
No. 学校名
研究
主題

教科等名 各研究指定校における研究主題

1 1 北海道
北海道おといねっぷ美術工芸
高等学校

④ 芸術（工芸） 感性を高め, 創造的な表現と鑑賞の能力の育成を図る指導方法の研究

2 1 北海道 北海道江別高等学校 ④
家庭

※専門教科
生徒の学習意欲を高め, 専門的な知識や技術の定着を図る指導の工夫・改
善

3 3 岩手県 盛岡市立北厨川小学校 ② 体育
基礎・基本を活かし, わかる・できる児童を育てるための指導の在り方
～課題解決的な学習課程の開発を通して～

4 3 岩手県 岩手県立福岡工業高等学校 ④ 工業
「工業における倫理観や安全意識を身につけさせる指導の工夫と改善につ
いての研究」

5 3 岩手県 岩手県立盛岡商業高等学校 ④ 商業 ICTの進展へ対応するビジネスの実践力を育成するための指導に関する研究

6 4 宮城県 宮城県水産高等学校 ④ 水産
水産教科における海技養成に関係する科目（航海・機関系科目）および総
合実習（乗船実習）の学ぶ意欲を高める指導の改善

7 4 宮城県 宮城県名取北高等学校 ④
家庭

※普通教科 社会的自立に向けた体験的学習の工夫と学ぶ意欲を高める指導の改善

8 5 秋田県 大仙市立大曲中学校 ③ 保健体育
一人一人が運動の楽しさや喜びを体得し，生涯にわたりスポーツに親しむ
基礎を培うとともに体力の向上を目指す学習過程の研究

9 5 秋田県 湯沢市立雄勝中学校 ③ 特別活動
認め合い，共に考え，主体的に活動する生徒の育成
～自発的，自治的に活動し高まり合う集団づくりを通して～

国語
伝え合いを通して, 確かな学びをつくる授業の工夫
～観点を明確にして読み，考えの深まりを言葉で伝え合う授業づくり～

数学 伝え合いを通して, 確かな学びをつくる授業の工夫

11 11 埼玉県 さいたま市立針ヶ谷小学校 ② 算数 「人とのかかわりを通して, 思考力・表現力を育てる算数学習の在り方」

12 12 千葉県 千葉県立野田中央高等学校 ④ 芸術（美術） 美術の創造活動を通し, 表現と鑑賞の能力を伸ばす指導方法の研究

13 13 東京都 足立区立竹の塚小学校 ② 社会
活用する力・発信する力の育成
～社会科における問題解決的な学習の一層の充実を通して～

14 13 東京都 八王子市立由木中央小学校 ② 国語
学び合い, 高め合う学習力の育成
～読む能力を高める国語授業の創造～

15 14 神奈川県 相模原市立大野小学校 ② 理科
理科における言語活動の充実をめざす指導方法の研究
～対話を重視した主体的に取り組む学習活動～

16 14 神奈川県 神奈川県立追浜高等学校 ④ 地理歴史
生徒の学習意欲や思考力，判断力，表現力を高めるためのプレゼンテー
ションソフト等を活用した教材の工夫，開発及び，生徒に主体的に学習に
取り組ませるための授業形態と学習方法の研究

17 17 石川県 金沢市立菊川町小学校 ② 算数
｢伝え合いと活用のある授業づくり｣を通して, 一人一人の思考力・判断
力・表現力を高める指導方法の工夫改善に関する研究

18 21 岐阜県 羽島市立中央中学校 ③ 特別活動
よりよい人間関係をはぐくみ, 共感と和らぎのある学習集団づくりを目指
す特別活動の推進

19 21 岐阜県 岐阜県立大垣商業高等学校 ④
情報

※専門教科
実践的・体験的学習を生かした専門性の深化と職業観の育成
～地域の産業界・大学等との連携を通して～

20 23 愛知県 愛知県立豊田高等学校 ④ 外国語
言語活動を充実し, 英語によるコミュニケーションを図ろうとする態度を
育成するための研究

21 25 滋賀県 彦根市立城北小学校 ② 国語 くらしの中に生きて働く言語の力の育成をめざして

22 25 滋賀県 野洲市立三上小学校 ② 音楽
音楽の楽しさ　“再”　発見　!!
～[共通事項]との関連を図った目標設定と適切な指導を通して～

23 25 滋賀県 甲賀市立貴生川小学校 ② 体育
仲間とともに健康で安全な生活をめざし運動の楽しさに触れる授業づくり
～体育科における有効な言語活動のあり方～

24 26 京都府 向日市立第５向陽小学校 ②
総合的な

学習の時間
『主体的に学び, 豊かな心をもつ児童の育成を目指して』
～学び合いを通して, 自分の考えを自分の言葉で表現する力を高める～

25 26 京都府 京都市立嵯峨小学校 ② 社会
よりよい社会をつくるため，考え，判断・表現できる子どもの育成
～自ら学び，自分と地域・自然・社会とのかかわりに気付き生かそうとす
る子～

26 26 京都府 京都市立石田小学校 ② 図画工作
「つくりだす喜び，ひびき合う心」
～手（試行）と頭（思考）と心（志向）を働かせ，つくる活動を通して～

27 26 京都府 相楽東部広域連合立和束中学校 ③
総合的な

学習の時間

地域と連携した横断的・総合的な学習や探究的な学習を通した総合的な学
習の時間の創造
～ふるさと和束をほこりに思い, 愛する心を持った生徒の育成～

都道府県名

教育課程研究指定校事業　各研究指定校の研究主題

―　平成２２年度　―
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28 29 奈良県 奈良県立二階堂高等学校 ④ 国語
学ぶ意欲を高める指導の改善
「義務教育段階での学習内容の確実な定着を図る教育課程及び指導方法の
研究・開発」

29 30 和歌山県 和歌山市立有功東小学校 ②
総合的な

学習の時間 地域に根ざした体験的・探究的な学習活動を生かした指導に関する研究

30 31 鳥取県 八頭町立八東中学校 ③
総合的な

学習の時間
人とのかかわり合いの中で，より良い生き方を求めて，意欲的に学ぶ生徒
の育成

31 33 岡山県 岡山県立倉敷中央高等学校 ④ 看護
高等学校における看護実践能力の育成に向けた取り組み
―看護技術プログラムの導入とその評価―

32 34 広島県 広島県立安芸南高等学校 ④
総合的な

学習の時間
表現力の育成を目指す「総合的な学習の時間」の工夫改善
―言語活動の充実の取組を通して―

33 34 広島県 広島県立神辺旭高等学校 ④ 数学 数学を意欲的に学ぶ態度を育成するための効果的な課題学習の研究

34 35 山口県 山口県立南陽工業高等学校 ④ 工業 「工業における倫理観や安全意識を身に付けさせる指導の工夫改善」

35 35 山口県 山口県立厚狭高等学校 ④
家庭

※専門教科
ファッション製品を創造的に製作する能力と態度を養う学習活動を通して,
家庭や地域社会に貢献できる人材を育成するための指導の工夫

36 36 徳島県 美波町立木岐小学校 ② 特別活動
体験活動を充実し，話合い活動を通して表現力やコミュニケーション能力
（言語能力）を高め，望ましい人間関係を築く特別活動
―小規模校の特色を生かした実践―

37 37 香川県 宇多津町立宇多津小学校 ② 理科
実感を伴った理解を図る理科学習の創造
―書く活動を通して，学び合い，考える力を育てる―

38 38 愛媛県 松山市立湯築小学校 ② 生活
ともに学び合いながら豊かに表現し, いのちを輝かす子どもの育成
～「活動や体験」と「気付き」の質を高める工夫～

39 39 高知県 高知県立高知海洋高等学校 ④ 水産
教科「水産」における海技士養成に関する科目（航海・機関）及び科目
「総合実習（乗船実習）」を整理し, 自ら学ぶ力を育む指導法の工夫改善

40 40 福岡県 福岡市立南当仁小学校 ② 図画工作
表現・鑑賞活動を通して思考・判断する力を育成する図画工作科指導の在
り方
―「みる　かんがえる　はなす」鑑賞の活動の試み―

41 40 福岡県 北九州市立小石小学校 ② 特別活動
特別活動における集団活動の活性化を通して, 豊かな人間関係づくりがで
きる子どもの育成

42 42 長崎県 長崎県立猶興館高等学校 ④ 保健体育
生徒の実態に応じた学習内容の明確化・体系化を図り, 生徒の意欲や充実
感を向上させるための指導方法等の研究

43 44 大分県 豊後高田市立都甲中学校 ③ 国語
説明力を育てる国語科学習指導の工夫改善
～各教科・領域における言語活動の充実を目指して～

44 45 宮崎県 宮崎市立佐土原中学校 ③ 数学
生徒一人一人が数学のよさを実感できる指導の工夫
～「数学的活動」を取り入れ，「考える力」を高める授業作りを通して～

45 10 群馬県 学校法人明照学園　樹徳高等学校 ④ 国語
生徒が古典に親しみをもち, 関心・意欲を高められる指導方法の工夫・改
善

46 27 大阪府
学校法人常磐会学園
常磐会短期大学付属泉丘幼稚園

① 幼稚園
身近な環境とかかわる中で思考力の芽生えを培う指導の在り方を考える
―友達とのかかわりで様々な考えを生み出す子どもを目指し―

47 34 広島県 学校法人呉武田学園呉港高等学校 ④ 保健体育
生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現に向けて，学習内容の確実な定
着と生徒の学習意欲を引き出すための指導と評価の一体化を目指した実践
的な研究

社会 新学習指導要領改訂に関する教材開発と学習指導の工夫

理科
エネルギー・環境教育の取り組み
～エネルギー・環境教育に関する学習指導の工夫～

音楽
自分なりの音楽を追究し，豊かに表現する生徒の育成
～我が国の伝統的な歌唱及び鑑賞に関する学習指導の工夫～

美術
豊かな感性と創造性を身につけ，自己実現できる生徒の育成
～我が国の美術や伝統と文化に関する学習指導の工夫～

保健体育
自ら活動する喜びを味わうことのできる保健体育学習を目指して
～新学習指導要領に対応した単元計画の構造化～

外国語
コミュニケーション能力の素地を踏まえた中学校での学習指導の工夫
―第１学年における年間指導計画の作成と教材開発を通して―

音楽
豊かな表現力をはぐくむ音楽科教育
～思いを音で表し，高め合っていく子ども～

家庭 家庭や地域とかかわり，生活力を高める家庭科教育

48 1

②弘前大学教育学部附属小学校

北海道教育大学附属函館中学校 ③

49

北海道
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50 10 群馬県 群馬大学教育学部附属幼稚園 ① 幼稚園 幼児が試したり工夫したりしながら，自らの思いを実現する保育の在り方

音楽
生徒の思考力・判断力・表現力を育てる指導法の研究
～言語活動等を重視した学習指導～

美術 育成する資質や能力を明確にした美術科学習指導の工夫と改善

技術・家庭
技術・家庭科における思考力・判断力・表現力の育成を図る学習指導法の
工夫
～言語活動を重視した学習指導を通して～

地理歴史
フィールドワークを通じた二科目連携学習による, 地域への主体的思考を
育成するための指導の改善

理科
観察，実験や探究活動を主体とした学習活動を行い, 自然の事物・現象に
対する関心や探究心を高め，科学的に探究する能力と態度を育てる指導方
法の研究

芸術（工芸)
つくりながら考え，考えながらつくるプロセスを通して, 探究心を高め,
思考し, 判断し, 表現する能力を育む指導方法の研究

芸術(書道）
書の伝統と文化を互いに学び合う過程を通して, 思考力・判断力・表現力
の向上と充実を図る指導方法の工夫改善に関する研究

特別活動
自然の中での宿泊を伴う林間学校を体験することで，どのような力が育成
されるのかを調査する研究

情報
※普通教科

メディアを適切に活用した創造的学習活動を行う中で, 情報社会に対する
理解を深め，情報社会へ積極的に参画していく態度を育てる指導方法の研
究

53 13 東京都 筑波大学附属高等学校 ④ 数学 「数学的活動」がより一層実施されるための学習指導案作成の研究

54 14 神奈川県
横浜国立大学教育人間科学部
附属横浜小学校

② 家庭
言語活動を生かしながら，習得した知識・技能を活用し，問題解決的な学
習を通して「生活実践力」を育む指導方法の研究

55 14 神奈川県
横浜国立大学教育人間科学部
附属横浜中学校

③ 外国語
思考力・判断力・表現力等をはぐくむための指導に関する研究
―４技能を統合的に取り入れた言語活動の工夫―

56 17 石川県
金沢大学人間社会学域
学校教育学類附属高等学校

④
総合的な

学習の時間
新学習指導要領における「総合的な学習の時間」の目標を具体化するため
の指導内容と指導方法改善に関する研究

57 28 兵庫県 兵庫教育大学附属小学校 ② 生活 子どもと教師の思いが融合し，気づきが深まる生活科単元の創造

58 28 兵庫県 兵庫教育大学附属中学校 ③ 社会
生徒の主体的な学習を促し，課題を解決する力を一層培う社会科学習の指
導の工夫

理科 仲間とのかかわり合いの中で科学的な思考力を養う指導の工夫

技術・家庭
【技術】e-Learningを活用した自己学習力を高める学習指導の研究
【家庭】実践的・体験的な学習活動を生かした食に関する指導の工夫

60 38 愛媛県 愛媛大学附属高等学校 ④
家庭

※普通教科
総合性を指向した家庭科教育の指導方法の工夫改善
～高校における食育実践による他教科及び大学教育のattract効果の検証～

平成２２年度　実施計画書より

思考力の芽生えを養う教育をおこなうための教育課程についての研究（幼稚園）　         　【平成２１・２２年度】　　　

新学習指導要領の趣旨を具体化するための指導方法の工夫改善に関する研究（小学校）　　　 【平成２１・２２年度】

新学習指導要領の趣旨を具体化するための指導方法の工夫改善に関する研究（中学校）　　　 【平成２１・２２年度】　

51 埼玉大学教育学部附属中学校

愛媛県

東京学芸大学附属高等学校

埼玉県

東京都 ④

③

愛媛大学教育学部附属中学校

研究主題③

研究主題④

11

59 38 ③

新学習指導要領の趣旨を具体化するための指導方法の工夫改善に関する研究（高等学校） 　　【平成２１・２２年度】

研究主題①

研究主題②

52 13


