
平成27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 27 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

各学校における学習指導要領に基づく教育課程の編成及び指導方法等の改善充実を図るととも

に，学習指導要領改訂の資料を得るために，教育課程研究指定校事業を実施し，特に重要な課題

について研究テーマを示し，各研究指定校で実践的な研究を進める。平成 27 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 年度より現行学習指導要領が順次全面実施となる中で，各学校が各教科等で学習指23

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。

・現行学習指導要領において，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，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いることと

ともに，論理的思考力の育成や の推進，幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続がESD

重要となっていることを踏まえ，それらの参考となる実践例が必要とされていること。

・学習指導要領の次期改訂に向けて，学習指導要領実施状況調査では把握できない教科や内容

等（高等学校専門教科，実技・技能の内容など）に関して，実現状況の把握が求められてい

ること。

2．事業の概要

平成 年度の教育課程研究指定校事業は，別表の研究主題に係る内容を中心に，かつ各研27

究指定校独自の課題も適宜加えて実践研究に取り組み，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及び教育課程の基準に資する。なお，

研究期間は 年（論理的思考力の育成にかかるものは 年を限度として学校の希望する期間）2 6

とする。

また，指定校の取組をもと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。

さらに，研究指定校に対して，自校のウエブサイトからの研究成果の発信を促すとともに，

教育情報共有ポータルサイトへの教材等の提供を要請するなどの取組を通じて，研究成果の蓄

積・発信を充実していく。



別表

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

香川県 小学校 公立 ２５・２６・２７

教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間

国語 北海道 北海道士別翔雲高等学校 公立

三重県 三重県立白山高等学校 公立

長崎県 長崎県立佐世保北高等学校 公立

公民 北海道 北海道浦河高等学校 公立

北海道 北海道札幌英藍高等学校 公立

岡山県 岡山県立岡山芳泉高等学校 公立

理科 群馬県 群馬県立前橋南高等学校 公立

北海道 北海道北広島高等学校 公立

群馬県 群馬県立前橋東高等学校 公立

音楽 大阪府 大阪府立夕陽丘高等学校 公立

美術 宮城県 宮城県宮城野高等学校 公立

書道 宮城県 宮城県涌谷高等学校 公立

外国語 北海道 北海道釧路江南高等学校 公立

茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 公立

千葉県 千葉県立関宿高等学校 公立

茨城県 茨城県立東海高等学校 公立

神奈川 神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校 公立

北海道 北海道函館稜北高等学校 公立

奈良県 奈良県立登美ケ丘高等学校 公立

特別活動 兵庫県 兵庫県立東灘高等学校 公立

地理歴史

保健体育

情報

研究指定校名

【研究課題２　高等学校（共通教科）】
新学習指導要領の実施を踏まえた教育課程の編成，指導方法等の工夫改善を中心とする生
徒の学習意欲を向上させる授業づくりに関する実践研究

【研究課題５】
新学習指導要領実施を踏まえた，学校全体での教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研
究

（３）特定の教科等に依拠しない社会生活の中で活用される論理的な思考や，それらを表現する力の育成を
目指し，学校全体としての目標設定とそれに向けた各教科等における取組の連携を図り，それらの成果を学
校として評価するための実践研究

＜平成２６年度指定＞

２６・２７

平成２７年度教育課程研究指定校事業研究指定校一覧

＜平成２５年度指定＞

数学

丸亀市立飯山北小学校

総合的な学習
の時間

家庭



教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間

熊本県 熊本県立菊池農業高等学校 公立

北海道 北海道静内農業高等学校 公立

山口県 山口県立山口農業高等学校 公立

埼玉県 埼玉県立川越工業高等学校 公立

神奈川県 神奈川県立磯子工業高等学校 公立

長野県 長野県長野工業高等学校 公立

兵庫県 兵庫県立姫路工業高等学校 公立

神奈川県 神奈川県立厚木商業高等学校 公立

鳥取県 鳥取県立鳥取商業高等学校 公立

広島県 広島県立呉商業高等学校 公立

北海道 北海道小樽商業高等学校 公立

秋田県 秋田県立男鹿海洋高等学校 公立

島根県 島根県立浜田水産高等学校 公立

高知県 高知県立高知海洋高等学校 公立

宮崎県 宮崎県立宮崎海洋高等学校 公立

岐阜県 岐阜県立岐阜城北高等学校 公立

鳥取県 鳥取県立米子南高等学校 公立

福岡県 福岡県立折尾高等学校 公立

岩手県 岩手県立花北青雲高等学校 公立

茨城県 茨城県立岩瀬高等学校 公立

愛知県 愛知県立宝陵高等学校 公立

和歌山県 和歌山県立熊野高等学校 公立

福岡県 私立折尾愛真高等学校 私立

京都府 京都府立京都すばる高等学校 公立

奈良県 奈良県立奈良情報商業高等学校 公立

埼玉県 埼玉県立誠和福祉高等学校 公立

静岡県 静岡県立磐田北高等学校 公立

三重県 三重県立伊賀白鳳高等学校 公立

和歌山県 和歌山県立有田中央高等学校 公立

工業

【研究課題２　高等学校（専門教科）】
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
る実践研究

農業

商業

水産

家庭

看護

情報

福祉

２６・２７



都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

高知県 小学校 公立 ２６・２７

仙台市 小学校 公立 ２６・２７

京都市 小学校 公立 ２６・２７

東京都 中学校 公立 ２６・２７

兵庫県 高等学校 公立 ２６・２７

都道府県市名 校種 設置者 指定年度

佐賀県 小学校・中学校 公立 ２６・２７

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

京都市 小学校 公立 ２６・２７

新潟県 小学校 国立 ２６・２７・２８

新潟県 中学校 国立 ２６・２７・２８

滋賀県 中学校 国立 ２６・２７

広島県 高等学校 公立 ２６・２７

大分県 高等学校 公立 ２６・２７・２８

都道府県市名 校種 設置者 指定年度

愛知県 岡崎市立男川小学校 小学校 公立 ２６・２７

岡山市 岡山市立三勲小学校 小学校 公立 ２６・２７

京都市 京都市立嵯峨中学校 中学校 公立 ２６・２７

石川県 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 中学校 国立 ２６・２７

広島県 広島県立御調高等学校 高等学校 公立 ２６・２７

山口県 高等学校 公立 ２６・２７

研究指定校名

研究指定校名

嬉野市立大野原小・中学校

山口県立宇部工業高等学校

広島県立庄原格致高等学校

大分県立安心院高等学校

（４）ＥＳＤを学校全体で体系的に推進するために，各教科等の連携により，持続可能な社会づくりに関わる
課題を見いだし，それらを解決するために必要な能力や態度を児童生徒に身に付けさせるための指導方法
等に関する実践研究

【研究課題３】
新学習指導要領実施を踏まえた，学校全体での教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研
究

（１）学校全体として各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する教育課程の編成，指導方法等の工
夫改善に関する実践研究

（３）グローバル社会や高度情報化社会などで活用される教科横断的な論理的思考や，それらを表現する力
の育成を図るため，学校全体として目標設定とそれに向けた各教科等における取組の連携を図るための教
育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

（２）へき地教育に関する指導方法等の工夫改善に関する実践研究

新潟大学教育学部附属新潟小学校

研究指定校名

兵庫県立篠山鳳鳴高等学校

研究指定校名

京都市立開晴小学校

滋賀大学教育学部附属中学校

新潟大学教育学部附属新潟中学校

京都市立明徳小学校

台東区立柏葉中学校

いの町立神谷小学校

仙台市立幸町小学校



都道府県市名 設置者 委嘱期間

名古屋市 公立 ２７・２８

東京都 国立 ２７・２８

教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間

秋田県 由利本荘市立鶴舞小学校 公立

兵庫県 播磨町立播磨南小学校 公立

広島県 福山市立新涯小学校 公立

熊本県 八代市立八千把小学校 公立

埼玉県 埼玉大学教育学部附属小学校 国立

愛知県 岡崎市立男川小学校 公立

京都府 向日市立第２向陽小学校 公立

高知県 安芸市立安芸第一小学校 公立

福岡県 春日市立春日西小学校 公立

鳥取県 鳥取市立河原第一小学校 公立

熊本県 山鹿市立稲田小学校 公立

岩手県 矢巾町立矢巾東小学校 公立

埼玉県 越生町立越生小学校 公立

大分県 佐伯市立鶴岡小学校 公立

青森県 青森市立浦町小学校 公立

京都市 京都市立山ノ内小学校 公立

沖縄県 琉球大学教育学部附属小学校 国立

福岡県 福岡市立愛宕小学校 公立

北九州市 北九州市立筒井小学校 公立

石川県 小松市立芦城小学校 公立

岐阜県 岐阜市立長良西小学校 公立

福岡県 大野城市立御笠の森小学校 公立

熊本県 菊池市立花房小学校 公立

岩手県 盛岡市立河北小学校 公立

京都市 京都市立光徳小学校 公立

京都市 京都市立第四錦林小学校 公立

鹿児島県 鹿児島県姶良市立帖佐小学校 公立

鳥取県 鳥取市立醇風小学校 公立

香川県 高松市立屋島小学校 公立

秋田県 仙北市立角館小学校 公立

京都市 京都市立陵ヶ岡小学校 公立

家庭

体育

道徳

外国語活動

総合的な学
習の時間

国語

２７・２８

社会

算数

理科

生活

音楽

図画工作

特別活動

研究指定校名

東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎

名古屋市立第一幼稚園

【研究課題２　小学校】
学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，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実践研究

＜平成２７年度指定＞

【研究課題１】
幼稚園修了までに育つことが期待される心情・意欲・態度などの評価方法の工夫，及び評価に基づいた指
導内容や指導方法の工夫改善に関する実践研究



教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間

秋田県 大仙市立大曲中学校 公立

神奈川県 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉中学校 国立

岐阜県 大垣市立赤坂中学校 公立

北海道 北海道教育大学附属函館中学校 国立

香川県 香川大学教育学部附属高松中学校 国立

徳島県 鳴門教育大学附属中学校 国立

茨城県 大洗町立南中学校 公立

高知県 土佐市立高岡中学校 公立

秋田県 大仙市立中仙中学校 公立

岡山県 岡山大学教育学部附属中学校 国立

高知県 香美市立鏡野中学校 公立

北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 国立

山梨県 上野原市立上野原西中学校 公立

秋田県 大仙市立西仙北中学校 公立

北九州市 北九州市立菅生中学校 公立

北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 国立

沖縄県 那覇市立小禄中学校 公立

石川県 白山市立北星中学校 公立

北海道 北海道教育大学附属旭川中学校 国立

栃木県 宇都宮市立陽西中学校 公立

北海道 北海道教育大学附属旭川中学校 国立

山口県 山口市立大殿中学校 公立

鳥取県 倉吉市立東中学校 公立

京都府 向日市立勝山中学校 公立

茨城県 高萩市立秋山中学校 公立

青森県 今別町立今別中学校 公立

京都府 相楽東部広域連合立笠置中学校 公立

青森県 青森市立浪岡中学校 公立

佐賀県 佐賀市立芙容中学校 公立

道徳

総合的な学
習の時間

特別活動

家庭

国語

２７・２８

社会

数学

理科

音楽

美術

保健体育

技術

外国語

【研究課題２　中学校】
学習指導要領の指導状況及びこれまでの全国学力・学習状況調査結果から，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実践研究



都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

奈良県 高等学校 公立 ２７・２８

北海道 高等学校 公立 ２７・２８

京都市 中学校 公立 ２７・２８

大分県 中学校 公立 ２７・２８

都道府県市名 校種 設置者 指定年度

京都市 小学校・中学校 公立 ２７・２８

愛媛県 中学校 公立 ２７・２８

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

岩手県 小学校 国立 ２７・２８・２９・３０

新潟県 小学校 公立 ２７・２８

茨城県 小学校 公立 ２７・２８

愛知県 中学校 国立 ２７・２８・２９

徳島県 中学校 国立 ２７・２８

広島県 高等学校 公立 ２７・２８

岡山市 高等学校 公立 ２７・２８

愛知県 高等学校 公立 ２７・２８

都道府県市名 校種 設置者 指定年度

滋賀県 小学校 公立 ２７・２８

北海道 小学校 公立 ２７・２８

東京都 中学校 公立 ２７・２８

北海道 高等学校 公立 ２７・２８

都道府県市名 校種 設置者 指定年度

横浜市 小学校 公立 ２７・２８

京都市 小学校・幼稚園 公立 ２７・２８

【研究課題３】
学習指導要領の実施を踏まえた，学校全体での教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研
究

北海道松前高等学校

京都市立花背小中学校

（３）グローバル社会や高度情報化社会などで活用される教科横断的な論理的思考や，それらを表現する力
の育成を図るため，学校全体としての目標設定とそれに向けた各教科等における取組の連携を図るための
教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

（１）学校全体としての各教科等の連携による体系的な伝統文化に関する教育課程の編成，指導方法等の
工夫改善に関する実践研究

研究指定校名

豊後高田市立田染中学校

（２）へき地教育における教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

研究指定校名

鬼北町立日吉中学校

京都市立松原中学校

奈良県立王寺工業高等学校

研究指定校名

国立大学法人岩手大学教育学部附属小学校

鳴門教育大学附属中学校

岡山市立岡山後楽館高等学校

つくば市立春日小学校

広島県立呉三津田高等学校

胎内市立中条小学校

愛知県立岡崎西高等学校

愛知教育大学附属名古屋中学校

（４）ＥＳＤを学校全体で体系的に推進するために，各教科等の連携により，持続可能な社会づくりに関わる
課題を見いだし，それらを解決するために必要な能力や態度を児童生徒に身に付けさせるための教育課程
の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

研究指定校名

（５）幼児期の教育と小学校教育との円滑な接続を図るための指導計画の工夫，及び指導内容，指導方法等
の工夫改善に関する実践研究

彦根市立城西小学校

研究指定校名

京都市立伏見住吉小学校・幼稚園

石狩市立生振小学校

大田区立大森第六中学校

北海道斜里高等学校

横浜市立笠間小学校
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