
【幼稚園】

No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

1 幼稚園 東京都 中央区立有馬幼稚園

【小学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

1 東京都 豊島区立千早小学校

2 東京都 千代田区立和泉小学校

3 千葉県 習志野市立大久保東小学校

4 横浜市 横浜市立港北小学校

5 国立 千葉大学教育学部附属小学校

6 東京都 町田市立大蔵小学校

7 東京都 江東区立第二辰巳小学校

8 埼玉県 越谷市立東越谷小学校

9 横浜市 横浜市立西富岡小学校

10 国立 東京学芸大学附属小金井小学校

11 東京都 立川市立上砂川小学校

12 東京都 目黒区立八雲小学校

13 東京都 武蔵野市立第三小学校

14 東京都 東大和市立第四小学校

15 東京都 東京学芸大学附属世田谷小学校

16 東京都 杉並区立和田小学校

17 東京都 荒川区立第三峡田小学校

18 東京都 江戸川区立鹿本小学校

19 東京都 国立市立国立第三小学校

20 東京都 日野市立七生緑小学校

21 千葉県 栄町立竜角寺台小学校

22 埼玉県 新座市立第四小学校

23 茨城県 吾妻学園つくば市立吾妻小学校

24 茨城県 筑西市立大田小学校

25 横浜市 横浜市立岸谷小学校

26 相模原市 相模原市立桜台小学校

27 相模原市 相模原市立田名北小学校

28 千葉市 千葉市立登戸小学校

29 千葉市 千葉市立海浜打瀬小学校

30 東京都 荒川区立峡田小学校

31 東京都 足立区立弘道小学校

32 埼玉県 新座市立野寺小学校

33 横浜市 横浜市立三ツ沢小学校

34 川崎市 川崎市立東菅小学校

35 国立 埼玉大学教育学部附属小学校

36 東京都 荒川区立尾久第六小学校

37 相模原市 相模原市立鶴園小学校

38 千葉市 千葉市立北貝塚小学校

39 国立 筑波大学附属小学校

40 東京都 墨田区立業平小学校

41 千葉県 成田市立成田小学校

42 埼玉県 戸田市立新曽北小学校

43 横浜市 横浜市立美しが丘西小学校

44 横浜市 横浜市立南太田小学校

45 川崎市 川崎市立川中島小学校

46 さいたま市 さいたま市立高砂小学校

47 国立 埼玉大学教育学部附属小学校

48 東京都 大田区立馬込小学校

49 東京都 大田区立都南小学校

50 東京都 大田区立小池小学校

51 横浜市 横浜市立寺尾小学校

52 神奈川県 横須賀市立野比東小学校

53 栃木県 宇都宮大学附属小学校

54 国立 埼玉大学教育学部附属小学校

55 外国語 東京都 足立区立新田学園
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No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

56 東京都 目黒区立田道小学校

57 東京都 豊島区立池袋本町小学校

58 東京都 文京区立本郷小学校

59 東京都 大田区立洗足池小学校

60 東京都 足立区立足立小学校

61 東京都 新宿区立落合第一小学校

62 東京都 三鷹市立第二小学校

63 神奈川県 座間市立相模が丘小学校

64 埼玉県 越谷市立大沢小学校

65 横浜市 横浜市立本町小学校

66 横浜市 横浜市立日枝小学校

67 横浜市 横浜市立戸部小学校

68 横浜市 横浜市立大岡小学校

69 東京都 板橋区立桜川小学校

70 東京都 台東区立谷中小学校

71 東京都 新宿区立落合第三小学校

72 東京都 荒川区立第四峡田小学校

73 千葉県 八千代市立大和田小学校

74 埼玉県 戸田市立喜沢小学校

　　　　　【義務教育学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

1 数学 茨城県 つくば市立学園の森義務教育学校

2 外国語 茨城県 つくば市立学園の森義務教育学校

【中学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

1 茨城県 坂東市立岩井中学校

2 相模原市 相模原市立相原中学校

3 国立 埼玉大学教育学部附属中学校

4 東京都 府中市立府中第三中学校

5 栃木県 栃木県宇都宮市立城山中学校

6 栃木県 宇都宮市立陽東中学校

7 国立 東京学芸大学附属竹早中学校

8 国立 宇都宮大学教育学部附属中学校

9 東京都 台東区立御徒町台東中学校

10 千葉県 八千代市立村上中学校

11 埼玉県 東松山市立北中学校

12 茨城県 吾妻学園つくば市立吾妻中学校

13 茨城県 鹿嶋市立大野中学校

14 千葉市 千葉市立緑町中学校

15 川崎市 川崎市立臨港中学校

16 相模原市 相模原市立小山中学校

17 国立 横浜国立大学教育学部
附属鎌倉中学校

18 東京都 世田谷区立千歳中学校

19 東京都 練馬区立開進第四中学校

20 茨城県 洞峰学園つくば市立谷田部東中学校

21 群馬県 群馬大学教育学部附属中学校

22 群馬県 前橋市立芳賀中学校

23 川崎市 川崎市立西高津中学校

24 千葉市 千葉市立蘇我中学校

25 横浜市 横浜市立南高等学校
附属中学校

26 国立 お茶の水女子大学附属中学校

27 東京都（私立）
学校法人　新渡戸文化学園
新渡戸文化小中学校

28 茨城県 取手市立戸頭中学校

29 さいたま市 埼玉大学教育学部附属中学校

30 千葉市 千葉市立有吉中学校

31 相模原市 相模原市立大野台中学校

音楽

外国語活動

道徳

生活・総合的な学習の
時間

特別活動

国語

社会

数学

理科



No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

32 埼玉県 朝霞市立朝霞第五中学校

33 神奈川県 横浜国立大学附属横浜中学校

34 神奈川県 鎌倉市立岩瀬中学校

35 茨城県 那珂市立第二中学校

36 相模原市 相模原市立相武台中学校

37 相模原市 相模原市立相陽中学校

38 川崎市 川崎市立富士見中学校

39 保健体育 東京都 三鷹市立第一中学校

40 神奈川県 厚木市立荻野中学校

41 相模原市 相模原市立清新中学校

42 国立 茨城大学教育学部附属中学校

43 国立 宇都宮大学教育学部附属中学校

44 国立 埼玉大学教育学部附属中学校

45 東京都 葛飾区立上平井中学校

46 神奈川県 大井町立湘光中学校

47 川崎市 川崎市立西高津中学校

48 東京都 足立区立新田学園

49 東京都 中野区立中野東中学校

50 神奈川県 寒川町立寒川東中学校

51 埼玉県 熊谷市立熊谷東中学校

52 千葉県 千葉県立東葛飾中学校

53 茨城県 常総市立石下中学校

54 茨城県 下妻市立下妻中学校

55 横浜市 横浜市立横浜吉田中学校

56 川崎市 川崎市立高津中学校

57 相模原市 相模原市立相模台中学校

58 さいたま市 さいたま市立大砂土中学校

59 茨城県 龍ケ崎市立長山中学校

60 相模原市 相模原市立上鶴間中学校

61 千葉市 千葉市立高洲第一中学校

　　　【中等教育学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

1 神奈川県 神奈川県立平塚中等教育学校

2 国立 東京学芸大学附属国際中等教育学校

3
地理歴史(日本史・世界

史・地理）
国立 東京学芸大学附属国際中等教育学校

4 技術・家庭（技術分野） 国立 東京学芸大学附属国際中等教育学校

5 情報（共通） 東京都 東京都立三鷹中等教育学校

【高等学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

1 神奈川県 神奈川県立松陽高等学校

2 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校

3 千葉県 千葉県立銚子高等学校

4 東京都 東京都立広尾高等学校

5 神奈川県 神奈川県立鶴見高等学校

6 東京都 東京都立六本木高校

7 東京都 東京都立国分寺高等学校

8 千葉県 千葉県立袖ヶ浦高等学校

9 東京都 お茶の水女子大学附属高等学校

10 国立 筑波大学附属高等学校

11 国立 東京学芸大学附属高等学校

12 地理歴史（世界史） 栃木県 栃木県立宇都宮南高等学校

13 神奈川県 神奈川県立瀬谷西高等学校

14 千葉市 千葉市立稲毛高等学校

15 国立 筑波大学附属駒場中学校・高等学校

16 茨城県 茨城県立茨城東高等学校

17 茨城県 茨城県立竜ケ崎第一高等学校

18 国立 筑波大学附属駒場中学校・高等学校

19 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校

美術

技術・家庭（技術分野）

技術・家庭（家庭分野）

外国語

道徳

理科（物理）

国語

地理歴史(日本史・世界
史・地理）

地理歴史(日本史・世界
史）

公民

理科（物理）



No. 教科等 都道府県・指定都市名 研究協力校名

20 茨城県 茨城県立水戸第三高等学校

21 埼玉県（私立） 立教新座中学校・高等学校

22 理科（生物、化学） 埼玉県 埼玉県立所沢高等学校

23 千葉県 千葉県立小金高等学校

24 東京都（私立） 三田国際学園 中学校・高等学校

25 千葉県 千葉県立千城台高等学校

26 千葉県 千葉県立白井高等学校

27 神奈川県 神奈川県立茅ケ崎高等学校

28 神奈川県 神奈川県立座間高等学校

29 芸術科（書道） 川崎市 川崎市立川崎高等学校

30 茨城県 茨城県立竹園高等学校

31 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校

32 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校

33 千葉県 千葉県立成田国際高等学校

34 千葉県 千葉県立長生高等学校

35 東京都 東京都立小松川高等学校

36 千葉県 千葉県立土気高等学校

37 茨城県 茨城県立中央高等学校

38 茨城県 茨城県立竜ヶ崎第二高等学校

39 千葉県 千葉県立木更津東高等学校

40 神奈川県 神奈川県立生田東高等学校

41 神奈川県 神奈川県立相模原総合高等学校

42 東京都 東京都立町田高等学校

43 千葉県 千葉県立袖ヶ浦高等学校

44 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校

45 東京都 東京都立新宿山吹高等学校

46 農業 東京都 東京都立農業高等学校

47 埼玉県 埼玉県立川越工業高等学校

48 東京都 東京都立多摩工業高等学校

49 商業 埼玉県 埼玉県立浦和商業高等学校

50 水産 富山県 富山県立滑川高等学校

51 岡山県 岡山県立倉敷中央高等学校

52 東京都（私立） 学校法人愛国学園　愛国高等学校

理科（化学）

情報（共通）

情報（専門）

工業

看護

理科（生物）

理科（生物、地学）

芸術科（音楽）

外国語

家庭（共通）

家庭（専門）


	令和元年　協力校（合併）調査官名なし

