な課題を提示し，研究期間についても，２年間の課題と１年間の課題を設定する。また，

研究指定校事業の効率的・効果的な運用の観点から，従来単独事業として行っていた「幼

・小連携教育 「へき地教育 「伝統文化教育」を本事業に統合し，実践研究を行う。」 」

（平成23・24年度で60校，平成24年度で34校，平成24・25年度で22校を指定）

( ) 学習評価に関する研究指定校事業2

学習指導要領に定める目標等の実現状況を把握するための評価方法等について研究開発

を行い、小・中・高等学校等における評価の改善に資する。

（平成23・24年度で７校を指定）
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指定校の取組を基に各学校における指導の工夫改善について協議を行う研究協議会を、広く

教育関係者に公開して開催し、本事業の成果の普及・活用を図る。

３．指定校・指定地域

上記２（１）及び（２）の事業に係る指定校・指定地域は、それぞれ別表１から別表３のと

おりとする。



別表１

【幼稚園：研究主題①】　言葉で表現する力を養う教育課程について(幼稚園）　　（平成23・24年度）

都道府県名 研究指定校名 設置者

滋賀県 大津市立長等幼稚園 幼稚園 公立

京都府 京都教育大学附属幼稚園 幼稚園 国立

都道府県名 研究指定校名 設置者

岩手県 盛岡市立月が丘小学校 国語 公立

熊本県 宇城市立松橋小学校 国語 公立

社会 広島県 福山市立御野小学校 社会 公立

北海道 苫小牧市立豊川小学校 算数 公立

熊本県 甲佐町立甲佐小学校 算数 公立

広島県 福山市立竹尋小学校 理科 公立

福岡県 宇美町立桜原小学校 理科 公立

和歌山県 和歌山市立有功東小学校 生活 公立

千葉市 千葉市立本町小学校 生活 公立

横浜市 横浜市立桜岡小学校          　　　　 音楽 公立

茨城県 茨城大学附属小学校 音楽 国立

広島県 福山市立蔵王小学校 図画工作 公立

京都市 京都市立宇多野小学校 図画工作 公立

埼玉県 春日部市立武里西小学校 家庭 公立

神奈川県 横浜国立大学附属鎌倉小学校 家庭 国立

福井県 福井県坂井市三国南小学校 体育 公立

山口県 山口市立大内小学校 体育 公立

徳島県 徳島市助任小学校 総合的な学習の時間 公立

横浜市 横浜市立戸部小学校          　　　　 総合的な学習の時間 公立

京都府 長岡京市立神足小学校 特別活動 公立

札幌市 札幌市立もみじの森小学校 特別活動 公立

大阪市 大阪市立十三小学校 教科横断 公立

広島県 広島大学附属小学校 教科横断 国立

理科

生活

音楽

教育課程研究指定校事業研究指定校一覧

―　平成２４年度　―
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【小学校：研究主題②】　新学習指導要領の趣旨を具体化し深化充実するための教育課程編成，指導方法等の工夫改善に関する研究(小学校）　　(平成23・24年度)
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都道府県名 研究指定校名 設置者

兵庫県 兵庫教育大学附属中学校 国語 国立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 国語 社会 数学 理科 保健体育 国立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 社会 国語 数学 理科 保健体育 国立

愛媛県 愛媛大学教育学部附属中学校 社会 国立

岩手県 盛岡市立乙部中学校 数学 公立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 数学 国語 社会 理科 保健体育 国立

秋田県 大仙市立大曲中学校 理科 公立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 理科 国語 社会 数学 保健体育 国立

福岡県 宗像市立中央中学校 音楽 公立

埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 音楽 国立

美術 神奈川県 横浜国立大学附属横浜中学校 美術 技術・家庭 国立

秋田県 大館市立東中学校 保健体育 公立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 保健体育 国語 社会 数学 理科 国立

島根県 出雲市立河南中学校 技術・家庭 公立

神奈川県 横浜国立大学附属横浜中学校 技術・家庭 美術 国立

外国語 東京都 東京学芸大附属世田谷中学校 外国語 国立

総合的な
学習の時間 三重県 鈴鹿市立創徳中学校 総合的な学習の時間 公立

岩手県 盛岡市立下橋中学校 教科横断 公立

奈良県 奈良市立都南中学校 教科横断 公立

都道府県名 研究指定校名 設置者

群馬県 群馬県立富岡東高等学校 国語 公立

長崎県 長崎県立対馬高等学校 国語 公立

兵庫県 兵庫県立明石北高等学校 地理歴史 公立

広島県 広島県立呉三津田高等学校 地理歴史 公立

保健体育 高知県 高知県立高知西高等学校 保健体育 公立

芸術 北海道 北海道松前高等学校 芸術（書道Ⅰ） 公立

北海道 北海道岩見沢東高等学校 外国語 公立

佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 外国語 公立

奈良県 奈良県立五條高等学校 家庭「普通教科」 公立

広島県 学校法人呉武田学園呉港高等学校 家庭「普通教科」 私立

群馬県 群馬県立太田工業高等学校 工業 公立

山梨県 山梨県立谷村工業高等学校 工業 公立

三重県 三重県立四日市商業高等学校 商業 公立

長崎県 長崎県立島原商業高等学校 商業 公立

青森県 青森県立五所川原農林高等学校 農業 公立

三重県 三重県立久居農林高等学校 農業 公立

家庭
「専門教科」 茨城県 茨城県水戸第三高等学校 家庭「専門教科」 公立

大分県 大分県立森高等学校 総合的な学習の時間 公立

茨城県 学校法人霞ヶ浦学園つくば国際大学東風高等学校 総合的な学習の時間 私立

福岡県 福岡県立筑紫高等学校 教科横断 公立

熊本県 熊本県立湧心館高等学校 教科横断 公立

理科

総合的な学
習の時間

保健体育

技術・家庭

教科横断

教科等

音楽

工業

商業

農業

【中学校：研究主題③】　新学習指導要領の趣旨を具体化し深化充実するための教育課程編成，指導方法等の工夫改善に関する研究(中学校）　　(平成23・24年度)

【高等学校：研究主題④】　新学習指導要領の趣旨を具体化するための教育課程編成，指導方法等の工夫改善に関する研究(高等学校）　　(平成23・24年度）
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別表２

【各教科等に関する研究課題】

思考力・判断力・表現力を育てる指導とその評価方法等の工夫改善についての実践研究

小学校

都道府県名 研究指定校名 設置者

国語 京都市 京都市立錦林小学校 公立

社会 広島市 広島市立古田台小学校 公立

算数 滋賀県 長浜市立虎姫小学校 公立

秋田県 北秋田市立米内沢小学校 公立

香川県 観音寺市立柞田小学校 公立

新潟市 新潟市立味方小学校 公立

横浜市 横浜市立井土ヶ谷小学校 公立

京都市 京都市立桂川小学校 公立

堺市 堺市立浜寺石津小学校 公立

生活 北海道 北海道教育大学附属函館小学校 国立

音楽 山梨県 上野原市立秋山小学校 公立

図画工作 埼玉県 上尾市立東小学校 公立

家庭 東京都 豊島区立南池袋小学校 公立

外国語活動 福岡県 福岡教育大学附属久留米小学校 国立

総合的な学習の時間 福島県 郡山市立富田小学校 公立

特別活動 京都市 京都市立朱雀第七小学校 公立

中学校

都道府県名 研究指定校名 設置者

国語 群馬県 藤岡市立北中学校 公立

社会 石川県 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 国立

数学 山口県 山口市立鴻南中学校 公立

北海道 秩父別町立秩父別中学校 公立

高知県 南国市立香長中学校 公立

川崎市 川崎市立宮内中学校 公立

神戸市 神戸市立広陵中学校 公立

石川県 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 国立

愛媛県 愛媛大学教育学部附属中学校 国立

音楽 兵庫県 兵庫教育大学附属中学校 国立

美術 沖縄県 琉球大学教育学部附属中学校 国立

保健体育 神奈川県 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜中学校 国立

技術・家庭 熊本県 熊本大学教育学部附属中学校 国立

外国語 広島県 府中町立府中緑ケ丘中学校 公立

総合的な学習の時間 鳥取県 鳥取市立福部中学校 公立

特別活動 香川県 高松市立山田中学校 公立

【学校の教育活動全体に関する研究課題】

（１）幼稚園教育要領における改訂された指導内容についての実現状況の把握と課題分析，指導方法の工夫改善に関する実践研究

都道府県名 校種 設置者

北海道 幼稚園 公立

岡山県 幼稚園 国立

理科

理科

研究指定校名

浦臼町立みどり幼稚園

岡山大学教育学部附属幼稚園



（２）幼稚園教育と小学校教育の円滑な接続を図る教育課程に関する実践研究

都道府県名 校種 設置者

幼稚園 公立

幼稚園 公立

幼稚園 公立

幼稚園 公立

小学校 公立

小学校 公立

小学校 公立

小学校 公立

（３）伝統文化教育に関する指導とその評価方法等の工夫改善についての実践研究


都道府県名 校種 設置者

宮城県 小学校 公立

滋賀県 小学校 公立

仙台市 小学校 公立

青森県 中学校 公立

山口県 高等学校 公立

（４）へき地教育に関する指導とその評価方法等の工夫改善についての実践研究

都道府県名 校種 設置者

徳島県 小学校 公立

佐賀県 小学校／中学校 公立

都道府県名 校種 設置者

福島県 小学校 公立

茨城県 小学校 公立

東京都 小学校 公立

横浜市 小学校 公立

青森県 中学校 公立

宮城県 中学校 公立

京都府 小中学校 国立

熊本件 中学校 国立

神奈川県 高等学校 公立

岡山県 高等学校 公立

都道府県名 校種 設置者

新潟市 中学校 公立

北海道 高等学校 公立

【特定の事項に関する研究課題】

都道府県名 校種 設置者

福岡県 小学校 公立

山口県 中学校 公立

（５）思考力・判断力・表現力の育成を目指し，学校全体としての目標設定とそれに向けた各教科等における取組の連携を図り，それ
らの成果を学校として評価するための実践研究

（６）新学習指導要領の全面実施を踏まえ，教育課程におけるＰＤＣＡサイクルを効果的に運用し，教育成果を高めるための実践研
究（効果的なカリキュラムマネジメントに関する実践研究）

平成１９年度からこれまでの間の全国学力・学習状況調査の調査結果から課題とされる事項に関する指導とその評価方法等の工
夫改善についての実践研究

研究指定校名

藍住北幼稚園

徳島県
藍住町

研究指定校名

大河原町立大河原小学校

仙台市立湯元小学校

今別町立今別中学校

藍住東小学校

長浜市立伊香具小学校

京都教育大学附属京都小中学校

山口県立萩商工高等学校

研究指定校名

上勝町立上勝小学校

唐津市立馬渡小学校・中学校

研究指定校名

白河市立白河第一小学校

神奈川県立小田原高等学校(定時制)

岡山県立落合高等学校・岡山県立真庭高等学校（落合校地）

研究指定校名

新潟市立白新中学校

北海道函館水産高等学校

高萩市立高萩小学校

東京都町田市立鶴川第二小学校

横浜市立白幡小学校

青森市立浦町中学校

気仙沼市立新月中学校

研究指定校名

那珂川町立岩戸小学校

下関市立川中中学校

藍住南幼稚園

藍住西幼稚園

藍住東幼稚園

藍住北小学校

藍住南小学校

藍住西小学校

熊本大学教育学部附属中学校



別表３

都道府県名 学校名 校種 設置者

1 静岡県 富士宮市立北山小学校 公

2 香川県 香川大学教育学部附属高松小学校 国

3 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 国

4 北海道 北海道教育大学附属函館中学校 国

5 千葉県 八千代市立高津中学校 公

6 北海道 北海道紋別高等学校 公

7 茨城県 茨城県立太田第一高等学校 公

学習評価に関する研究指定校事業一覧

―　平成２３・２４年度　―

小

中

高
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