
【幼稚園】

No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

1 幼稚園 東京都 中央区立有馬幼稚園 小久保　篤子

【小学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

1 東京都 渋谷区立富谷小学校 大塚　健太郎

2 千葉県 習志野市立大久保東小学校 伊坂　尚子

3 横浜市 横浜市立稲荷台小学校 大塚　健太郎

4 国立 千葉大学教育学部附属小学校 大塚　健太郎

5 東京都 江東区立第二辰巳小学校 小倉　勝登

6 東京都 小金井市立小金井第一小学校 小倉　勝登

7 埼玉県 越谷市立東越谷小学校 小倉　勝登

8 横浜市 横浜市立西富岡小学校 小倉　勝登

9 東京都 江戸川区立鹿本小学校 稲垣　悦子

10 東京都 杉並区立和田小学校 稲垣　悦子

11 東京都 荒川区立第一日暮里小学校 稲垣　悦子

12 東京都 北区立王子第五小学校 笠井　健一

13 東京都 目黒区立八雲小学校 笠井　健一

14 東京都 国立市立国立第三小学校 笠井　健一

15 東京都 日野市立七生緑小学校 笠井　健一

16 東京都 武蔵野市立第三小学校 笠井　健一

17 東京都 江戸川区立第七葛西小学校 笠井　健一

18 東京都 葛飾区立飯塚小学校 笠井　健一

19 東京都 足立区立千寿第八小学校 笠井　健一

20 神奈川県 三浦市立名向小学校 笠井　健一

21 茨城県 古河市立古河第四小学校 笠井　健一

22 茨城県 茨城町立長岡小学校 笠井　健一

23 茨城県 つくば市立吾妻小学校 佐藤　寿仁

24 さいたま市 さいたま市立西原小学校 笠井　健一

25 相模原市 相模原市立桜台小学校 笠井　健一

26 千葉市 千葉市立海浜打瀬小学校 笠井　健一

27 国立 東京学芸大学附属世田谷小学校 稲垣　悦子

28 埼玉県 新座市立野寺小学校 鳴川　哲也 ・有本　淳

29 横浜市 横浜市立三ツ沢小学校 鳴川　哲也 ・有本　淳

30 国立 埼玉大学教育学部附属小学校 鳴川　哲也 ・有本　淳

31 埼玉県 戸田市立戸田東小学校 志民　一成

32 茨城県 小美玉市立堅倉小学校 志民　一成

33 茨城県 桜川市立雨引小学校 志民　一成

34 相模原市 相模原市立鶴園小学校 志民　一成

35 さいたま市 さいたま市立高砂小学校 志民　一成

36 国立 筑波大学附属小学校 志民　一成

37 東京都 墨田区立業平小学校 小林　恭代

38 千葉県 成田市立成田小学校 小林　恭代

39 相模原市 相模原市立大野台中央小学校 小林　恭代

40 横浜市 横浜市立南太田小学校 小林　恭代

41 国立 千葉大学教育学部附属小学校 小林　恭代

42 国立 埼玉大学教育学部附属小学校 小林　恭代

国語

図画工作

社会

算数

理科

音楽

令和２年度実践研究協力校一覧



No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

43 東京都 大田区立小池小学校 丸山　早苗

44 東京都 大田区立都南小学校 丸山　早苗

45 東京都 大田区立馬込小学校 丸山　早苗

46 茨城県 水戸市立笠原小学校 丸山　早苗

47 相模原市 相模原市立共和小学校 丸山　早苗

48 神奈川県 横須賀市立野比東小学校 塩見　英樹

49 茨城県 鹿嶋市立鉢形小学校 塩見　英樹

50 国立 埼玉大学教育学部附属小学校 塩見　英樹

51 東京都 足立区立新田学園 直山　木綿子

52 東京都 大田区立洗足池小学校 直山　木綿子

53 東京都 目黒区立田道小学校 直山　木綿子

54 千葉市 千葉市立小中台小学校 直山　木綿子

55 東京都 港区立お台場学園 浅見　哲也

56 東京都 三鷹市立第二小学校 浅見　哲也

57 国立 埼玉大学教育学部附属小学校 浅見　哲也

58 横浜市 横浜市立大岡小学校 渋谷　一典

59 横浜市 横浜市立戸部小学校 渋谷　一典

60 横浜市 横浜市立本町小学校 渋谷　一典

61 東京都 板橋区立桜川小学校 安部　恭子

62 東京都 新宿区立落合第三小学校 安部　恭子

63 東京都 北区立西浮間小学校 安部　恭子

64 東京都 大田区立入新井第五小学校 安部　恭子

65 千葉県 八千代市立大和田小学校 安部　恭子

【義務教育学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

1 算数・数学 茨城県 つくば市立秀峰筑波義務教育学校 佐藤　寿仁

【中学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

1 千葉市 千葉市立草野中学校 黒田　諭

2 国立 埼玉大学教育学部附属中学校 杉本　直美

3 神奈川県(私立） 神奈川大学附属中・高等学校 杉本　直美

4 栃木県 宇都宮市立城山中学校 小栗　英樹

5 栃木県 宇都宮市立陽東中学校 小栗　英樹

6 国立 東京学芸大学附属竹早中学校 小栗　英樹

7 国立 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 小栗　英樹

8 東京都 港区立三田中学校 水谷　尚人

9 埼玉県 ときがわ町立都幾川中学校 水谷　尚人

10 茨城県 鹿嶋市立大野中学校 佐藤　寿仁

11 茨城県 古河市立総和中学校 佐藤　寿仁

12 茨城県 つくば市立吾妻中学校 佐藤　寿仁

13 茨城県 鉾田市立鉾田北中学校 佐藤　寿仁

14 千葉市 千葉市立泉谷中学校 水谷　尚人

15 相模原市 相模原市立中央中学校 水谷　尚人

16 国立 東京学芸大学附属世田谷中学校 水谷　尚人

17 東京都 世田谷区立千歳中学校 後藤　文博 ・小倉　恭彦

18 茨城県 笠間市立笠間中学校 後藤　文博 ・小倉　恭彦

19 茨城県 下妻市立東部中学校 後藤　文博 ・小倉　恭彦

20 群馬県 前橋市立鎌倉中学校 後藤　文博

21 川崎市 川崎市立西高津中学校 野内　頼一

22 国立 お茶の水女子大学附属中学校 後藤　文博 ・小倉　恭彦

23 国立 群馬大学共同教育学部附属中学校 後藤　文博

国語

数学

理科

家庭

体育（運動）

外国語・外国語活動

道徳

生活・総合

特別活動

社会



No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

24 相模原市 相模原市立田名中学校 河合　紳和

25 国立 埼玉大学教育学部附属中学校 河合　紳和

26 埼玉県 朝霞市立朝霞第五中学校 東良　雅人

27 神奈川県 鎌倉市立手広中学校 東良　雅人

28 相模原市 相模原市立相武台中学校 東良　雅人

29 相模原市 相模原市立相陽中学校 東良　雅人

30 国立 埼玉大学教育学部附属中学校 東良　雅人

31 保健体育 東京都 三鷹市立第一中学校 横嶋 　剛

32 神奈川県 厚木市立荻野中学校 上野　耕史

33 相模原市 相模原市立清新中学校 上野　耕史

34 国立 筑波大学附属中学校 上野　耕史

35 国立 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 上野　耕史

36 国立 茨城大学教育学部附属中学校 上野　耕史

37 国立 埼玉大学教育学部附属中学校 上野　耕史

38 東京都 小平市立小平第一中学校 丸山　早苗

39 東京都 墨田区立両国中学校 丸山　早苗

40 神奈川県 大井町立湘光中学校 丸山　早苗

41 川崎市 川崎市立西高津中学校 丸山　早苗

42 東京都 江戸川区立小岩第四中学校 山田　誠志

43 東京都 中野区立中野東中学校 山田　誠志

44 神奈川県 寒川町立旭が丘中学校 山田　誠志

45 埼玉県 秩父市立尾田蒔中学校 清水　友晶

46 茨城県 鹿嶋市立大野中学校 市川　信子

47 茨城県 つくば市立大穂中学校　 市川　信子

48 茨城県 東海村立東海中学校 市川　信子

49 茨城県 水戸市立第一中学校 山田　誠志

50 栃木県 下野市立南河内中学校 清水　友晶

51 横浜市 横浜市立横浜吉田中学校 山田　誠志

52 相模原市 相模原市立相模台中学校 山田　誠志

53 さいたま市 さいたま市立与野南中学校 山田　誠志・市川　信子

54 川崎市 川崎市立枡形中学校 山田　誠志

55 道徳 群馬県 高崎市立塚沢中学校 飯塚　秀彦

【中等教育学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

1 地理歴史 茨城県 茨城県立並木中等教育学校 中嶋　則夫

2 国立 東京学芸大学附属国際中等教育学校 遠山　一郎

3 神奈川県 神奈川県立平塚中等教育学校 遠山　一郎

4 理科（化学） 国立 東京学芸大学附属国際中等教育学校 野内　頼一

5 美術 東京都 東京都立小石川中等教育学校 東良　雅人

6 東京都 東京都立三鷹中等教育学校 鹿野　利春

7 東京都 千代田区立九段中等教育学校 鹿野　利春

【高等学校】

No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

1 神奈川県 神奈川県立上鶴間高等学校 大滝　一登

2 神奈川県 神奈川県立多摩高等学校 大滝　一登

3 神奈川県 神奈川県立鶴見高等学校 大滝　一登

4 千葉県 千葉県立千葉北高等学校 大滝　一登

5 茨城県 茨城県立八千代高等学校 大滝　一登

美術

外国語

理科（物理）

情報（共通）

国語

音楽

技術・家庭
（技術分野）

技術・家庭
（家庭分野）



No. 教科等 都道府県・指定都市名等 研究協力校名 担当官名

6 東京都 東京都立六本木高等学校 藤野　敦・大森　淳子

7 東京都 東京都立荻窪高等学校 藤野　敦・大森　淳子

8 神奈川県 神奈川県立鶴見高等学校 藤野　敦・大森　淳子

9 千葉県 千葉県立袖ヶ浦高等学校 藤野　敦・大森　淳子

10 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 中嶋　則夫

11 栃木県 栃木県立宇都宮南高等学校 大森　淳子

12 国立 筑波大学附属高等学校 藤野　敦・大森　淳子

13 国立 お茶の水女子大学附属高等学校 藤野　敦・大森　淳子

14 国立 東京学芸大学附属高等学校 藤野　敦・大森　淳子

15 神奈川県 神奈川県立瀬谷西高等学校 小栗　英樹

16 千葉市 千葉市立稲毛高等学校 小栗　英樹

17 国立 筑波大学附属駒場中・高等学校 小栗　英樹

18 神奈川県 神奈川県立神奈川総合産業高等学校 遠山　一郎

19 千葉県 千葉県立東葛飾高等学校 遠山　一郎

20 茨城県 茨城県立土浦第一高等学校 遠山　一郎

21 茨城県 茨城県立茨城東高等学校　 遠山　一郎

22 国立 筑波大学附属駒場中・高等学校 遠山　一郎

23 国立 東京学芸大学附属高等学校 遠山　一郎

24 理科（生物） 千葉県 千葉県立小金高等学校 藤枝　秀樹

25 千葉県 千葉県立白井高等学校 藤枝　秀樹

26 千葉県 千葉県立千城台高等学校 藤枝　秀樹

27 理科（生物・化学） 埼玉県 埼玉県立所沢高等学校 藤枝　秀樹・野内　頼一

28 理科（生物・科学と人間生活） 東京都（私立） 三田国際学園中学校・高等学校 藤枝　秀樹

29 理科（化学・物理） 埼玉県（私立） 立教新座中学校・高等学校 野内　頼一・遠山　一郎

30 理科・理科(生物) 東京都(私立） 新渡戸文化小中学校・高等学校 藤枝　秀樹

31 芸術（音楽） 神奈川県 神奈川県立厚木高等学校 河合　紳和

32 芸術（工芸） 国立 東京学芸大学附属高等学校 東良　雅人

33 芸術（書道） 川崎市 川崎市立川崎高等学校 豊口　和士

34 千葉県 千葉県立長生高等学校 富髙　雅代

35 千葉県 千葉県立成田国際高等学校 富髙　雅代

36 千葉県 千葉県立松戸国際高等学校 富髙　雅代

37 埼玉県 埼玉県立坂戸高等学校 富髙　雅代

38 埼玉県 埼玉県立和光国際高等学校 富髙　雅代

39 神奈川県 神奈川県立柏陽高等学校 富髙　雅代

40 茨城県 茨城県立竹園高等学校 富髙　雅代

41 道徳教育 川崎市 川崎市立幸高等学校 飯塚　秀彦

42 東京都 東京都立忍岡高等学校 市毛　祐子

43 茨城県 茨城県立土浦第二高等学校 市毛　祐子

44 東京都 東京都立忍岡高等学校 市毛　祐子

45 埼玉県 埼玉県立越谷総合技術高等学校 市毛　祐子

46 東京都 東京都立町田高等学校 鹿野　利春

47 神奈川県 神奈川県立生田東高等学校 鹿野　利春

48 東京都 東京都立新宿山吹高等学校 鹿野　利春

49 千葉県 千葉県立柏の葉高等学校 鹿野　利春

50 千葉県 千葉県立袖ヶ浦高等学校 鹿野　利春

51 神奈川県 神奈川県立磯子工業高等学校 内藤　敬

52 千葉県 千葉県立京葉工業高等学校 内藤　敬

53 水産 新潟県 新潟県立海洋高等学校 西澤　美彦

54 農業 東京都 東京都立園芸高等学校 鈴木　憲治

55 看護 茨城県（私立） 大成女子高等学校 髙木　邦子

※新型コロナウイルス対策対応のため，担当調査官による情報収集等を取りやめた学校を除いています。

情報（共通）

情報（専門）

工業

理科（生物・地学）

公民

理科(物理)

外国語

家庭（共通）

家庭（専門）

地理歴史


