
研究課題１　幼稚園（平成２６年度指定）

No 教科等 園名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 13 東京都 港区立白金台幼稚園 公立
幼稚園教育要領に示される５つの領域のねらいの実現状況の分析及び教育課程編成・
指導方法の工夫改善

2 48 札幌市 札幌市立きくすいもとまち幼稚園 公立 遊びを通して伝える力、聞く力を育てるためには

3 58 名古屋市 名古屋市立猪高幼稚園 公立
心と体を動かし、生き生きと生活する幼児を育てる
―楽しく体を動かす体験を積み重ねて―

4 59 京都市 京都市立待賢幼稚園 公立
幼児が主体性を十分に発揮して遊び，充実感を味わうための
教師の援助や環境の在り方を考える。

5 60 大阪市 大阪市立味原幼稚園 公立
身近な環境に好奇心・探究心をもってかかわり、それらを生活に取り入れていこうとする
力を養うための指導の在り方を考える
～自ら考えようとする子どもを育む教育課程の編成を通して～

6 13 東京都 板橋富士見幼稚園 私立
教育要領実現状況の中で「さまざまな体験を通して、好奇心や探求心を培い、伝え合う喜
びや人と関わる力が育つ為の環境のあり方を考える」

7 39 高知県 私立若草幼稚園 私立 身近な生き物とのかかわりを通して、生きることを学ぶ

8 13 東京都 東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎 国立
「学びの基礎力」と「学びの芽」を育成する教育課程の編成
〜５領域に着目した、幼児が主体性を発揮する環境の構成〜

9 16 富山県 富山大学人間発達科学部附属幼稚園 国立 子どもの体験を支える　～子どもがしている体験の意味を探る～

10 31 鳥取県 鳥取大学附属幼稚園 国立 学びをつなぐカリキュラムの創造Ⅱ～遊びの充実をめざして～

研究課題２

小学校（平成２６年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 1 北海道 室蘭市立旭ヶ丘小学校 公立
自ら学び，思いや考えを伝え合う子の育成
～学び合いを充実させるための指導の工夫～

2 5 秋田県 由利本荘市立鶴舞小学校 公立
よりよい自分を求めて自ら学び，高め合う子どもの育成
～習得したことを活用して，思考力・判断力・表現力を高める単元開発～

3 35 山口県 岩国市立麻里布小学校 公立
単元を貫く言語活動を通して,  思考することを楽しむ子どもを育てる
～「読むこと」と「書くこと」の関連を通して～

4 44 大分県 佐伯市立佐伯小学校 公立
主体的に読み、適切に表現する子どもの育成
～ 単元を貫く言語活動を位置づけた授業と指導法の工夫・改善を通して～

5 26 京都府 亀岡市立千代川小学校 公立
ともに学び、郷土を愛し、未来を創る児童の育成
～協働的な学びと地域教材を通した社会科の授業づくり～

6 59 京都市 京都市立岩倉北小学校 公立
問題解決的な学習を通して，基礎的・基本的な知識・技能を習得し，社会的な事象につい
て自ら考えたことを表現・交流することにより，社会的な見方や考え方を培う。
～子供の思考・判断・表現力を養う教材開発・単元構成・学習展開の在り方について～

7 17 石川県 中能登町立鳥屋小学校 公立 学びの力を身に付け，自分の思いや考えを伝え合い深め合う子の育成

8 34 広島県 福山市立新市小学校 公立
考え表現する力を育てる算数科授業の創造
～学び合う活動を通して～

9 35 山口県 下関市立王司小学校 公立
自ら学び、筋道を立てて考え表現できる児童の育成
～割合の指導を通して～

10 41 佐賀県 伊万里市立大坪小学校 公立
確かな学力を育む指導方法のあり方
～算数科における思考力・表現力の伸長を核として～
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11 23 愛知県 岡崎市立愛宕小学校 公立
見たい 知りたい 学びたい
目指せ　スーパーサイエンスキッズ
―活用する場を活かす理科の授業―

12 39 高知県 いの町立伊野小学校 公立
科学的な思考力を高める言語活動
－理科における問題解決の過程の充実を通して－

13 43 熊本県 山鹿市立稲田小学校 公立 科学的な見方や考え方を高め合う理科学習

14 44 大分県 佐伯市立鶴岡小学校 公立
主体的に活動や体験を行い，思いや考えを表現できる子どもの育成
～他教科との関連を図り，気付きの質を高める学習指導の在り方～

15 53 横浜市 横浜市立大岡小学校 公立
自ら学びを創り、生き方を豊かにする子ども
～対象とのかかわりを深める単元の構想と1時間の授業作り～

16 26 京都府 京田辺市立松井ヶ丘小学校 公立
思いや意図をもって表現する力と味わって聴く力の育成
―考えを伝え合いながら、楽しく活動することを通して―

17 59 京都市 京都市立山ノ内小学校 公立
表現と鑑賞の関連を図った指導方法の研究
～題材構成と学習形態の工夫を通して～

18 37 香川県 丸亀市立飯山南小学校 公立
進んで学び　豊かに表現し　ともに高め合う子どもを育てる
－ つながり　ひろがり　ひびき合う　造形活動の創造 －

19 38 愛媛県 砥部町立麻生小学校 公立
ふくらむ思いをよりよく表現しようとする児童の育成
－関わり合いを大切にした活動を通して－

20 10 群馬県 前橋市立下川淵小学校 公立 自分の生活を見つめ、よりよい生活を創り出す児童の育成

21 53 横浜市 横浜市立神奈川小学校 公立
自らの問題を自ら追究し、共に考え、表現していく子どもの育成
～　食に関する知識や技能を活用し、実践力につなげる指導と評価　～

22 1 北海道 神恵内村立神恵内小学校 公立
運動や健康に対して目的意識を持ち、主体的にねばり強く取り組み続ける子供の育成
～体育の授業における具体的な手立てを実践することを通して～

23 25 滋賀県 彦根市立城南小学校 公立
子供が夢中になる楽しい体育学習
～ともに学び　わかる　できる　子供の育成～

24 35 山口県 周南市立岐山小学校 公立
心を磨く道徳教育の在り方
～よりよい生き方を求め、他者とかかわり自分を見つめる道徳の時間の授業づくり～

25 59 京都市 京都市立七条第三小学校 公立
自分のおもいを豊かに表現する子の育成
～育てたコミュニケーション力を生かした道徳の時間～

26 34 広島県 海田町立海田小学校 公立
小学校の「慣れ親しみ」を中学校の「表現・理解の能力」につなげる小中連携のあり方
～英語表現にふれる頻度を高めるカリキュラムの工夫・英語教育推進教員の活用を通し
て～

27 36 徳島県 徳島市立福島小学校 公立
コミュニケーション能力の素地を養う外国語活動
－　「たのしむ」「かかわる」「つながる」活動を通して　－

28 53 横浜市 横浜市立釜利谷西小学校 公立 9年間の学びのゴールを見据え、小中の接続を図る外国語指導のあり方

29 53 横浜市 横浜市立戸部小学校 公立
自ら学びを創りだす子どもの育成
～子どもが探究の過程を自覚しながら学習活動を展開し、自己の変容や成長を自覚でき
る単元構想・小単元構想・授業作り～

30 65 北九州市 北九州市立すがお小学校 公立
ふるさとに学び、ふるさとを愛し、ふるさとを創る子どもの育成
～「志を育てる未来志向型ふるさと教育」の推進を通して～

31 3 岩手県 盛岡市立緑が丘小学校 公立
自己の学びを創る子どもを育てる
～学びを実感できる学級活動を通して～

32 31 鳥取県 鳥取県鳥取市立日進小学校 公立
連帯感を育む仲間づくり
～伝え合い、折り合い、共に実現する力の育成～
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中学校（平成２６年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 5 秋田県 大仙市立大曲中学校 公立
生徒が主体的に言語活動に取り組みながら，「対話」を通して思考・判断・表現する単元
構成の工夫

2 43 熊本県 山鹿市立山鹿中学校 公立 生徒が既習事項を活用しながら、主体的に学習に取り組む指導方法等の実践的研究

3 14 神奈川 横須賀市立長沢中学校 公立
主体的な知的活動から思考力・判断力を高め、豊かな表現力を養う授業と学習評価
―社会的事象への関心が低い生徒の思考を促す問いについての研究―

4 1 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 国立 「学びの主体者」となる生徒の育成　－「問い」を活かす授業の探究－

5 8 茨城県 大洗町立南中学校 公立
よりよく生きようとする生徒の姿に培う豊かな学びの創造
～数学科における思考力・表現力の育成を目指した指導の工夫～

6 35 山口県 山口市立宮野中学校 公立
直感と理論をつなぐ数学授業の工夫
～【かく】、【きく】、【つたえる】共同的な学び～

7 38 愛媛県 今治市立南中学校 公立 日常生活で数学を活用する力を育むための統計手法を用いた指導方法等の研究

8 34 広島県 福山市立城北中学校 公立
科学的に探究する学習活動を柱とした思考力・表現力を高める授業の創造
～小学校とのつながりを意識した指導を通して～

9 1 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 国立 「学びの主体者」となる生徒の育成　－「問い」を活かす授業の探究－

10 37 香川県 香川大学教育学部附属坂出中学校 国立 変数とデータに着目した探究スキルＵＰの特別プログラムの開発

11 1 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 国立
「学びの主体者」となる生徒の育成を目指した「問い」を活かす授業の探究
～創作の授業における思考力・判断力・表現力の育成を目指して～

12 11 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 国立
音楽科における思考力・判断力・表現力を育てる指導法の研究
～指導と評価の一体化を重視した学習指導～

13 5 秋田県 大仙市立西仙北中学校 公立
自ら表したいことを見付け，豊かに表現する生徒の育成
～美術が実生活とつながる実感をもたせ，生きて働く力を身に付けさせる指導の工夫～

14 14 神奈川 横須賀市立長沢中学校 公立
主体的な知的活動から思考力・判断力・表現力等を高め，豊かな表現力を養う授業と学
習評価
―思考力・判断力・表現力等を高め，美術科の活動を深める研究―

15 34 広島県 尾道市立因北中学校 公立
生涯にわたって運動に親しむ資質や能力・健康の保持増進のための実践力を創造する
保健体育学習
～仲間との関わり合いを通して，思考力・判断力を育む指導方法の工夫～

16 1 北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 国立 「学びの主体者」となる生徒の育成　－「問い」を活かす授業の探究－

17 9 栃木県 宇都宮市立陽西中学校 公立 食生活をより豊かにしようと工夫する能力と実践的な態度を育むための指導の工夫

18 24 三重県 鈴鹿市立創徳中学校 公立
食生活の中で活かす確かな実践力の育成
～　　「お弁当作り」を通して食生活をよりよくしようとする能力と態度を育てる　～

19
技術・家庭
（技術分野）

24 三重県 鈴鹿市立創徳中学校 公立 生活の中で活かす確かな実践力の育成

20
技術・家庭
（技術分野）

1 北海道 北海道教育大学附属旭川中学校 国立
①生活を工夫し創造する能力の指導と評価
②教科の本質の追究

21 1 北海道 弟子屈町立弟子屈中学校 公立
主体的に考えたり判断したりしながら内容を理解する能力の育成
～読むことの目的を明確にした言語活動を通して～

22 39 高知県 大豊町立大豊町中学校 公立
主体的に英文を読もうとする態度の育成
～「話すこと」「書くこと」と関連付けた教材や仲間とのインタラクションを通して～

外国語

技術・家庭
（家庭分野）

保健体育

音楽

理科

数学

社会

国語

美術

都道府県市名



23 59 京都市 京都市立双ヶ丘中学校 公立
しなやかな道徳教育の推進
～教科等の特質を生かした道徳教育の取組を通して～

24 67 熊本市 熊本市立出水南中学校 公立
教育活動全体を通じて行う，自他を大切にし，思いやりの心をもつ生徒の育成
～道徳の時間の工夫と，各教科等の授業に「出南タイム」（協同的学習）を位置づけて～

25 2 青森県 今別町立今別中学校 公立
探究活動（課題の設定→調査→整理・分析→まとめ→発表）を充実させるための、学年に
応じた個人課題設定の在り方、協同的な学び合い活動の在り方及び自らの生き方を考え
させるための効果的な指導の在り方を、これまでの研究の成果を踏まえて明らかにする。

26 26 京都府 相楽東部広域連合立笠置中学校 公立
地域の活性化をめざし、生徒が意欲的に取り組める総合的な学習の時間
～地域とつながり・地域を考え・地域に貢献できる生徒の育成～

27 31 鳥取県 鳥取市立西中学校 公立
鳥取市中心市街地で、地域社会の担い手として、自治的能力を育む学校づくり
～生徒会活動や学級活動、学校行事を通して、自分らしさを大切に、仲間と喜びを分かち
合い、自ら判断し行動できる生徒を育むための指導方法や評価方法の工夫～

28 55 新潟市 新潟市立白新中学校 公立
多文化共生社会において生きて働く力を育む特別活動の在り方
～ファシリテーションと「未来への足跡」の効果的な活用を通して～

高等学校（共通教科）（平成２６・２７年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 国語 1 北海道 北海道士別翔雲高等学校 公立
言語活動を取り入れた「読むこと」の学習指導及び学習評価の在り方に関する研究
（②「読むこと」の学習指導と学習評価の工夫改善）

2 24 三重県 三重県立白山高等学校 公立 フィールドワークで学ぶ地域の地理歴史

3 42 長崎県 長崎県立佐世保北高等学校 公立
地理歴史科における各科目間の連携を通した思考力の育成についての研究
～アクティブ・ラーニングを活用した学習活動の展開～

4 公民 1 北海道 北海道浦河高等学校 公立
「幸福，正義，公正」についての生徒の理解を深めるとともに，他者とのよりよい関係を築
く意欲や関心を高め，態度を醸成する具体的な指導方法の研究

5 1 北海道 北海道札幌英藍高等学校 公立
基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着を図るとともに，生徒の主体的な活動を重視し
た指導方法の工夫・改善についての研究

6 33 岡山県 岡山県立岡山芳泉高等学校 公立
思考力・判断力・表現力を育成する指導方法の研究
～書くこと，説明することを重視した言語活動を通して～

7 理科 10 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 公立
言語活動を積極的に取り入れた理科基礎科目の授業づくりに関する研究
～グループ学習等による観察・実験等の多面的な探究活動をとおして～

8 1 北海道 北海道北広島高等学校 公立
学習に主体的に取り組み，知識や技能を活用する学習活動を取り入れた指導方法の工
夫・改善についての実践研究

9 10 群馬県 群馬県立前橋東高等学校 公立
「生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続するとともに健康を保持増進するため、実生
活、実社会における実践力を育成する」指導方法の工夫改善に関する実践研究

10 音楽 27 大阪府 大阪府立夕陽丘高等学校 公立
普通科芸術科選択科目「音楽Ⅰ」における和楽器指導の充実
みんなで紡ぐ！　『さくら変奏曲』を創ろう　～「音楽Ⅲ」での実践をふまえて～

11 4 宮城県 宮城県宮城野高等学校 公立 幅広い創造活動における主体的な学びから豊かな感性と情操を育む指導の工夫・改善

12 5 秋田県 秋田県立西目高等学校 公立 育成する資質や能力から考える「美術Ⅰ」の指導方法の工夫と題材設定

13 書道 4 宮城県 宮城県涌谷高等学校 公立
鑑賞において言語活動の充実を図り，表現と関連させながらの主体的・創造的な書表現
の工夫を通して，生徒の関心・意欲を高める指導方法についての研究

14 外国語 1 北海道 北海道釧路江南高等学校 公立
「コミュニケーション英語Ⅰ・Ⅱ」，「英語表現Ⅰ・Ⅱ」における４技能の総合的なコミュニ
ケーション能力を育成するための「CAN-DOリスト」の形での学習到達目標の設定及び指
導と評価における活用方法に関する研究

美術

数学

地理歴史

総合的な学
習の時間

道徳

保健体育

特別活動

都道府県市名



15 8 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 公立
実践的・体験的な学習指導の工夫
～学習指導要領の改訂の趣旨を明確にした「家庭基礎」における効果的な指導法の研究
～

16 12 千葉県 千葉県立関宿高等学校 公立
連携型中高一貫教育校における学習方法の工夫改善についての研究
～少子高齢社会への対応等、地域のニーズを踏まえた家庭科教育の充実に向けて～

17 8 茨城県 茨城県立東海高等学校 公立
言語活動をとおした論理的思考力・表現力の育成と評価方法の開発
～言語活動を用いた授業における論理フォームを活用した評価を通して～

18 14 神奈川 神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校 公立
共通教科情報科における問題解決型協働学習に関する研究
～学習意欲を高める題材の工夫を通した、思考力、判断力、表現力の育成～

19 1 北海道 北海道函館稜北高等学校 公立
21世紀型学力の育成を目指して「協同的な学び合い」の一層の充実を図るため，各教科･
科目の授業との関連を図った「総合的な学習の時間」の組織的，計画的な指導計画及び
指導方法の実践研究

20 29 奈良県 奈良県立登美ケ丘高等学校 公立

奈良県における全ての県立高校が取り組む郷土学習「奈良TIME」を本校では「総合的な
学習の時間」に実施している。この学習を通して，生徒に主体的に探究する力や情報活用
力を身に付けさせたいと考えている。生徒が意欲的に取り組み，当初の目的を達成する
ために「総合的な学習の時間」をどのように展開すべきかを検証する。

21 特別活動 28 兵庫県 兵庫県立東灘高等学校 公立 生徒の夢をかたちにするキャリア教育の推進

高等学校（専門教科）（平成２６・２７年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 1 北海道 北海道静内農業高等学校 公立
地域農業や地域社会の持続的かつ安定的な発展に寄与する産業人育成に関する研究
～地域教育力を活用した農業教育の指導方法と評価方法等の工夫・改善～

2 35 山口県 山口県立山口農業高等学校 公立
将来の地域社会を担う人材育成に資する専門教育の在り方についての実践研究
～生徒に「身に付けさせたい力」の明確化と指導方法、評価方法の改善～

3 43 熊本県 熊本県立菊池農業高等学校 公立
科目「農業と環境」における座学と実験・実習の有意な連携と、農業学習への関心及び意
欲を高めるための指導方法等の研究
～「教師が教える」から「生徒が主体的に学ぶ」学習活動への転換を目指して～

4 11 埼玉県 埼玉県立川越工業高等学校 公立
学習指導要領の趣旨等を実現するため、教科「工業」における基本的な技術・技能と主体
的に学ぶ態度を育成するための指導方法と評価方法の工夫改善及び学習の実現状況の
把握についての研究

5 14 神奈川 神奈川県立磯子工業高等学校 公立
学習指導要領の趣旨等を実現するため、｢工業技術基礎｣における実践的な学習活動の
指導から、工業技術者としての資質・能力を育成する指導方法及び評価方法の工夫改善
及び学習の実現状況の研究

6 20 長野県 長野県長野工業高等学校 公立
「工業技術基礎」において、思考力・判断力・表現力を育成するため、「言語活動」の充実
を図る観点から、指導方法及び評価方法等の工夫改善を図り、生徒の学習の実現状況を
把握するための実践研究。

7 28 兵庫県 兵庫県立姫路工業高等学校 公立
「工業技術基礎」における知識、技術及び技能の習得に係る指導と評価の一体化を図り、
学習の実現状況を把握する研究

8 1 北海道 北海道小樽商業高等学校 公立
学習指導要領の趣旨等を実現するためのケースメソッドを取り入れた指導方法と評価方
法の工夫改善及び学習の実現状況の把握についての研究

9 14 神奈川 神奈川県立厚木商業高等学校 公立
学習指導要領の趣旨等を実現するためのディベート等を取り入れた指導方法と評価方法
の工夫改善及び学習の実現状況の把握についての研究

10 31 鳥取県 鳥取県立鳥取商業高等学校 公立
新学習指導要領の趣旨等を実現するためのケーススタディ及び知識構成型ジグソー法を
活用した指導方法，評価方法の工夫改善と学習の実現状況の把握についての研究

11 34 広島県 広島県立呉商業高等学校 公立
学習指導要領の趣旨等を実現するための実践的なコミュニケーション能力を育成する指
導方法と評価方法の工夫改善及び学習の実現状況の把握についての研究。

情報（共通
教科）

家庭（共通
教科）

総合的な学
習の時間

都道府県市名

農業

工業

商業



12 5 秋田県 秋田県立男鹿海洋高等学校 公立 原則履修科目「水産海洋基礎」の効果的な指導及び評価方法について

13 32 島根県 島根県立浜田水産高等学校 公立
科目「水産海洋基礎」を通じて、地域の水産業・海洋関連産業を支える人材を育てる指導
法等の研究

14 39 高知県 高知県立高知海洋高等学校 公立
科目「水産海洋基礎」の効果的な学習とその指導方法及び評価方法等に関する実践研
究
～地域の水産･海洋関連産業を支える人材育成をめざして～

15 45 宮崎県 宮崎県立宮崎海洋高等学校 公立
教科「水産」における学習指導要領の目標を具現化するための導入科目として、また、水
産・海洋関連に興味・関心を持たせることのできる共通基礎科目としての「水産海洋基礎」
の指導方法と評価の在り方の研究

16 3 岩手県 岩手県立花北青雲高等学校 公立
生活産業や関連する職業への関心を高め、職業人の視点でとらえた課題解決ができる実
践的な能力を身につけさせる指導方法や評価方法の工夫

17 21 岐阜県 岐阜県立岐阜城北高等学校 公立
生活文化科における新教育課程の専門科目の授業実践を通して、確かな技術力の定着
を図るための指導方法の研究
～職業人の育成につながる技術力の定着と実践力の向上を目指して～

18 31 鳥取県 鳥取県立米子南高等学校 公立
専門教科「家庭」における地域の活性化を目指した商品化の取り組みの指導と効果的評
価の工夫

19 40 福岡県 福岡県立折尾高等学校 公立 『商品開発』を体系的に推進するための指導方法等の工夫改善に関する実践研究

20 8 茨城県 茨城県立岩瀬高等学校 公立
看護の基礎的な知識と技術の習得を向上させる指導方法と評価の工夫改善について
～日常生活援助に視点をあてて～

21 23 愛知県 愛知県立宝陵高等学校 公立
主体的な学習を通して生徒の「自ら考え学ぶ力」を育成するための取組
―看護実践能力としての統合力を目指した学習活動の検討と実践―

22 30 和歌山 和歌山県立熊野高等学校 公立
自ら学び、考え、行動する力の育成のための指導の工夫と評価
～看護の実践への展開においてジグソー学習法を取り入れた取組の評価～

23 40 福岡県 私立折尾愛真高等学校 私立
基礎看護の授業を通して思考力、判断力、表現力、技能を育成する指導方法の工夫改善
についての研究

24 26 京都府 京都府立京都すばる高等学校 公立 倫理観あふれる情報のスペシャリスト育成を目指して

25 29 奈良県 奈良県立奈良情報商業高等学校 公立
専門教科情報科の指導の工夫
－IT活用基礎力を定着させる専門教科「情報科」の在り方－

26 11 埼玉県 埼玉県立誠和福祉高等学校 公立
新学習指導要領の趣旨等を実現するための教育課程の編成、指導方法等の工夫改善に
関する研究並びに新学習指導要領に基づく各科目の目標や内容に照らした生徒の学習
の現状把握する研究

27 22 静岡県 静岡県立磐田北高等学校 公立 高等学校福祉科における介護福祉士の資質・能力の育成に向けた取組

28 24 三重県 三重県立伊賀白鳳高等学校 公立
地域の福祉を担う人材として必要な福祉観の醸成を図るための教育内容及び教育方法
の工夫改善

29 30 和歌山 和歌山県立有田中央高等学校 公立
教科「福祉」の授業における指導方法及び評価方法の工夫改善と学習習熟状況に関する
研究～指導と評価の一体化により思考力・判断力・表現力を育む授業実践～

情報（専門
教科）

福祉

水産

家庭（専門
教科）

看護



研究課題３

（１）伝統文化教育（平成２６・２７年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 39 高知県 いの町立神谷小学校 公立
我が国や郷土の伝統文化を尊重する児童の育成
－体験活動を充実した教育課程を通して-

2 49 仙台市 仙台市立幸町小学校 公立 我が国の伝統文化への関わりを日常生活から意識させる学習指導の工夫

3 59 京都市 京都市立明徳小学校 公立
地域と共に歩み，地域と共に育てる
～食育を通して，"ほんまもん"を見極める力の育成～

4 13 東京都 台東区立柏葉中学校 公立
我が国や郷土の歴史や伝統・文化に対する理解を深め、これらを愛する心をはぐくむ教
育の推進

5 28 兵庫県 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 公立

1766(明和３)年創設の篠山藩校「振徳堂」及び1876(明治９)年創設の「私立篠山中学舎」
の伝統を受け継ぐ本校が、地域の伝統と文化を継承するとともに、少子高齢化の進む中
山間地丹波篠山において、地域社会の活性化に寄与することができる人材育成のための
教育課程の研究を行う。

（２）へき地教育（平成２６・２７年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 へき地教育 41 佐賀県 嬉野市立大野原小・中学校 公立
地域と豊かに関わり、自分の思いや考えを伝え合うことのできる児童生徒の育成
～へき地や小中併設校のよさを生かし、学校・家庭・地域が一体となった教育活動を通し
て～

（３）論理的思考（平成２６・２７年度及び平成２６・２７・２８年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 59 京都市 京都市立開晴小学校 公立
小中９年間の学びを通して，確かな学力を身に付け、自己実現を図る児童生徒の育成
～言語活動の充実を図り，思考力・判断力・表現力の育成をめざす～

2 15 新潟県 新潟大学教育学部附属新潟小学校 国立 学びをつなぐ力を高める授業

3 15 新潟県 新潟大学教育学部附属新潟中学校 国立 思考の広がり深まりの中で「学ぶ喜び」を実感・納得していく授業

4 25 滋賀県 滋賀大学教育学部附属中学校 国立
思考と表現をつなぐ「判断」のありように着目した学習指導研究
～論理的思考の，思考ツールなどを活用した教科横断的指導を通して～

5 34 広島県 広島県立庄原格致高等学校 公立
論理的思考力及び表現力の育成を図るための指導と評価の工夫改善に関する研究
～パフォーマンス課題の設定とルーブリックの作成を通して～

6 44 大分県 大分県立安心院高等学校 公立
教科・領域を横断して学習し，ローカルな視点からグローバルな発想を展開させる言語活
動の充実

（４）ＥＳＤ（平成２６・２７年度指定）

No 教科等 学校名 設置者 各研究指定校における研究課題

1 23 愛知県 岡崎市立男川小学校 公立
教科とつながるＥＳＤ（持続発展教育）
－他者意識をもって聴き合い，思考・判断・表現できる子どもの育成－

2 63 岡山市 岡山市立三勲小学校 公立
持続可能な社会づくりに向けて主体的に取り組み，ともに育ち合う児童の育成
～郷土の文化と日本の伝統文化に着目した授業の創造～

3 59 京都市 京都市立嵯峨中学校 公立 地域との連携によりESDを推進する教育のあり方を探究する。

4 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
持続可能な社会の形成者として必要な能力や資質の育成
 ～教科間のつながりを目指したカリキュラム開発を通して～

5 34 広島県 広島県立御調高等学校 公立
各教科等におけるESD年間指導計画の作成しESDの視点を踏まえた指導方法の工夫・改
善を行うことで，生徒に多面的・総合的に捉える力及び協同的に課題解決していく力を育
成する。

6 35 山口県 山口県立宇部工業高等学校 公立
環境改善技術研究
～持続可能な社会の構築に貢献できる資質・能力の育成に向けて～

都道府県市名

論理的思考

都道府県市名
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