
１　各教科等に関する研究課題（平成２４年度指定）

（小学校）

No. 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 国語 59 京都市 京都市立錦林小学校 公立
校訓「実行力」を支える言葉の力の育成
～言語活動の充実を通して～

2 社会 64 広島市 広島市立古田台小学校 公立
思考力・判断力・表現力をはぐくむ授業づくり
「社会的な見方や考え方」のつながりを明らかにする研究を通して

3 算数 25 滋賀県 長浜市立虎姫小学校 公立 筋道を立てて考え表現し，考えを深める算数科学習指導法の研究

4 5 秋田県 北秋田市立米内沢小学校 公立
「問い」をもち，根拠をもって考え，学び合う子どもの育成
～考える場面での「学び合い」を重視した授業づくりを通して～

5 37 香川県 観音寺市立柞田小学校 公立
科学的な見方・考え方を育てる理科学習
― 表現することを通して，考える力を育む（B区分を核として）

6 53 横浜市 横浜市立井土ヶ谷小学校 公立
自然を読み解く力を育てる表現と学び合い
～自ら思考し，表現することを促す評価や支援の在り方（B区分）～

7 55 新潟市 新潟市立味方小学校 公立
科学的な見方や考え方を構築する力を高める授業
～ Ｂ区分における時系列シートを使った説明活動を通して　～

8 59 京都市 京都市立桂川小学校 公立
自らの考えを伝え合う，心豊かな子の育成
～自然と関わり，体験活動の場の工夫と言語活動の充実により，
科学的な思考・表現の力を高める学習指導の工夫～

9 61 堺市 堺市立浜寺石津小学校 公立
自然への感性を高め，追究し，自立的に問題解決する子どもの育成
～考えを表出し，科学的な見方や考え方を深める学習指導の在り方～

10 生活 1 北海道 北海道教育大学附属函館小学校 国立
子どもが思いや願いを伝え合い，協同的な関係を築き上げる学びの構想
～内容項目（８）の授業化を通して～

11 音楽 19 山梨県 上野原市立秋山小学校 公立 音楽づくりと鑑賞（聴取）活動の相互の関連を図った授業の展開

12 図画工作 11 埼玉県 上尾市立東小学校 公立
心豊かによりよく生きる東っ子の育成
～図画工作における児童の思考力・判断力・表現力をはぐくむ指導方法の工夫～

13 家庭 13 東京都 豊島区立南池袋小学校 公立
自分の生活を創り出す子どもの育成
～環境に配慮した生活をめざして～

14 外国語活動 40 福岡県 福岡教育大学附属久留米小学校 国立
主体的な学びをはぐくむ学習指導の創造
～自信をもってコミュニケーションを図る子どもを育てる外国語活動～

15  総合的な学習の時間 7 福島県 郡山市立富田小学校 公立 「将来にわたり、自らの生命・安全を確かに守る力を培う思考力、判断力、行動力の育成」

16 特別活動 59 京都市 京都市立朱雀第七小学校 公立
互いに認め合い，温かい人間関係を育む特別活動
～集団活動を通して，確かな規範意識を育む～

理科

都道府県名

教育課程研究指定校事業（平成２４年度及び平成２４・２５年度指定）　各研究指定校の研究主題

―　平成２４年度　―



教育課程研究指定校事業（平成２４年度及び平成２４・２５年度指定）　各研究指定校の研究主題

―　平成２４年度　―

（中学校）

No. 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 国語 10 群馬県 藤岡市立北中学校 公立
文学的な文章教材において，課題解決的な言語活動を通して，生徒が既習事項を活用しながら主体
的に取り組むことを促す単元の研究開発

2 社会 17 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 多面的・多角的に考察する力を育む指導と評価

3 数学 35 山口県 山口市立鴻南中学校 公立 統計的な眼を鋭くするための教材づくりと指導の工夫

4 1 北海道 秩父別町立秩父別中学校 公立
科学的な思考力や表現力を育てる指導とその評価方法等の工夫改善
～理科における科学的に探究する学習活動の充実を通して～

5 39 高知県 南国市立香長中学校 公立 学力向上に向けた基礎学力の定着と発達段階に応じた科学的な思考力・表現力の育成を図る

6 52 川崎市 川崎市立宮内中学校 公立
探究心を育て実感を伴った理解を図る理科指導
～言語活動を豊かにし，思考力・表現力を育てる指導の工夫～

7 62 神戸市 神戸市立広陵中学校 公立 科学的な思考力・表現力を育成するための指導方法の研究開発

8 17 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 科学的に説明する力を育成するための評価

9 38 愛媛県 愛媛大学教育学部附属中学校 国立
生徒同士が関わり合いながら科学的な思考力・表現力を養うための指導と評価の工夫に関する研究
（中学校）

10 音楽 28 兵庫県 兵庫教育大学附属中学校 国立
協働学習の手法を取り入れた我が国の伝統音楽の鑑賞及び創作活動における思考力・判断力・表現
力の育成

11 美術 47 沖縄県 琉球大学教育学部附属中学校 国立
美術科における主題を生成，構想する力の育成
－言語活動の充実を図る指導の工夫を通して－

12 保健体育 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 国立 思考力・判断力・表現力等を育成する指導と評価

13 技術・家庭 43 熊本県 熊本大学教育学部附属中学校 国立

【技術分野】
生活を工夫し創造する能力の指導と評価
－技術を評価し活用する能力の育成を目指す指導と評価－
【家庭分野】
生活を工夫し創造する能力を育む指導と評価
  ～自己評価力の向上を目指して～

14 外国語 34 広島県 府中町立府中緑ケ丘中学校 公立
つながりのある文章を書く能力を育成するための指導のあり方
～多様な指導形態を生かした指導法の工夫をとおして～

15  総合的な学習の時間 31 鳥取県 鳥取市立福部中学校 公立
思考力（深く）・判断力（正しく）・表現力（美しく）を高めていく生徒の育成
～総合的な学習の時間の探究的な学習を通して～

16 特別活動 37 香川県 高松市立山田中学校 公立
よりよい生活を築くために集団としての意見をまとめる話合い活動の在り方
～生徒会活動，学校行事に向けた話合い活動を通して～

２　学校の教育活動全体に関する研究課題（平成２４・２５年度指定）

（１）幼稚園

No. 都道府県名 園名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 1 北海道 浦臼町立みどり幼稚園 公立
心と体を動かし、伸び伸びと活動する姿を目指して
～身近な自然等を生かした遊びを通して～

2 33 岡山県 岡山大学教育学部附属幼稚園 国立 「ことばの力」を豊かに育む援助のあり方を探る

（２）幼・小連携

No. 地域名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 36 徳島県

藍住町
（藍住北幼稚園，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，藍住東小学校）

公立
幼稚園教育と小学校教育の滑らかな接続の在り方について
～学びの芽生えを育て、自覚的な学びへとつなぐ教育課程や指導方法の在り方について～

理科

都道府県名

都道府県名



教育課程研究指定校事業（平成２４年度及び平成２４・２５年度指定）　各研究指定校の研究主題

―　平成２４年度　―

（３）伝統文化

No. 学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 2 青森県 今別町立今別中学校 公立

生徒が地域の伝統芸能「荒馬（あらま）」に関する学習課題を設定し、それを解決するための探究的、
体験的な学習活動を通して、地域の伝統や文化についての理解を深めさせ、尊重する態度を身に付
けさせるとともに、自分自身の生活の在り方について考えさせるための効果的な指導方法を明らかに
する。

2 4 宮城県 大河原町立大河原小学校 公立
我が国の伝統文化を尊重する児童を育てる指導の在り方
～人とのかかわりを大切にした学習活動を通して～

3 25 滋賀県 長浜市立伊香具小学校 公立 郷土や日本を愛する心を育て、社会の中でより豊かに生きていく力を培い、道徳性の育成を図る

4 35 山口県 山口県立萩商工高等学校 公立
郷土の伝統である萩焼や萩ガラスの実地的な調査・研究を通して伝統文化への理解を深め、郷土に
対する愛着を育てるとともに、地域社会へ貢献する姿勢について学ぶ。また萩焼きの情報発信につい
ての研究を通じて、情報活用・発信能力を育成し、郷土に対するより深い理解の促進に努める。

5 49 仙台市 仙台市立湯元小学校 公立
伝統文化教育に関する指導とその評価方法についての実践研究
～「湯元の田植踊」の伝承活動を通して～

（４）へき地

No. 学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 36 徳島県 上勝町立上勝小学校 公立
ふるさとを愛し，未来を拓く上勝っ子
～かかわり合い，伝え合い，高め合おうとする子どもの育成をめざして～

2 41 佐賀県 唐津市立馬渡小学校・中学校 公立 小規模学級のデメリットをメリットに変える，指導方法の工夫改善についての実践的研究

（５）思考力・判断力・表現力

No. 学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 2 青森県 青森市立浦町中学校 公立
生徒一人一人が考え表現し合うための指導法の研究
～言語活動の充実を通して～

2 4 宮城県 気仙沼市立新月中学校 公立
確かな学力を身に付けさせる指導の在り方
～言語活動の充実を取り入れた「授業づくり」をとおして～

3 7 福島県 白河市立白河第一小学校 公立
学習意欲の育成
～学び合いを通して思考力・判断力・表現力が高まり，自己の変容が実感できる授業のあり方～

4 8 茨城県 高萩市立高萩小学校 公立
実生活で生きてはたらく，思考力・判断力・表現力を育成する教育活動の在り方
－国語科を中核とした生活科，理科における言語活動の充実を通して－

5 13 東京都 町田市立鶴川第二小学校 公立
論理的思考力・判断力・表現力を育てる学習指導過程
－言語を充実した指導法の工夫－

6 14 神奈川県 神奈川県立小田原高等学校(定時制) 公立 思考力･判断力･表現力の育成を通して効果的に社会性と生活力を育む実践研究

7 33 岡山県
岡山県立落合高等学校・
岡山県立真庭高等学校（落合校地）

公立
「総合的な学習の時間」を核としながら各教科での指導とつながりをもった探究的活動の充実を図る
～生きる力としての思考力･判断力･表現力の育成～

8 53 横浜市 横浜市立白幡小学校 公立
研究主題「学ぶ意欲・考える力を育む，豊かな学び合いの創造」
～思考力・判断力・表現力育成のシステム化による学力の向上～

9 26 京都府 京都教育大学附属京都小中学校 国立 生徒一人一人の認知促進に着目した論理的思考力育成プログラムの開発

10 43 熊本県 熊本大学教育学部附属中学校 国立
「未来を拓く思考力・判断力・表現力」の育成
～「論理的思考モデル」を活かした指導と評価を通して～

（６）カリキュラムマネジメント

No. 学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 1 北海道 函館水産高等学校 公立
ＰＤＣＡサイクルを運用した効果的なカリキュラム・マネジメントに関する実践研究
～職場や地域で必要とされる人を育てるために～

2 55 新潟市 新潟市立白新中学校 公立
「未来を切り拓(ひら)く確かな力」を育む教育課程
～協同的‘検討’を重視したカリキュラムマネジメントによる学校づくりを目指して～

３　特定の事項に関する研究課題（平成２４年度指定）

No. 学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

1 35 山口県 下関市立川中中学校 公立
書く力，計算する力を高める指導方法と評価に関する実践研究
～学力調査を生かした授業改善～

2 40 福岡県 那珂川町立岩戸小学校 公立
気づきを「知」につなぐ学びの教育課程と授業の改善
～ 国語科「解釈と説明」と算数科「倍概念（割合）」の学びの”連続カリキュラム” ～
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