
学力の把握に関する研究指定校事業(平成18･19年度)研究指定校一覧等(教科等別)

【高 等 学校 】

都道府県名 学校名 教科等名 . 設置者 ページ

国語 1 茨城県 茨城県立水海道第-高等学校 国語(現代文) 公立 4
2 茨城県 茨城県立鉾田第一高等学校 国許(国語総合) 公立 12

貞 3 栃木県 栃木県立佐野女子高等学校 国語(国書吾表現Ⅰ) 公立 18

4 福井県 福井県立若狭高等学校 国語(国詩総合) 什報(什報A) 公立 24

地理歴史 1 広島県 広島県立大門高等学校 . 地理歴史(世界史A) i】 公立 302 広島県 広島県立広島井口高等学校 地理歴史(地理B) 公立 34

3 香川泉 香川県立坂出高等学校 地理歴史(日本史B) 公立 40

公民 1 北海道 北海道滝川高等学校 公民(政治.経済) 理科(物理Ⅰ) 公立 442 神奈川県 神奈川県立大清水高等学校 卑民(現代社会) 数学(数学Ⅰ) 公立 50

3 広島県 広島市立基町高等学校 公民(倫理) 公立 54

&* 1 神奈川県 神奈川県立大清水高等学校 数学(数学Ⅰ) 公民(現代社会) 公立 582 三重県 三重県立尾鷲高等学校 数学(数学日 公立 62

3 広島県 広島県立武園北高等学校 数学(数学Ⅰ) 公立 66

理科 1 北海道 北海道滝川高等学校 理科(物理Ⅰ) 公民(政治.潅済) 公立 702 愛知県 愛知県立豊田南高等学校 理科(化学) 公立 74

3 佐賀県 佐賀県立佐賀北高等学校 理科(生物Ⅰ.地学Ⅰ) 公立 80

保健体育 1 宮城県 宮城県柴田高等学校 保健体育(体育,保健) 公立 8(～
2 千葉県 千葉県立船橋高等学校 保健体育(休育.保健) 公立 92

せ輯 1 高知県 高知県立高知東高等学校 芸術(青菜 Ⅰ) 公立 96

2 長崎県 長崎県立国見高等学校 芸術(音兼 Ⅰ) 公立 100

3 広島県 学校法人呉武田学園呉港高等学校 芸術(音兼1) 私立 104

4 宮崎県 宮崎県立妻高等学校 芸術(美術Ⅱ) 公立 110

; 5 京都府 京都府立亀岡高等学校 芸術(工芸Ⅰ) 公立 116

6 新潟県 新潟県立長岡大手高等学校 芸術(書道Ⅰ) 公立 120

7 静岡県 ■ 静岡県立榛原高等学校 芸術(書道Ⅰ) 公立 126

8 奈良県 奈良県立桜井高等学校 芸術(書道Ⅰ.書道Ⅱ) 公立 132

外国辞 1 北海道 北海道小樽潮陵高等学校 外国岩音(英語Ⅱ) 公立 1362 愛知県 愛知県立東郷高等学校 外国語(英語Ⅰ) 公立 142

3 京都府 京都府立京都すぼる高等学校 外国語(英持 Ⅰ) 公立 148

家庭 1 山形県 山形県立天童高等学校 家庭(家庭基礎) 公立 152

2 栃木県 栃木県立那須清峰高等学校 家庭(家庭基礎) 公立 158

価* 1 北海道 北海道札幌稲北高等学校 什報(什報C) 公立 164
2 千葉県 千葉県立幕張総合高等学校 什報(什報B) 公立 170

3 福井県 福井県立若狭高等学校 什報(II報A) 国語(国語総合) 公立 174

4 福岡県 福岡県立伝習館高等学校 什報(什報C) 公立 178

A兼 1 栃木県 栃木県立鹿沼農業高等学校 Jk集(生物活用) 公立 182
2 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/口ジー) 公立 188

エ★ 1 北海道 北海道稚内商工高等学校 工業(機械設計等) 公立 1922 青森県 青森県立むつ工業高等学校 工業(棲械工作,電子頼経) 公立 196

3 佐賀県 佐賀県立唐津工業高等学校 工業(土木基礎力学.測土) 公立 208

商集 1 北海道 北海道札幌東商業高等学校 商業(ビジネス基礎) 公立 2142 栃木県 栃木県立高根沢高等学校 商業(ビジネス基礎) 公立 220

3 山口県 山口県立岩国商業高等学校 商兼くビジネス基礎) 公立 226

水産 1 秋田県 秋田県立男鹿海洋高等学校 水産(海洋環境,水産流通) l 公立 2322 新潟県 新潟県立海洋高等学校 水産(海洋環境) 公立 242

3 長崎県 長崎県立長崎嶺洋高校 水産(水産流通) 公立 246

看護 1 鹿児島県 学校法人神村学園高等部 看護(看護基礎医学) 私立 252

福祉 1 千葉県 千葉県立松戸矢切高等学校 福祉(基礎介謙) 公立 256
2 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) 公立 260
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