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平成２３年度研究指定校事業に係る年度計画

国立教育政策研究所中期目標（平成２３年３月策定）Ⅰの５の（２）に基づき、平成２３年度

における研究指定校事業に係る年度計画を次のとおり定める。

１．基本的考え方

学習指導要領の改訂に必要な資料を得るとともに、各学校における学習指導要領に基づく教育

課程編成及び指導方法等の改善充実を図り、教育課程の基準の改善に資するために、特に重要な

課題について研究テーマを示し、指定校や指定地域で実践的な研究を進める。平成２３年度にお

ける事業の計画策定に当たっては、以下のような課題に対応することに留意した。

・平成２３年度より新しい学習指導要領が順次全面実施となる中で、各学校が新しい学習指導

要領の趣旨を具体化して学習指導を更に充実していくために参考となる実践例が必要とされ

ていること。

・中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会「児童生徒の学習評価の在り方について」

（報告）で、当研究所に対し、近年の諸外国における研究や取組を参考にした新たな評価規

準や評価方法の研究開発に取り組むことが期待されていること。

・新しい学習指導要領において、異校種間の連携や我が国の伝統や文化に関する教育の充実を

図ることが求められていることのほか、複式学級や小規模学校に特有の困難性に対応した教

育が求められており、それらの実施のために参考となる実践例が必要とされていること。

２．事業の概要

平成２３年度における研究指定校事業については、以下の三つの区分により実施する。

(1) 教育課程研究指定校事業

幼・小・中・高等学校等における教育課程の編成や効果的な教材開発、指導方法等の工

夫改善を図り、教育課程の基準及び各教科等の学習指導の改善に資する

（平成23・24年度で60校を指定）

(2) 学習評価に関する研究指定校事業

学習指導要領に定める目標等の実現状況を把握するための評価方法等について研究開発

を行い、小・中・高等学校等における評価の改善に資する

（平成23・24年度で７校を指定）

(3) 地域等の課題に応じた教育課程研究事業

①小・中連携教育実践研究

小・中学校を見通した教育課程編成及び学習指導の工夫改善を図り、小・中連携教育の

推進と教育課程の基準の改善に資する（平成22・23年度で８地域21校を指定）
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②幼・小連携教育実践研究

幼稚園教育と小学校教育との接続に配慮した教育課程編成、発達の連続性を確保するた

めの指導内容・方法の工夫改善を図り、幼・小連携教育の推進と教育課程の基準の改善に

資する（平成22・23年度で５地域12校を指定）

③へき地教育実践研究

複式学級や小規模校の実態に即した教育課程編成及び学習指導の工夫改善を図り、へき

地教育の改善・振興と教育課程の基準の改善に資する（平成22・23年度で５校を指定）

④伝統文化教育実践研究

我が国の伝統や文化に関する教育について、教育課程上の位置付け、指導内容、指導方

法、教材等について実践研究を行うとともに、教育課程の基準の改善に資する

（平成22・23年度で32地域42校を指定）

指定校の取組を基に各学校における指導の工夫改善について協議を行う研究協議会を、広く

教育関係者に公開して開催し、本事業の成果の普及・活用を図る。

３．指定校・指定地域

上記２（１）から（３）の事業に係る指定校・指定地域は、それぞれ別表１から別表６のと

おりとする。



別表１

【幼稚園：研究主題①】　言葉で表現する力を養う教育課程について(幼稚園）　　（平成23・24年度）

都道府県名 学校名 備考

滋賀県 大津市立長等幼稚園 幼稚園 公立

京都府 京都教育大学附属幼稚園 幼稚園 国立

都道府県名 学校名 備考

岩手県 盛岡市立月が丘小学校 国語 公立

熊本県 宇城市立松橋小学校 国語 公立

社会 広島県 福山市立御野小学校 社会 公立

北海道 苫小牧市立豊川小学校 算数 公立

熊本県 甲佐町立甲佐小学校 算数 公立

広島県 福山市立竹尋小学校 理科 公立

福岡県 宇美町立桜原小学校 理科 公立

和歌山県 和歌山市立有功東小学校 生活 公立

千葉市 千葉市立本町小学校 生活 公立

横浜市 横浜市立桜岡小学校          　　　　 音楽 公立

茨城県 茨城大学附属小学校 音楽 国立

広島県 福山市立蔵王小学校 図画工作 公立

京都市 京都市立宇多野小学校 図画工作 公立

埼玉県 春日部市立武里西小学校 家庭 公立

神奈川県 横浜国立大学附属鎌倉小学校 家庭 国立

福井県 福井県坂井市三国南小学校 体育 公立

山口県 山口市立大内小学校 体育 公立

徳島県 徳島市助任小学校 総合的な学習の時間 公立

横浜市 横浜市立戸部小学校          　　　　 総合的な学習の時間 公立

京都府 長岡京市立神足小学校 特別活動 公立

札幌市 札幌市立もみじの森小学校 特別活動 公立

大阪市 大阪市立十三小学校 教科横断 公立

広島県 広島大学附属小学校 教科横断 国立

都道府県名 学校名 備考

兵庫県 兵庫教育大学附属中学校 国語 国立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 国語 社会 数学 理科 保健体育 国立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 社会 国語 数学 理科 保健体育 国立

愛媛県 愛媛大学教育学部附属中学校 社会 国立

岩手県 盛岡市立乙部中学校 数学 公立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 数学 国語 社会 理科 保健体育 国立

秋田県 大仙市立大曲中学校 理科 公立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 理科 国語 社会 数学 保健体育 国立

福岡県 宗像市立中央中学校 音楽 公立

埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 音楽 国立

理科

生活

音楽

教育課程研究指定校事業研究指定校一覧

―　平成２３年度　―
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【小学校：研究主題②】　新学習指導要領の趣旨を具体化し深化充実するための教育課程編成，指導方法等の工夫改善に関する研究(小学校）　　(平成23・24年度)

【中学校：研究主題③】　新学習指導要領の趣旨を具体化し深化充実するための教育課程編成，指導方法等の工夫改善に関する研究(中学校）　　(平成23・24年度)

教科等

国語

社会

数学



美術 神奈川県 横浜国立大学附属横浜中学校 美術 技術・家庭 国立

秋田県 大館市立東中学校 保健体育 公立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 保健体育 国語 社会 数学 理科 国立

島根県 出雲市立河南中学校 技術・家庭 公立

神奈川県 横浜国立大学附属横浜中学校 技術・家庭 美術 国立

外国語 東京都 東京学芸大附属世田谷中学校 外国語 国立

 総合的な学習の時間 三重県 鈴鹿市立創徳中学校 総合的な学習の時間 公立

岩手県 盛岡市立下橋中学校 教科横断 公立

奈良県 奈良市立都南中学校 教科横断 公立

都道府県名 学校名 備考

群馬県 群馬県立富岡東高等学校 国語 公立

長崎県 長崎県立対馬高等学校 国語 公立

兵庫県 兵庫県立明石北高等学校 地理歴史 公立

広島県 広島県立呉三津田高等学校 地理歴史 公立

保健体育 高知県 高知県立高知西高等学校 保健体育 公立

芸術 北海道 北海道松前高等学校 芸術（書道Ⅰ） 公立

北海道 北海道岩見沢東高等学校 外国語 公立

佐賀県 佐賀県立武雄高等学校 外国語 公立

奈良県 奈良県立五條高等学校 家庭「普通教科」 公立

広島県 学校法人呉武田学園呉港高等学校 家庭「普通教科」 私立

群馬県 群馬県立太田工業高等学校 工業 公立

山梨県 山梨県立谷村工業高等学校 工業 公立

三重県 三重県立四日市商業高等学校 商業 公立

長崎県 長崎県立島原商業高等学校 商業 公立

青森県 青森県立五所川原農林高等学校 農業 公立

三重県 三重県立久居農林高等学校 農業 公立

 家庭「専門教科」 茨城県 茨城県水戸第三高等学校 家庭「専門教科」 公立

大分県 大分県立森高等学校 総合的な学習の時間 公立

茨城県 学校法人霞ヶ浦学園つくば国際大学東風高等学校 総合的な学習の時間 私立

福岡県 福岡県立筑紫高等学校 教科横断 公立

熊本県 熊本県立湧心館高等学校 教科横断 公立

別表２

都道府県名 学校名 校種 設置者

1 静岡県 富士宮市立北山小学校 公

2 香川県 香川大学教育学部附属高松小学校 国

3 埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 国

4 北海道 北海道教育大学附属函館中学校 国

5 千葉県 八千代市立高津中学校 公

6 北海道 北海道紋別高等学校 公

7 茨城県 茨城県立太田第一高等学校 公

総合的な学
習の時間

保健体育

技術・家庭

教科横断

教科等

【高等学校：研究主題④】　新学習指導要領の趣旨を具体化するための教育課程編成，指導方法等の工夫改善に関する研究(高等学校）　　(平成23・24年度）
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学習評価に関する研究指定校事業一覧
―　平成２３・２４年度　―
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別表３

小学校 中学校

1 　秋田県 大仙市 大仙市立横堀小学校 大仙市立仙北中学校

2 　滋賀県 彦根市 彦根市立鳥居本小学校 彦根市立鳥居本中学校

3 　大阪府 箕面市
箕面市立東小学校
箕面市立豊川北小学校

箕面市立第六中学校

4 　兵庫県 姫路市 姫路市立白鷺小学校 姫路市立白鷺中学校

5 　島根県 松江市 松江市立八束小学校 松江市立八束中学校

6 　山口県 光市

光市立塩田小学校
光市立三輪小学校
光市立岩田小学校
光市立束荷小学校

光市立大和中学校

7 　香川県 多度津町 多度津町立四箇小学校 多度津町立多度津中学校

8 　横浜市 横浜市
横浜市立希望ヶ丘小学校
横浜市立善部小学校

横浜市立南希望ヶ丘中学校

別表４

幼稚園 小学校

1 北海道 美唄市 旭川カトリック学園美唄アカシヤ幼稚園 美唄市立中央小学校

2 青森県 青森市
青森中央短期大学附属第二幼稚園
青森西幼稚園

青森市立三内西小学校

3 広島県 三原市 三原市立中之町幼稚園 三原市立中之町小学校

4 香川県 多度津町 多度津町立多度津幼稚園 多度津町立多度津小学校

5 札幌市 札幌市
学校法人清明学園　清明幼稚園
札幌市立ひがしなえぼ幼稚園

札幌市立東苗穂小学校

小・中連携教育実践研究（平成２２・２３年度）推進地域・実践研究協力校一覧

No.
実践研究協力校都道府県・

指定都市

幼・小連携教育実践研究（平成２２・２３年度）推進地域・実践研究協力校一覧

No.
都道府県・
指定都市

推進地域
実践研究協力校

推進地域



別表５

No.
都道府県・
指定都市

研究指定校

1 滋賀県 長浜市立杉野小学校

2 山口県 山口市立嘉年小学校

3 香川県 坂出市立櫃石小学校

4 福岡県 宗像市立大島中学校

5 熊本県 菊池市立迫水小学校

別表６

No.
都道府県・
指定都市

実践研究校 No.
都道府県・
指定都市

実践研究校

1 北海道 北海道倶知安高等学校 23 兵庫県 兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校

2 青森県 弘前市立津軽中学校 24 奈良県 奈良県立高円高等学校

3 青森県 今別町立今別中学校 25 和歌山県 和歌山県立向陽高等学校

4 岩手県  大船渡市立大船渡中学校 26 島根県 江津市立跡市小学校

5 宮城県 大河原町立大河原小学校 27 広島県 廿日市市立浅原小学校

6 栃木県 栃木県立栃木工業高等学校 28 広島県 府中市立上下南小学校

7 群馬県 群馬県立渋川青翠高等学校 29 広島県 福山市立樹徳小学校

8 埼玉県  埼玉県立寄居城北高等学校 30 広島県 広島県立湯来南高等学校  

9 千葉県 富津市立大貫小学校 31 山口県 防府市立野島小・中学校

10 東京都  豊島区立長崎小学校 32 徳島県 徳島県立小松島西高等学校

11 東京都 府中市立南町小学校 33 愛媛県 今治市立玉川中学校

12 東京都 葛飾区立半田小学校 34 高知県 いの町立神谷小学校

13 石川県 石川県立工業高等学校 35 福岡県 筑紫野市立原田小学校

14 山梨県 山梨市立牧丘第一小学校 36 仙台市 仙台市立福岡小学校

15 山梨県 山梨市立笛川中学校 37 千葉市 千葉市立磯辺第二小学校

16 長野県 長野県木曽青峰高等学校 38 横浜市 横浜市立大鳥小学校

17 岐阜県 八百津町立久田見小学校 39 京都市 京都市立洛中小学校

18 滋賀県 長浜市立伊香具小学校 40 大阪市 大阪市立高津小学校

19 滋賀県 長浜市立西中学校 41 大阪市 大阪市立生魂小学校

20 京都府 向日市立第４向陽小学校 42 広島市 広島市立安佐北中学校

21 大阪府 大阪府立夕陽丘高等学校

22 大阪府 大阪府立交野支援学校

へき地教育実践研究（平成２２・２３年度）研究指定校一覧

 伝統文化教育実践研究（平成２２・２３年度）実践研究校一覧




