
都道府県名 学校名 教科名 研究主題

公民
(政治・経済)

「思考・判断」，「資料活用の技能・表現」の二観点における評価方法に関する
研究

理科（物理） 「関心・意欲・態度」，「思考・判断」の二観点における評価方法に関する研究

北海道 北海道小樽潮陵高等学校 外国語
（英語Ⅰ，英語Ⅱ）

「話すこと」，「書くこと」の実現状況を把握する評価方法等の研究

北海道 北海道札幌稲北高等学校 情報（情報Ｃ） ティーチング・ポートフォリオを活用した指導と評価の一体化を図る授業に関す
る研究

北海道 北海道稚内商工高等学校 工業(機械設計) 学習指導要領に定める目標等の実現状況の把握に関する研究

北海道 北海道札幌東商業高等学校 商業(ビジネス基礎) 「コミュニケーション」に関する学習の実現状況の把握と指導の改善

青森県 青森市立莨町小学校 図画工作 豊かに感じ取り，生き生きと表現する子を育てる学習指導の在り方

青森県 青森県立むつ工業高等学校 工業
(機械工作・電子機械)

評価規準による学力の把握に関する研究

宮城県 宮城県柴田高等学校 保健体育
(体育，保健)

学習指導要領に定める目標等の実現状況の把握のための評価規準と評価方法の充
実・改善

秋田県 横手市立横手南中学校 音楽 「出会い」と「響き合い」の喜びを感じながら主体的・創造的な音楽学習を展開
する力を育てる指導

水産(海洋環境) 海洋環境の変化と環境保全の重要性を理解させるための効果的な指導内容及び指
導方法の研究

水産(水産流通) 水産物の流通システムを理解させるための効果的な指導内容及び指導方法の研究

山形県 山形県立天童高等学校 家庭（家庭基礎） 住領域の学習を通して，家族の住生活を，健康で安全に営むことのできる自立し
た生活主体者を育成する

茨城県 つくば市立手代木中学校 数学 数学的な思考力・表現力を育てるための授業展開と評価の工夫改善

茨城県 茨城県立水海道第一高等学校 国語（現代文） 「書くこと」へ結び付ける「読むこと」の指導方法の研究

茨城県 茨城県立鉾田第一高等学校 国語（国語総合） 「授業予定表（学習目標の実現シラバス／古典）」を活用した評価方法の研究

栃木県 栃木県立佐野女子高等学校 国語（国語表現Ⅰ） 書く力を向上させるための評価方法の研究

栃木県 栃木県立那須清峰高等学校 家庭（家庭基礎） 「家庭基礎」における衣生活領域の目標の実現状況の把握

栃木県 栃木県立鹿沼農業高等学校 農業（生物活用） 評価規準の作成及び目標の実現状況の把握について

栃木県 栃木県立高根沢高等学校 商業（ビジネス基礎） 「経済生活とビジネス」に関する学習の実現状況の把握と指導の改善

埼玉県 熊谷市立熊谷南小学校 国語 確かな国語の力を育てる指導と評価の研究
－読む力の知識・技能を身に付け活用できる児童の育成－

埼玉県 さいたま市立針ヶ谷小学校 社会 豊かな心をもち，たくましく生きる児童が育つ
―人とのかかわりを通して，考える力を育てる授業の創造―

埼玉県 川口市立青木中央小学校 算数 一人一人の考えのよさを生かす評価の研究

埼玉県 皆野町立皆野小学校 体育 たくましく，心豊かに生き生きと活動する子どもの育成
－楽しみながら運動に取り組み，体力を高める児童を目指して－

千葉県 千葉県立船橋高等学校 体育保健(体育,保健) 教科保健体育の保健及び体育の指導と評価の見直しと改善による実現状況調査

千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 情報（情報Ｂ） 「問題解決とコンピュータの活用」における生徒の実現状況について

千葉県 千葉県立松戸矢切高等学校 福祉（基礎介護） 『基礎介護』における「基本的な介護技術」の指導内容の明確化と，講義も含め
ての４観点別評価による総合的な評価のあり方についての考察。

東京都 新宿区立東戸山幼稚園 幼稚園教育要領に定めるねらいの実現状況の把握に関する調査研究

東京都 日野市立三沢台小学校 理科 感じる　気づく　考える
－自ら知を創造する理科学習を目指して-

東京都 昭島市立中神小学校 音楽 豊かなかかわり合いを支える表現力の育成

東京都 町田市立鶴川第二小学校 家庭 かかわりの中で自分を見つめ，自分の生活を作り出す子どもの育成
―食を中心として―

東京都 荒川区立第七中学校 理科

外国語（英語）

神奈川県 川崎市立王禅寺小学校 体育 子ども一人一人が，運動に進んで取り組むようになる指導と評価の在り方につい
て

ボ 動領域 ゲ 領域 保健領域神奈川県 神奈川県立大清水高等学校 公民（現代社会） 「現代社会」の「現代に生きる私たちの課題」と政治・経済分野における学力の
形成と学力の把握

数学（数学Ⅰ） 学習指導要領に定める目標等の実現状況の把握に関する研究

神奈川県 神奈川県立藤沢総合高等学校 福祉（社会福祉基礎） 社会福祉に対する興味，関心と社会福祉の向上を図ろうとする意欲や態度の育成
状況

生徒一人一人の学習状況を的確に把握する評価方法の工夫

平成１８・１９年度学力の把握に関する研究指定校事業　各研究指定校の研究主題

北海道滝川高等学校北海道

秋田県 秋田県立男鹿海洋高等学校
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都道府県名 学校名 教科名 研究主題

平成１８・１９年度学力の把握に関する研究指定校事業　各研究指定校の研究主題

新潟県 十日町市立十日町小学校 算数 思考力・判断力，表現力を伸長する指導・評価

新潟県 柏崎市立柏崎小学校 生活 自ら考え，学び合う子どもを育てる
―学びを深める支援と評価―

新潟県 新潟県立長岡大手高等学校 芸術（書道Ⅰ） 漢字仮名交じりの書における「自らの思いや感動する言葉を表現する創作の授
業」の指導と評価の在り方 （古典未習の場合）

新潟県 新潟県立海洋高等学校 水産（海洋環境） 科目海洋環境の効果的な授業を目指して

石川県 津幡町立中条小学校 音楽 自ら追求し，共に高まり合う子どもを目指して

国語
（国語総合，現代文)

「話すこと・聞くこと」領域における評価方法の研究

情報（情報Ａ） 進路情報を利用した情報収集・発信能力の育成への考察と評価規準について

山梨県 昭和町立常永小学校 生活 生活科における「確かな学力」を育てる学習指導の創造
－考える力をはぐくむ生活科学習指導の展開－

長野県 安曇野市立豊科北中学校 音楽 生徒が楽しさ，必要性，有用性を感じる音楽の授業

静岡県 静岡県立榛原高等学校 芸術（書道Ⅰ） 高等学校書道における「生徒自らが考えて工夫し，表現技術を高める授業」の指
導と評価の在り方

愛知県 愛知県立豊田南高等学校 理科（化学） 学習指導要領に定める目標を実現するための授業展開の研究

愛知県 愛知県立東郷高等学校 外国語（英語Ⅰ） 英語Ⅰの授業における学習指導と評価について

三重県 三重県立尾鷲高等学校 数学（数学Ⅰ） 生徒の実態に即した評価規準の作成と，それに伴う授業改善に関する研究

京都府 大山崎町立大山崎小学校 理科 自然や科学技術に関心をもち，それらに意図的に働き掛けることのできる児童の
育成

京都府 京都市立西京極小学校 音楽 音楽のよさや美しさを感じ取り，生き生きと表現する子

京都府 城陽市立北城陽中学校 保健体育 生きる力をはぐくむ保健体育学習の在り方についての研究

京都府 京都府立亀岡高等学校 芸術（工芸Ⅰ） 芸術（工芸Ⅰ）における学力把握及び学習評価に関する研究

京都府 京都府立京都すばる高等学校 外国語（英語Ⅰ） 専門高校における実践的コミュニケーション能力の育成

大阪府 大阪市立高津中学校 美術 ・ビジュアルコミュニケーション能力の育成にかかわる指導と評価についての研
究

大阪府 寝屋川市立第八中学校 外国語（英語） 生徒の学習意欲を高める評価の在り方

福井県立若狭高等学校福井県

大阪府 寝屋川市立第八中学校 外国語（英語） 生徒の学習意欲を高める評価の在り方
―基礎基本の定着につながる指導と評価の工夫を通して―

兵庫県 尼崎市立小園中学校 数学 関心・意欲・態度を高める指導と評価

兵庫県 神戸市立飛松中学校 理科 科学的思考力の形成とその評価に関する研究

奈良県 奈良県立桜井高等学校 芸術
(書道Ⅰ・書道Ⅱ)

漢字の書や仮名の書における指導と評価のあり方（臨書や古典，書写との関連）
について

和歌山県 田辺市立田辺第三小学校 家庭 家庭科の食生活・消費生活にかかわる分野における学力の把握

広島県 東広島市立三永小学校 算数 算数科図形領域における学力の把握に関する調査研究
―豊かな感覚の育成と評価の工夫改善―

広島県 広島市立安東小学校 社会 かかわり，考え，高め合う子どもの育成

広島県 福山市立蔵王小学校 図画工作 子ども達の発達や学年の段階に応じた表現力を育てる。
①６年間の系統性を明確にした題材指導計画と②指導と評価の一体化の具体を通

広島県 広島県立大門高等学校 地理歴史(世界史Ａ) 主題を設定して追究する学習における評価の研究

広島県 広島県立広島井口高等学校 地理歴史（地理Ｂ) 「現代世界の諸課題の地理的考察」に関する学習指導要領に定める目標等の実現
状況の把握

広島県 広島市立基町高等学校 公民（倫理） 「関心・意欲・態度」「思考・判断」「資料活用の技能・表現」「知識・理解」
の四観点に基づく指導とその評価の方法に係る研究

広島県 広島県立祗園北高等学校 数学（数学Ⅰ） 「数学的な見方や考え方」を育てる指導方法とそれを評価する問題作成の研究

広島県 広島県立庄原実業高等学校 農業(動物・微生物バ
イオテクノロジー)

遺伝子操作及び遺伝子解析を取り入れた学習活動とその評価についての研究

山口県 山口県立岩国商業高等学校 商業（ビジネス基礎） 「経済生活とビジネスの発展」に関する学習の実現状況把握と指導の改善ついて

徳島県 徳島市立千松幼稚園 幼稚園教育要領に定めるねらいの実現状況の把握に関する調査研究

香川県 三豊市立三野津中学校 国語 確かで豊かな言葉の力を育てる国語学習の創造
－「書くこと」「読むこと」の評価方法及び指導法の工夫－

香川県 香川県立坂出高等学校 地理歴史 (日本史B) 近現代史における地域学習を通じた資料活用の技能と表現力，思考力・判断力の
育成に関する指導とその評価の在り方について

愛媛県 新居浜市立中萩中学校 美術 表現の基礎的能力の育成
－指導と評価の一体化を通して－

高知県 高知県立高知東高等学校　 芸術（音楽Ⅰ） 音楽の基礎・基本を身に付けるための授業開発及び実現状況の把握
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都道府県名 学校名 教科名 研究主題

平成１８・１９年度学力の把握に関する研究指定校事業　各研究指定校の研究主題

福岡県 北九州市立企救丘小学校 国語 基礎・基本を身につけ，自己表現する子どもの育成
－評価を生かした指導の工夫改善－

福岡県 福岡県立伝習館高等学校 情報（情報Ｃ） 情報通信ネットワーク分野における評価の観点と具体的評価法

佐賀県 唐津市立久里小学校 生活 生き生きと学び合う児童の育成
－児童が互いの良さや成長を実感できる生活科の評価の在り方－

佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 理科(生物Ⅰ,地学Ⅰ) 授業記録を用いた「関心・意欲・態度」の評価法の工夫改善

佐賀県 佐賀県立唐津工業高等学校 工業
(土木基礎力学,測量)

評価規準の改善と実践，ならびに目標等の実現状況を計るための教材開発

長崎県 長与町立長与中学校 数学 適切な評価規準と評価方法の確立および，規準に達しない生徒への手立て

長崎県 長崎県立国見高等学校 芸術（音楽Ⅰ） 「創作」においての生徒の感性を伸ばす指導法研究と成果

長崎県 長崎県立長崎鶴洋高等学校 水産（水産流通） 「水産流通」の効果的な指導法

熊本県 阿蘇市立碧水小学校 国語 自分の思いや考えを伝え合う子どもの育成
―「話すこと・聞くこと」における指導と評価の一体化を目指して―

宮崎県 宮崎市立生目台中学校 保健体育 基礎・基本を確実に身に付けさせる指導・評価方法の工夫

宮崎県 宮崎県立妻高等学校 芸術（美術Ⅱ） 生徒の学習状況を的確に把握する評価研究と実現状況の分析

奈良県 学校法人奈良学園奈良文化女
子短期大学附属幼稚園

幼稚園教育要領に定めるねらいの実現状況の把握に関する調査研究

広島県 学校法人呉武田学園呉港高等
学校

芸術（音楽Ⅰ） 豊かな感性を培う指導と評価の一体化を図った音楽授業の創造

鹿児島県 学校法人神村学園高等部 看護(看護基礎医学) パソコンを用いたWEB教材の活用による授業評価の展開

国語 自らの言語生活の充実に価値や張り合いを感じる生徒の育成

社会 生徒の「学びがい」を引き出す社会科教材の開発

理科 自然を科学的に追究する能力や態度の育成

美術 創造の喜びを実感できる題材と指導法の研究

国語 校内全体主題：学び合いを促す指導と評価
教科主題：学び合いをうながす文学の読みの指導と評価

社会 校内全体主題：学び合いを促す指導と評価

東京都 東京学芸大学附属小金井中学
校

埼玉大学教育学部附属中学校埼玉県

社会 校内全体主題：学び合いを促す指導と評価
教科主題：社会科における「学び合い」の有効性
－社会科不得意生徒への対応をはかる－

音楽 校内全体主題：学び合いを促す指導と評価
教科主題：「学び合い」につながる「鑑賞」領域の題材開発

技術・家庭 校内全体主題：学び合いを促す指導と評価
教科主題：今の自分にできることの発見から始まる技術・家庭科の学習

神奈川県 横浜国立大学教育人間科学部
附属鎌倉小学校

社会 明日を創る『人』をはぐくむ教育課程の創造

福岡県 福岡教育大学附属福岡小学校 家庭 家族とかかわりながら生活を見直す家庭科学習

（技術分野）
生活に生かし，自立をたすける学習指導法の研究
－学ぶ意欲を高め，学習の定着を図る授業づくり－

（家庭分野）
生活に生かし，自立をたすける学習指導法の研究
－学ぶ意欲を高め，学習の定着を図る授業づくり－

熊本県 熊本大学教育学部附属中学校 技術・家庭 気付きから実践までの「考える力」の育成
―技術・家庭科としての試み―

宮崎県 宮崎大学教育文化学部附属小
学校

図画工作 もてる力を発揮しながら確かな力を身に付ける造形教育

技術・家庭佐賀県 佐賀大学文化教育学部附属中学校
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【幼稚園】
学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

13 東京都 中央区立月島幼稚園 公立
幼稚園教育要領に定めるねらいの実現状況の把握に関する調
査研究

28 兵庫県 神戸市立神戸幼稚園 公立
幼稚園教育要領に定めるねらいの実現状況の把握に関する調
査研究

13 東京都 学校法人大和郷学園大和郷幼稚園 私立
幼稚園教育要領に定めるねらいの実現状況の把握に関する調
査研究

【小学校】
学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

34 広島県 尾道市立栗原北小学校 公立
国語科を中心として書くことの充実を図り，分析する力・関
係を把握する力・相手を意識して書く力を伸長することによ
り，思考力の向上を目指す

38 愛媛県 宇和島市立明倫小学校 公立
主体的に学び, 共に伸びる児童の育成
～子どもが生きる評価を目指して～

22 静岡県 袋井市立袋井南小学校 公立
生き生きと学ぶ子
～子どもの変容や成長を見取り，言語活動を充実させる取組
を通して～

26 京都府 長岡京市立長法寺小学校 公立
考える力, 表現する力を育む指導と評価
～郷土の歴史や自然環境, 伝統文化に主体的に関わろうとす
る児童の育成～

8 茨城県 高萩市立東小学校 公立
確かな学力をはぐくむための指導と評価の研究
「数と計算」の領域における数学的な考え方を伸ばす指導を
中心として

34 広島県 安芸高田市立可愛小学校 公立
数学的思考力の育成
～図形・数量関係における評価の工夫改善を通して～

27 大阪府  寝屋川市立三井小学校 公立
「子どもの学習意欲を高める評価の在り方」
～子どもが自らの学びを振り返る事ができる評価をめざして
～

34 広島県 福山市立竹尋小学校 公立
科学的思考力を育てる理科教育の創造
－児童の学びを，実感的理解に導く指導と評価のあり方－

4 宮城県 仙台市立広瀬小学校 公立
生活科における新たな評価の在り方
～学びを見取り気付きの質を高める指導を通して～

11 埼玉県 越谷市立荻島小学校 公立
気付きの質を高める学習活動と評価の研究
―気付きの明確化と客観的な評価のあり方についてー

40 福岡県 福岡市立平尾小学校 公立
確かに考え豊かに表す子どもの育成
～知識・技能を習得し活用する音楽科の授業づくりを通して
～

40 福岡県 福岡市立舞松原小学校 公立

自分の思いをもち豊かに表現する子どもが育つ音楽科学習指
導
―学習指導過程における評価の観点，内容の明確化を通して
―

19 山梨県 甲州市立松里小学校 公立
図画工作科における育てたい資質や能力を意識した指導と評
価の工夫

1 北海道 北海道教育大学附属札幌小学校 国立
表現および鑑賞の活動における子ども理解と評価の在り方に
ついての考察

11 埼玉県 埼玉大学教育学部附属小学校 国立
題材の特性に応じ，児童の活動状況を読み取る評価方法の工
夫

14 神奈川県 横浜市立芹が谷南小学校 公立

互いのよさを認め合い, いきいきと活動する子の育成をめざ
して
～さまざまなかかわりを大切にし，自らの生活を豊かにして
いこうとする子の育成～

26 京都府
京都市立下京渉成小学校
（旧　京都市立六条院小学校）

公立
「自ら考え，工夫し，自分の生活に生かそうとする子」
～活用する力を伸ばす家庭科の授業の在り方と評価の工夫～

9 栃木県 宇都宮市立横川東小学校 公立
自らの健康を考え，楽しく生き生きと活動する子どもの育成
―「ゲーム・ボール運動」・保健の指導と評価のあり方―

13 東京都 練馬区立開進第三小学校 公立 体力の向上を図る体育指導の在り方と評価の工夫

4 宮城県 仙台市立広瀬小学校 公立
総合的な学習の時間における新たな評価の在り方
～学びを見取り気付きの質を高める指導を通して～

14 神奈川県 横浜市立大岡小学校 公立 「学びを創り, 学びをみとる」

1 北海道 札幌市立和光小学校 公立
『開かれた個』の育成
仲間と学び合い　仲間と語り合い　仲間を広げる
～学級活動の授業づくりを通して～

40 福岡県 宗像市立河東西小学校 公立 思いやりの心，かかわる力を育てる学級活動の創造

幼稚園

学力の把握に関する研究指定校事業 各研究指定校の研究主題

　―　平成２０・２１・２２年度　―
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http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/6_g_s_ongaku.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/7_g_s_zuko.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/7_g_s_zuko.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/7_g_s_zuko.pdf#page=11
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/8_g_s_katei.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/8_g_s_katei.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/9_g_s_taiku.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/9_g_s_taiku.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/10_g_s_sogo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/10_g_s_sogo.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/11_g_s_tokukatsu.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/shougaku/11_g_s_tokukatsu.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/youtien/1_g_youtien.pdf#page=13


学力の把握に関する研究指定校事業 各研究指定校の研究主題

　―　平成２０・２１・２２年度　―

【中学校】
学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

13 東京都 荒川区立第五中学校 公立 確かな学力の定着を図る指導と評価の工夫

26 京都府 宇治市立宇治中学校 公立
「共生力の育成による学力の向上」
～ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力としての国語力の育成を通して～

11 埼玉県 宮代町立前原中学校 公立
資料活用の技能, 表現力の向上と知識理解の定着を目指した
指導と評価の研究

14 神奈川県
横浜国立大学教育人間科学部附属
横浜中学校

国立 ワークシートから読み取る，観点別評価の研究

35 山口県 田布施町立田布施中学校 公立 「数学的な見方や考え方」を育成するための実践と評価

14 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 「数学的な見方や考え方」を育成し評価する手法の開発

11 埼玉県 宮代町立前原中学校 公立
確かな学力の向上を図る評価の工夫と改善
～第１分野の領域における観察・実験の技能・表現の評価の
研究～

14 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 観点「科学的な思考」の学力を育て評価する手法の開発

40 福岡県 糸島市立志摩中学校
（旧　志摩町立志摩中学校）

公立

生徒一人一人に応じた思考・判断・表現力を高めていく音楽
科学習指導の創造
～我が国や郷土の伝統音楽への感受を深める段階を重視した
学習活動を通して～

19 山梨県 山梨大学教育人間科学部附属中学校 国立

「音楽的な感受を基盤とした思考・判断・表現する力をはぐ
くむ」
～音楽を形づくっている要素をもとに，表現領域と鑑賞領域
の関連を図った題材構成を通して～

11 埼玉県 宮代町立前原中学校 公立
〔共通事項〕を生かした指導と評価の研究
～生徒自らが価値をつくりだす創造的な鑑賞の学習を目指し
て～

19 山梨県 甲斐市立敷島中学校 公立
「自ら考え，学び，行動する生徒の育成」
（部会）美術科における資質や能力の育成に着目した指導と
評価の改善について

41 佐賀県 伊万里市立伊万里中学校 公立
基礎的・基本的な内容の確かな定着を図り，生徒個々の可能
性を引き出す指導と評価の実践的研究

43 熊本県 熊本市立鹿南中学校 公立 学ぶ意欲を高めるための指導方法・評価の工夫

14 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
４観点の学習特性の違いを考慮した目標等の設定と実現状況
の把握

22 静岡県 静岡大学教育学部附属島田中学校 国立
【技術】持続可能な社会を考える授業
【家庭】生活に生きてはたらく力を育てる学習指導

11 埼玉県 宮代町立前原中学校 公立
確かな学力の向上を図るための評価方法の研究
―「書くこと」の領域における評価と指導の改善を通して―

38 愛媛県 伊予市立港南中学校 公立
生徒一人一人の学習状況を的確に把握する評価方法の研究
－「読むこと」の学習指導の工夫を通して－

19 山梨県 笛吹市立浅川中学校 公立
『生きる力』の育成
－総合的な学習の時間の評価を通して－

34 広島県 三次市立塩町中学校 公立
思考力を高める学習指導の改善
～「総合的な学習の時間」における評価規準の検証と改善～

国語

社会

数学

理科

音楽

都道府県名

美術

保健体育

技術・家庭

外国語

総合的な学
習の時間

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/1_g_t_kokugo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/1_g_t_kokugo.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/2_g_t_shakai.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/2_g_t_shakai.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/3_g_t_sugaku.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/3_g_t_sugaku.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/4_g_t_rika.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/4_g_t_rika.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/5_g_t_ongaku.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/5_g_t_ongaku.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/6_g_t_bizyutu.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/6_g_t_bizyutu.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/7_g_t_hotai.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/7_g_t_hotai.pdf#page=9
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/8_g_t_gizyutu_katei.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/8_g_t_gizyutu_katei.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/10_g_t_gaikokugo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/10_g_t_gaikokugo.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/11_g_t_sogo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/tyugaku/11_g_t_sogo.pdf#page=7


学力の把握に関する研究指定校事業 各研究指定校の研究主題

　―　平成２０・２１・２２年度　―

【高等学校】
学校名 設置者 各研究指定校における研究主題

8 茨城県 茨城県立高萩清松高等学校 公立
「報告書の作成」「手紙を書く」「メモを取る」などの実社
会で活用できる国語の能力の育成
～体験活動や「産業社会と人間」等との連携を始点として～

8 茨城県 茨城県立友部高等学校 公立
伝え合う力を高め，思考力を伸ばす効果的な指導について
～他教科との連携で培うキャリア教育の基礎の確立を目指し
て～

21 岐阜県 岐阜県立海津明誠高等学校 公立
「近代以降の文章を的確に理解し，評価できる能力の育成」
の実現状況の把握のための有効かつ簡潔な評価規準及び評価
方法の研究

1 北海道 北海道静内高等学校 公立
生徒の自己評価（ポートフォリオ）等を活用した評価に関す
る研究

28 兵庫県 兵庫県立明石北高等学校 公立 資料活用能力を育成する日本史Ｂの展開

10 群馬県 前橋市立前橋高等学校 公立
資料から読み取った知識に基づいて課題を考察する能力の育
成と評価に関する研究

14 神奈川県 神奈川県立大和高等学校 公立
様々なメディアを通して情報を収集・活用する能力の育成と
評価に関する研究

34 広島県 広島県立福山誠之館高等学校 公立
「現代に生きる私たちの課題」の単元を中心とした，学習指
導要領に定める目標等の実現状況の把握

34 広島県 広島市立舟入高等学校 公立
人間としての在り方生き方についての理解と思索を通じて，
自らの人生観・価値観に関する主体的な自覚を深めさせる授
業の創造と評価方法に関する研究

1 北海道 北海道浦河高等学校 公立 学習集団に即した評価方法に関する研究

42 長崎県 長崎県立中五島高等学校 公立
習熟度の差が大きい集団における評価規準のあり方, および
事後指導法と再評価のあり方の研究

24 三重県 三重県立桑名西高等学校 公立
実験・観察，レポート等の日々の学習活動における評価の在
り方が，生徒の学習内容の定着にどのように寄与しているか
を調査し，評価の改善及び授業の充実を図る

26 京都府 京都府立亀岡高等学校 公立
科学的な興味の喚起を考えた観察・実験・実習の在り方とそ
の評価に関する研究

17 石川県 石川県立金沢桜丘高等学校 公立
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，
保健と体育における観点別評価規準の検討と指導と評価の一
体化の充実

23 愛知県 愛知県立西春高等学校 公立
教科「保健体育」における評価規準及び評価方法の工夫・改
善について

芸術
（書道）

11 埼玉県 埼玉県立越谷南高等学校 公立
伝統文化を踏まえた，仮名の書における鑑賞と表現とその評
価の在り方について

1 北海道 北海道利尻高等学校 公立
基礎・基本の定着を図り，積極的にコミュニケーションを図
ろうとする態度を育成するための効果的なコミュニケーショ
ン活動の実践と評価に関する研究

14 神奈川県 神奈川県立茅ケ崎北陵高等学校 公立
「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の４技
能を総合的に育成するための指導方法と評価の研究

38 愛媛県 愛媛県立北条高等学校 公立
「家庭基礎（衣生活領域）」における目標の実現状況把握の
ための評価方法の工夫・改善

42 長崎県 長崎県立長崎南高等学校 公立
科目「家庭基礎」の「保育分野」における評価方法に関する
研究

24 三重県 三重県立四日市高等学校 公立
「問題のモデル化とコンピュータを活用した解決」における
指導と評価について

28 兵庫県 兵庫県立尼崎稲園高等学校 公立
「情報Ｂ」の内容のうち，「コンピュータの仕組みと働き」
にかかわる目標の実現状況を把握し，評価規準の作成及び評
価方法の工夫改善を図る

40 福岡県 福岡県立宗像高等学校 公立 「情報が支える未来について考える単元の指導と評価」

37 香川県 香川県立多度津高等学校 公立
電気機器及び建築構造設計における評価規準による学力の把
握に関する研究

39 高知県 高知県立高知工業高等学校 公立 「実習」における観点別評価と授業改善

15 新潟県 新潟県立新発田商業高等学校 公立
科目「ビジネス情報」の内容「表計算ソフトウエアの活用」
における目標実現状況を調査し, 目標に準拠した評価のあり
方について研究し, 指導方法の改善を図る

24 三重県 三重県立四日市商業高等学校 公立
「マーケティング」及び「商品と流通」における実践的, 体
験的な学習活動の評価の在り方についての調査研究

家庭
（専門教科） 34 広島県 広島県立総合技術高等学校 公立 科目「フードデザイン」における評価方法に関する研究

情報
（専門教科） 47 沖縄県 沖縄県立美来工科高等学校 公立

「ネットワークシステム」の内容のうち，「ネットワークの
構築」にかかわる目標の実現状況を把握し，評価規準の作成
及び評価方法の工夫・改善を図る

総合的な学
習の時間 19 山梨県 山梨県立北杜高等学校 公立 総合的な学習の時間における効果的な評価方法について

都道府県名

情報
（普通教科）

工業

商業

国語

地理歴史

公民

家庭
（普通教科）

数学

理科

保健体育

外国語

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/1_g_k_kokugo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/1_g_k_kokugo.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/1_g_k_kokugo.pdf#page=13
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/2_g_k_tireki.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/2_g_k_tireki.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/3_g_k_komin.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/3_g_k_komin.pdf#page=4
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/3_g_k_komin.pdf#page=8
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/3_g_k_komin.pdf#page=14
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/4_g_k_sugaku.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/4_g_k_sugaku.pdf#page=5
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/5_g_k_rika.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/5_g_k_rika.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/6_g_k_hotai.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/6_g_k_hotai.pdf#page=9
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/7_g_k_geizyutu.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/8_g_k_gaikokugo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/8_g_k_gaikokugo.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/9_g_k_katei_fu.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/9_g_k_katei_fu.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/10_g_k_zyoho_fu.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/10_g_k_zyoho_fu.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/10_g_k_zyoho_fu.pdf#page=11
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/11_g_k_kogyo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/11_g_k_kogyo.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/12_g_k_shogyo.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/12_g_k_shogyo.pdf#page=7
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/13_g_k_katei_sen.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/14_g_k_zyoho_sen.pdf
http://www.nier.go.jp/kaihatsu/shidou/report/gakuryoku/21-22/koukou/15_g_k_sogo.pdf
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