
平成30年度教育課程研究指定校事業について

平成 年度における教育課程研究指定校事業について次のとおり実施する。30

1．基本的な考え方

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 年度における事業30

の実施に当たっては，以下のような課題に対応することに留意する。

・新学習指導要領を見据えつつ，現行学習指導要領に基づいて，各学校が各教科等で学習指導

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。

・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ＥＳＤの推進，各校種間の円滑な接続が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。また，教育課程を軸とし

た学校教育の改善・充実を図るため，各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメント

に努めることが新学習指導要領に示されたことを踏まえ，その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 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30

究指定校独自の課題も適宜加えて実践研究に取り組み，幼稚園・小学校・中学校・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

するものとする。なお，研究期間は２年（平成27年度の指定校で論理的思考力に係るもののう

ち，４年の継続指定校が1校ある）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，広く学校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，自校のウェ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。

【研究指定校の内訳（詳細は別表 】）

《平成 年度新規指定校》 《平成 年度継続指定校》30 30

・小学校・中学校（一部の教科等） ・幼稚園・小学校・中学校

・高等学校（共通教科・専門教科） ・伝統文化教育

・伝統文化教育 ・へき地教育

・へき地教育 ・論理的思考

・カリキュラム・マネジメント ・ＥＳＤ

・ＥＳＤ ・校種間連携

・校種間連携



別表

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

都道府県市名 設置者 委嘱期間

岩手県 公立

熊本県 国立

教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間
東京都 調布市立国領小学校 公立
三重県 亀山市立亀山東小学校 公立
滋賀県 草津市立老上小学校 公立
栃木県 宇都宮市立横川東小学校 公立
徳島県 鳴門教育大学附属小学校 国立
静岡県 牧之原市立相良小学校 公立
滋賀県 草津市立老上西小学校 公立
広島県 尾道市立土堂小学校 公立
京都市 京都市立久我の杜小学校 公立
埼玉県 越生町立越生小学校 公立
青森県 弘前大学教育学部附属小学校 国立
徳島県 鳴門教育大学附属小学校 国立
秋田県 仙北市立生保内小学校 公立
大分県 中津市立三保小学校 公立
福岡県 糸島市立東風小学校 公立
広島市 広島市立黄金山小学校 公立
埼玉県 上尾市立大石小学校 公立
青森県 弘前大学教育学部附属小学校 国立
千葉県 成田市立公津の杜小学校 公立
福岡市 福岡市立若宮小学校 公立
島根県 西ノ島町立西ノ島小学校 公立
長崎県 長崎市立西坂小学校 公立
宮城県 白石市立大鷹沢小学校 公立
香川県 高松市立太田南小学校 公立

外国語活動 大分県 佐伯市立明治小学校 公立
京都市 京都市立紫野小学校 公立
神戸市 神戸市立成徳小学校 公立
奈良県 香芝市立二上小学校 公立
沖縄県 那覇市立松川小学校 公立

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 錦町立錦中学校 公立
山形県 山形大学附属中学校 国立
埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 国立
愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校 国立
島根県 島根大学教育学部附属中学校 国立
大分県 日田市立東部中学校 公立
京都市 京都市立西陵中学校 公立
北海道 北海道教育大学附属函館中学校 国立
愛知県 西尾市立平坂中学校 公立
岡山県 岡山大学教育学部附属中学校 国立

平成３０年度教育課程研究指定校事業研究指定校一覧

＜平成２７年度指定＞

【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

（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

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

◆指定年度別・研究課題別一覧

＜平成２９年度指定＞
【研究課題１】
幼稚園教育要領の趣旨等の実現に向けた評価方法の工夫，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

研究指定校名

花巻市立花巻幼稚園
２９・３０

熊本大学教育学部附属幼稚園

【研究課題２　小学校】
学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

国語

２９・３０

社会

算数

理科

生活

音楽

図画工作

家庭

体育

道徳

総合的な学習
の時間

特別活動

【研究課題２　中学校】
学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

国語

２９・３０

社会

数学

理科



埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校 国立
山梨県 山梨大学教育学部附属中学校 国立
堺市 堺市立美原西中学校 公立
鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属中学校 国立
大阪府 高槻市立第九中学校 公立
札幌市 札幌市立札苗中学校 公立

技術 兵庫県 宝塚市立長尾中学校 公立
兵庫県 川西市立清和台中学校 公立
佐賀県 佐賀大学教育学部附属中学校 国立
北海道 標茶町立標茶中学校 公立
岩手県 遠野市立遠野中学校 公立
静岡県 伊豆の国市立大仁中学校 公立
山口県 山口大学教育学部附属光中学校 国立
京都市 京都市立深草中学校 公立
北海道 北海道教育大学附属札幌中学校 国立

特別活動 京都市 京都市立春日丘中学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

山梨県 小学校 公立

熊本県 小学校 公立

岩手県 中学校 公立

石川県 中学校 国立

北海道 高等学校 公立

奈良県 高等学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

愛媛県 小学校 公立

鹿児島県 小学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

大阪府 小学校 公立

新潟市 小学校 公立

宮城県 小中学校 私立

広島県 中学校 公立

京都市 中学校 公立

愛知県 中学校 国立

北海道 高等学校 公立

広島県 高等学校 公立

熊本県 高等学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

岡山県 小学校 公立

京都市 小学校 公立

静岡県 中学校 公立

大阪府 中学校 公立

北海道 高等学校 公立

広島県 高等学校 公立

音楽

美術

保健体育

家庭

外国語

２９・３０

北海道白老東高等学校

奈良県立大和中央高等学校

（２）へき地の学校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

上島町立弓削小学校
２９・３０

南九州市立松ヶ浦小学校

道徳

総合的な学習
の時間

【研究課題３】

（１）伝統文化教育を地域とともに推進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

研究指定校名

甲州市立塩山南小学校

２９・３０

八代市立植柳小学校

花巻市立大迫中学校

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校

（３）社会の中で活用される論理的思考やそれらを表現する力を学校全体で育成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

研究指定校名

豊中市立箕輪小学校

２９・３０

新潟市立新潟小学校

聖ウルスラ学院英智小・中学校

福山市立鷹取中学校

京都市立嘉楽中学校

愛知教育大学附属岡崎中学校

北海道枝幸高等学校

広島県立呉三津田高等学校

熊本県立熊本西高等学校

（４）ＥＳＤを学校全体で体系的に推進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

研究指定校名

早島町立早島小学校

２９・３０

京都市立百々小学校

磐田市立豊田中学校

寝屋川市立第十中学校

北海道斜里高等学校

呉市立呉高等学校



都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

静岡県
保育園
幼稚園
小学校

公立
私立

滋賀県
保育園
幼稚園
小学校

公立
私立

滋賀県
幼稚園
小学校

国立

岐阜県
小学校
中学校

公立

熊本県
小学校
中学校

公立

大分県
小学校
中学校

公立

北海道
中学校
高等学校

公立

教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間
国語 新潟市 新潟市立葛塚小学校 公立
外国語活動 京都市 京都市立朱雀第二小学校 公立

教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間
理科 岐阜県 岐阜市立長良中学校 公立
技術 和歌山県 有田市立保田中学校 公立
特別活動 熊本県 天草市立牛深東中学校 公立

教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間
神奈川県 神奈川県立松陽高等学校 公立
東京都 東京都立広尾高等学校 公立
神奈川県 神奈川県立鶴見高等学校 公立
徳島県 徳島県立脇町高等学校 公立
北海道 北海道登別明日中等教育学校 公立
新潟県 新潟県立高田高等学校 公立
北海道 北海道帯広三条高等学校 公立
京都府 京都府立園部高等学校 公立
北海道 北海道美唄尚栄高等学校 公立
三重県 三重県立稲生高等学校 公立

芸術（音楽） 神奈川県 神奈川県立座間高等学校 公立
芸術（美術） 岐阜県 岐阜県立可児工業高等学校 公立

東京都 東京学芸大学附属高等学校 国立
奈良県 奈良県立十津川高等学校 公立

芸術（書道） 川崎市 川崎市立川崎高等学校 公立
北海道 北海道稚内高等学校 公立
三重県 三重県立川越高等学校 公立
岐阜県 岐阜県立揖斐高等学校 公立
熊本県 熊本県立第二高等学校 公立
神奈川県 神奈川県立生田東高等学校 公立
和歌山県 和歌山県立星林高等学校 公立

（５）校種間の連携による教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

研究指定校名
学校法人住吉学園ひばり幼稚園
学校法人川尻学園ちどり幼稚園
吉田町立さくら保育園
吉田町立すみれ保育園
吉田町立さゆり保育園
吉田町立わかば保育園
吉田町立こども発達支援事業所
吉田町立住吉小学校
吉田町立中央小学校
吉田町立自彊小学校

２９・３０

甲賀市立甲南南保育園
甲南幼稚園
甲賀市立甲南中部小学校

滋賀大学教育学部附属幼稚園
滋賀大学教育学部附属小学校
海津市立高須小学校
海津市立吉里小学校
海津市立東江小学校
海津市立大江小学校
海津市立西江小学校
海津市立日新中学校
阿蘇市立波野小学校
阿蘇市立波野中学校

豊後大野市立朝地小学校
豊後大野市立朝地中学校

国語

数学

芸術（工芸）

家庭

地理歴史

理科

長万部町立長万部中学校
北海道長万部高等学校

＜平成３０年度指定＞

【研究課題１　高等学校】
学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

【普通教育に関する各教科等】

３０・３１

保健体育

【研究課題１　中学校】
学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

外国語

情報

【研究課題１　小学校】
学習指導要領の趣旨を実現するための学習・指導方法及び評価方法の工夫改善に関する実践研究

３０・３１

３０・３１



大阪府 大阪府立東百舌鳥高等学校 公立
大分県 大分県立別府鶴見丘高等学校 公立
岡山県 岡山県立津山商業高等学校 公立

沖縄県 沖縄県立豊見城南高等学校 公立

教科等 都道府県市名 研究指定校名 設置者 委嘱期間
群馬県 群馬県立利根実業高等学校 公立
熊本県 熊本県立鹿本農業高等学校 公立
京都府 京都府立田辺高等学校 公立
熊本県 熊本県立天草工業高等学校 公立
愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校 公立
宮崎県 宮崎県立都城商業高等学校 公立
北海道 北海道小樽水産高等学校 公立
福岡県 福岡県立水産高等学校 公立
青森県 青森県立弘前実業高等学校 公立
岐阜県 岐阜県立大垣桜高等学校 公立

看護 奈良県 奈良文化高等学校 私立
情報 三重県 三重県立亀山高等学校 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

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間
愛媛県 小学校 公立
京都市 中学校 公立
長野県 高等学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間
佐賀県 小中学校 公立
沖縄県 小学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間
東京都 小学校 公立
新潟県 小学校 国立
山口県 小学校 公立
北海道 中学校 国立
兵庫県 中学校 国立
京都市 中学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間
福岡県 小学校 公立
熊本市 中学校 公立
広島県 高等学校 公立

都道府県市名 校種 設置者 委嘱期間

徳島県
幼稚園
小学校

公立

京都市
小学校
中学校

公立

福岡県
小学校
中学校

公立

東京都
中学校
高等学校

私立

【研究課題２】

（１）伝統文化教育を地域とともに推進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

研究指定校名
鬼北町立泉小学校

３０・３１京都市立醍醐中学校
長野県阿南高等学校

【専門教育に関する各教科】

農業

３０・３１

工業

商業

福祉

京都市立桃山中学校

世田谷区立奥沢小学校

北海道教育大学附属函館中学校

（２）へき地の学校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

３０・３１
唐津市立加唐小・中学校
伊江村立伊江小学校

（３）資質・能力を育むために，教育課程に基づき組織的かつ計画的に教育活動の質を高める実践研究（効果的なカリキュラム・
マネジメントに関する実践研究）

（５）校種間の連携による教育課程の編成，指導方法等の工夫改善に関する実践研究

研究指定校名

３０・３１

北島町立北島南幼稚園
北島町立北島南小学校

京都市立伏見住吉小学校
京都市立伏見板橋小学校
京都市立下鳥羽小学校
京都市立伏見中学校

昭和女子大学附属昭和中学校
昭和女子大学附属昭和高等学校

遠賀町立浅木小学校
遠賀町立島門小学校
遠賀町立広渡小学校
遠賀町立遠賀中学校
遠賀町立遠賀南中学校

（４）ＥＳＤを学校全体で体系的に推進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

研究指定校名

３０・３１
大牟田市立吉野小学校
熊本市立北部中学校
広島県立忠海高等学校

研究指定校名

新潟大学教育学部附属新潟小学校

３０・３１
周南市立徳山小学校

兵庫教育大学附属中学校

水産

家庭

３０・３１

総合的な学習
の時間

特別活動



No. 都道府県 研究指定校名 新規・継続 研究課題 教科等 設置者 委嘱期間

1 北海道教育大学附属函館中学校 継続 2 数学 国立 29・30

2 札幌市立札苗中学校 継続 2 保健体育 公立 29・30

3 標茶町立標茶中学校 継続 2 外国語 公立 29・30

4 北海道教育大学附属札幌中学校 継続 2 総合的な学習の時間 国立 29・30

5 北海道白老東高等学校 継続 3(1) 伝統文化教育 公立 29・30

6 北海道枝幸高等学校 継続 3(3) 論理的思考 公立 29・30

7 北海道斜里高等学校 継続 3(4) ESD 公立 29・30

8 長万部町立長万部中学校
北海道長万部高等学校 継続 3(5) 校種間連携 公立 29・30

9 北海道教育大学附属函館中学校 新規 2(3) カリキュラム・マネジメント 国立 30・31

10 北海道登別明日中等教育学校 新規 1 数学 公立 30・31

11 北海道帯広三条高等学校 新規 1 理科 公立 30・31

12 北海道美唄尚栄高等学校 新規 1 保健体育 公立 30・31

13 北海道稚内高等学校 新規 1 外国語 公立 30・31

14 北海道小樽水産高等学校 新規 1 水産 公立 30・31

15 弘前大学教育学部附属小学校 継続 2 理科 国立 29・30

16 弘前大学教育学部附属小学校 継続 2 図画工作 国立 29・30

17 青森県立弘前実業高等学校 新規 1 家庭 公立 30・31

18 岩手大学教育学部附属小学校 継続 3 (3) 論理的思考 国立 27・28・29・30

19 花巻市立花巻幼稚園 継続 1 幼稚園 公立 29・30

20 遠野市立遠野中学校 継続 2 外国語 公立 29・30

21 花巻市立大迫中学校 継続 3(1) 伝統文化教育 公立 29・30

22 白石市立大鷹沢小学校 継続 2 道徳 公立 29・30

23 私立聖ウルスラ学院英智小・中学校 継続 3(3) 論理的思考 私立 29・30

24 秋田県 仙北市立生保内小学校 継続 2 生活 公立 29・30

25 山形県 山形大学附属中学校 継続 2 国語 国立 29・30

26 栃木県 宇都宮市立横川東小学校 継続 2 社会 公立 29・30

27 群馬県 群馬県立利根実業高等学校 新規 1 農業 公立 30・31

28 越生町立越生小学校 継続 2 理科 公立 29・30

29 上尾市立大石小学校 継続 2 図画工作 公立 29・30

30 埼玉大学教育学部附属中学校 継続 2 国語 国立 29・30

31 埼玉大学教育学部附属中学校 継続 2 音楽 国立 29・30

32 千葉県 成田市立公津の杜小学校 継続 2 家庭 公立 29・30

33 調布市立国領小学校 継続 2 国語 公立 29・30

34 世田谷区立奥沢小学校 新規 2(3) カリキュラム・マネジメント 公立 30・31

35 東京都立広尾高等学校 新規 1 国語 公立 30・31
36 東京学芸大学附属高等学校 新規 1 芸術（工芸） 国立 30・31

37
昭和女子大学附属昭和高等学校
昭和女子大学附属昭和中学校

新規 2(5) 校種間連携 私立 30・31

北海道

東京都

宮城県

埼玉県

◆都道府県別一覧

岩手県

青森県



No. 都道府県 研究指定校名 新規・継続 研究課題 教科等 設置者 委嘱期間

38 神奈川県立松陽高等学校 新規 1 国語 公立 30・31

39 神奈川県立鶴見高等学校 新規 1 地理歴史 公立 30・31

40 神奈川県立座間高等学校 新規 1 芸術（音楽） 公立 30・31

41 神奈川県立生田東高等学校 新規 1 情報（共通） 公立 30・31

42 川崎市立川崎高等学校 新規 1 芸術（書道） 公立 30・31

43 新潟市立新潟小学校 継続 3(3) 論理的思考 公立 29・30

44 新潟市立葛塚小学校 新規 1 国語 公立 30・31

45 新潟大学教育学部附属新潟小学校 新規 2(3) カリキュラム・マネジメント 国立 30・31

46 新潟県立高田高等学校 新規 1 数学 公立 30・31

47 石川県 金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校 継続 3(1) 伝統文化教育 国立 29・30

48 甲州市立甲州塩山南小学校 継続 3(1) 伝統文化教育 公立 29・30

49 山梨大学教育学部附属中学校 継続 2 音楽 国立 29・30

50 長野県 長野県阿南高等学校 新規 2(1) 伝統文化教育 公立 30・31

51

海津市立高須小学校
海津市立吉里小学校
海津市立東江小学校
海津市立大江小学校
海津市立西江小学校
海津市立日新中学校

継続 3(5) 校種間連携 公立 29・30

52 岐阜市立長良中学校 新規 1 理科 公立 30・31

53 岐阜県立可児工業高等学校 新規 1 芸術（美術） 公立 30・31

54 岐阜県立揖斐高等学校 新規 1 家庭（共通） 公立 30・31

55 岐阜県立大垣桜高等学校 新規 1 家庭 公立 30・31

56 牧之原市立相良小学校 継続 2 算数 公立 29・30

57 伊豆の国市立大仁中学校 継続 2 道徳 公立 29・30

58 磐田市立豊田中学校 継続 3(4) ESD 公立 29・30

59

学校法人住吉学園ひばり幼稚園
学校法人川尻学園ちどり幼稚園
吉田町立さくら保育園
吉田町立すみれ保育園
吉田町立さゆり保育園
吉田町立わかば保育園
吉田町立こども発達支援事業所
吉田町立住吉小学校
吉田町立中央小学校
吉田町立自彊小学校

継続 3(5) 校種間連携
公立
私立

29・30

60 愛知教育大学附属岡崎中学校 継続 2 社会 国立 29・30

61 西尾市立平坂中学校 継続 2 理科 公立 29・30

62 愛知教育大学附属岡崎中学校 継続 3(3) 論理的思考 国立 29・30

63 愛知県立豊橋商業高等学校 新規 1 商業 公立 30・31

64 亀山市立亀山東小学校 継続 2 国語 公立 29・30

65 三重県立稲生高等学校 新規 1 保健体育 公立 30・31

66 三重県立川越高等学校 新規 1 外国語 公立 30・31

67 三重県立亀山高等学校 新規 1 情報 公立 30・31

68 三重県立伊賀白鳳高等学校 新規 1 福祉 公立 30・31

新潟県

山梨県

静岡県

愛知県

三重県

岐阜県

神奈川県



No. 都道府県 研究指定校名 新規・継続 研究課題 教科等 設置者 委嘱期間

69 草津市立老上小学校 継続 2 国語 公立 29・30

70 草津市立老上西小学校 継続 2 算数 公立 29・30

71
滋賀大学教育学部附属幼稚園
滋賀大学教育学部附属小学校

継続 3(5) 校種間連携 国立 29・30

72
甲賀市立甲南南保育園
甲南幼稚園
甲賀市立甲南中部小学校

継続 3(5) 校種間連携
公立
私立

29・30

73 京都市立久我の杜小学校 継続 2 算数 公立 29・30

74 京都市立紫野小学校 継続 2 総合的な学習の時間 公立 29・30

75 京都市立百々小学校 継続 3(4) ESD 公立 29・30

76 京都市立西陵中学校 継続 2 数学 公立 29・30

77 京都市立深草中学校 継続 2 総合的な学習の時間 公立 29・30

78 京都市立春日丘中学校 継続 2 特別活動 公立 29・30

79 京都市立嘉楽中学校 継続 3(3) 論理的思考 公立 29・30

80 京都市立朱雀第二小学校 新規 1 外国語活動 公立 30・31

81 京都市立醍醐中学校 新規 2(1) 伝統文化教育 公立 30・31

82 京都市立桃山中学校 新規 2(3) カリキュラム・マネジメント 公立 30・31

83

京都市立伏見住吉小学校
京都市立伏見板橋小学校
京都市立下鳥羽小学校
京都市立伏見中学校

新規 2(5) 校種間連携 公立 30・31

84 京都府立園部高等学校 新規 1 理科 公立 30・31

85 京都府立田辺高等学校 新規 1 工業 公立 30・31

86 豊中市立箕輪小学校 継続 3(3) 論理的思考 公立 29・30

87 堺市立美原西中学校 継続 2 美術 公立 29・30

88 高槻市立第九中学校 継続 2 保健体育 公立 29・30

89 寝屋川市立第十中学校 継続 3(4) ESD 公立 29・30

90 大阪府立東百舌鳥高等学校 新規 1 総合的な学習の時間 公立 30・31

91 神戸市立成徳小学校 継続 2 総合的な学習の時間 公立 29・30

92 宝塚市立長尾中学校 継続 2 技術・家庭（技術分野） 公立 29・30

93 川西市立清和台中学校 継続 2 技術・家庭（家庭分野） 公立 29・30

94 兵庫教育大学附属中学校 新規 2(3) カリキュラム・マネジメント 国立 30・31

95 香芝市立二上小学校 継続 2 特別活動 公立 29・30

96 奈良県立大和中央高等学校 継続 3(1) 伝統文化教育 公立 29・30

97 奈良県立十津川高等学校 新規 1 芸術（工芸） 公立 30・31

98 奈良文化高等学校 新規 1 看護 私立 30・31

99 有田市立保田中学校 新規 1 技術・家庭（技術分野） 公立 30・31

100 和歌山県立星林高等学校 新規 1 情報（共通） 公立 30・31

101 和歌山県立有田中央高等学校 新規 1 福祉 公立 30・31

102 西ノ島町立西ノ島小学校 継続 2 体育 公立 29・30

103 島根大学教育学部附属中学校 継続 2 社会 国立 29・30
島根県

滋賀県

京都府

大阪府

兵庫県

和歌山県

奈良県



No. 都道府県 研究指定校名 新規・継続 研究課題 教科等 設置者 委嘱期間

104 早島町立早島小学校 継続 3(4) ESD 公立 29・30

105 岡山大学教育学部附属中学校 継続 2 理科 国立 29・30

106 岡山県立津山商業高等学校 新規 1 特別活動 公立 30・31

107 尾道市立土堂小学校 継続 2 算数 公立 29・30

108 広島市立黄金山小学校 継続 2 音楽 公立 29・30

109 福山市立鷹取中学校 継続 3(3) 論理的思考 公立 29・30

110 広島県立呉三津田高等学校 継続 3(3) 論理的思考 公立 29・30

111 呉市立呉高等学校 継続 3(4) ESD 公立 29・30

112 広島県立忠海高等学校 新規 2(4) ESD 公立 30・31

113 山口大学教育学部附属光中学校 継続 2 道徳 国立 29・30

114 周南市立徳山小学校 新規 2(3) カリキュラム・マネジメント 公立 30・31

115 鳴門教育大学附属小学校 継続 2 社会 国立 29・30

116 鳴門教育大学附属小学校 継続 2 理科 国立 29・30

117
北島町立北島南幼稚園
北島町立北島南小学校

新規 2(5) 校種間連携 公立 30・31

118 徳島県立脇町高等学校 新規 1 地理歴史 公立 30・31

119 香川県 高松市立太田南小学校 継続 2 道徳 公立 29・30

120 上島町立弓削小学校 継続 3(2) へき地教育 公立 29・30

121 鬼北町立泉小学校 新規 2(1) 伝統文化教育 公立 30・31

122 糸島市立東風小学校 継続 2 音楽 公立 29・30

123 福岡市立若宮小学校 継続 2 家庭 公立 29・30

124 大牟田市立吉野小学校 新規 2(4) ESD 公立 30・31

125

遠賀町立浅木小学校
遠賀町立島門小学校
遠賀町立広渡小学校
遠賀町立遠賀中学校
遠賀町立遠賀南中学校

新規 2(5) 校種間連携 公立 30・31

126 福岡県立水産高等学校 新規 1 水産 公立 30・31

127 佐賀大学教育学部附属中学校 継続 2 技術・家庭（家庭分野） 国立 29・30

128 唐津市立加唐小・中学校 新規 2(2) へき地教育 公立 30・31

129 長崎県 長崎市立西坂小学校 継続 2 体育 公立 29・30

130 熊本大学教育学部附属幼稚園 継続 1 幼稚園 国立 29・30

131 八代市立植柳小学校 継続 3(1) 伝統文化教育 公立 29・30

132 錦町立錦中学校 継続 2 国語 公立 29・30

133 熊本県立熊本西高等学校 継続 3(3) 論理的思考 公立 29・30

134
阿蘇市立波野小学校
阿蘇市立波野中学校

継続 3(5) 校種間連携 公立 29・30

135 天草市立牛深東中学校 新規 1 特別活動 公立 30・31

136 熊本市立北部中学校 新規 2(4) ESD 公立 30・31

137 熊本県立第二高等学校 新規 1 家庭 公立 30・31

138 熊本県立鹿本農業高等学校 新規 1 農業 公立 30・31

139 熊本県立天草工業高等学校 新規 1 工業 公立 30・31

福岡県

佐賀県

熊本県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

愛媛県



No. 都道府県 研究指定校名 新規・継続 研究課題 教科等 設置者 委嘱期間

140 中津市立三保小学校 継続 2 生活 公立 29・30

141 佐伯市立明治小学校 継続 2 外国語活動 公立 29・30

142 日田市立東部中学校 継続 2 数学 公立 29・30

143
豊後大野市立朝地小学校
豊後大野市立朝地中学校

継続 3(5) 校種間連携 公立 29・30

144 大分県立別府鶴見丘高等学校 新規 1 総合的な学習の時間 公立 30・31

145 宮崎県 宮崎県立都城商業高等学校 新規 1 商業 公立 30・31

146 南九州市立松ヶ浦小学校 継続 3(2) へき地教育 公立 29・30

147 鹿児島大学教育学部附属中学校 継続 2 美術 国立 29・30

148 那覇市立松川小学校 継続 2 特別活動 公立 29・30

149 伊江村立伊江小学校 新規 2(2) へき地教育 公立 30・31

150 沖縄県立豊見城南高等学校 新規 1 特別活動 公立 30・31
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