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国立教育政策研究所
National Institute for Educational Policy Research
平成 30 年１月 30 日

教育課程研究指定校事業研究協議会の開催について
国立教育政策研究所教育課程研究センターでは，この度教育課程研究指定校の研究成
果の発表等を行う協議会を開催します。
１ 研究協議会の概要
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・特別支援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に，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，本事業の研究成果の発表並びに協議を行います。
２ 開催日及び日程
平成 30 年２月６日（火）
，７日（水）
，８日（木）
，９日（金）
9:20 9:50
12:30 13:30 14:00
16:40
(午前：分科会)
(午後：分科会)
昼 受 ・研究指定校の発表
終
受 ・研究指定校の発表
食 付 ・協議
了
付 ・協議
・担当調査官等による講評
・担当調査官等による講評
３ 参加対象者
・都道府県，市区町村教育委員会・教育センター等の指導主事等
・幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校等
の教員，教員養成系大学の関係者等
４ 開催場所（分科会・会場一覧は別紙のとおり）
・文部科学省（東京都千代田区霞が関３-２-２）
・TKP 渋谷カンファレンスセンター（東京都渋谷区渋谷２-17-３ 渋谷東宝ビル）
５ 研究成果発表例
○大分県 佐伯市立明治小学校（小学校 外国語活動）
総合的な学習の時間で扱う地域題材を外国語活動に取り入れ，児童が意欲的に取り
組むコミュニケーション活動を工夫します。また，短時間学習を含む移行措置期間の
カリキュラム作成や，授業実践に即つながる教師の英語力向上研修等，新しい提案も
行います。
○秋田県 大仙市立大曲南中学校（中学校 ＥＳＤ）
「
『何とかしなければ！』という思いを行動につなげられる人を目指そう！」が大曲
南中 ESD の目標です。環境学習を総合的な学習の時間の柱としながら，各教科等と
の連携を図り，全教育活動を通して問題解決的な学習を展開することで，社会的実践
力を育みます。

○神奈川県 神奈川県立藤沢総合高等学校（高等学校 国語）
「我が国の言語文化」に対する興味・関心を高めることを目標として，生徒が学ぶ
意義を認識し，主体的・対話的に取り組める言語活動を整理し，単元の目標に即した
適切な評価方法を検討します。また，総合学科として可能な教科横断型学習の方法を
研究します。
（※そのほかの研究指定校に関する取組内容は研究協議会ＷＥＢサイト
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/kyougikai_h29/index.html を参照）
６ その他
取材を御希望される際は，下記連絡先に事前に御連絡くださるようお願いします。
（本件担当者）
国立教育政策研究所教育課程研究センター
研究開発課長
髙井 修
03-6733-6832（直通）
研究開発課指導係
岩切 陽平
03-6733-6824（直通）

別紙
平成29年度国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業研究協議会

会場一覧
平成30年２月６日（火）
分科会名

会場
ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

小学校 図画工作

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

小学校 道徳

文部科学省庁舎３階講堂

小学校 論理的思考①

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

中学校 外国語

旧文部省庁舎６階第２講堂

高等学校 芸術（美術，工芸）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム６Ａ

高等学校 農業

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム７Ａ

高等学校 工業

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

幼稚園・小学校 校種間連携

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

小学校 外国語活動

旧文部省庁舎６階第２講堂

小学校 論理的思考②

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

中学校 美術

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

14:00

中学校 道徳

文部科学省庁舎３階講堂

16:40

高等学校 国語

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

高等学校 数学

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ａ

高等学校 水産

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム７Ａ

高等学校・特別支援学校 伝統文化教育

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム６Ａ

午前（

幼稚園

～

9:50
）

12:30

午後（
～
）

平成30年２月７日（水）
分科会名

午前（
～

9:50
）

12:30

午後（
～

14:00
）

16:40

会場

小学校 算数

文部科学省庁舎３階講堂

小学校 家庭

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

中学校 国語

旧文部省庁舎６階第２講堂

中学校 理科

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

中学校 技術・家庭（技術分野）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

中学校 伝統文化教育

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ａ

高等学校 外国語

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム６Ａ

高等学校 論理的思考①

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

小学校 国語

文部科学省庁舎３階講堂

小学校 理科

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

小学校 伝統文化教育

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム６Ａ

中学校 数学

旧文部省庁舎６階第２講堂

中学校 技術・家庭（家庭分野）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

中学校・高等学校 校種間連携

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

高等学校 論理的思考②

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

高等学校 ＥＳＤ

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ａ

平成30年２月８日（木）
分科会名

会場
ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

小学校・中学校 へき地教育①

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

小学校・中学校 校種間連携①

旧文部省庁舎６階第２講堂

9:50

中学校 ＥＳＤ

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

12:30

中学校・高等学校 音楽・芸術（音楽）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

高等学校 芸術（書道）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム７Ａ

高等学校 家庭（共通教科）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム６Ａ

小学校 生活

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ａ

小学校 音楽

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

小学校 ＥＳＤ

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

小学校・中学校 へき地教育②

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

小学校・中学校 校種間連携②

旧文部省庁舎６階第２講堂

中学校 社会

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

高等学校 理科

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム７Ａ

高等学校 保健体育

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム10Ｂ

高等学校 家庭（専門教科）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム６Ａ

午前（

小学校 社会

～
）
午後（
～

14:00
）

16:40

平成30年２月９日（金）
分科会名

会場
旧文部省庁舎６階第２講堂

小学校・中学校・高等学校 総合的な学習の時間①

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

中学校 論理的思考①

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

9:50

中学校・高等学校 特別活動

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

12:30

高等学校 地理歴史

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

高等学校 看護

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム７Ａ

高等学校 情報（共通教科）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ａ

小学校 特別活動

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール６Ａ

小学校・中学校・高等学校 総合的な学習の時間②

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール２Ａ

中学校 保健体育

旧文部省庁舎６階第２講堂

中学校 論理的思考②

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターホール３Ａ

高等学校 公民

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム６Ａ

高等学校 商業

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ｂ

高等学校 情報（専門教科）

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム５Ａ

高等学校 福祉

ＴＫＰ渋谷カンファレンスセンターカンファレンスルーム７Ａ

午前（

小学校 体育

～
）
午後（
～

14:00
）

16:40

