
教育課程研究指定校事業実施要項

平成18年4月1日 国立教育政策研究所長決定

平成20年4月1日 一 部 改 正

1趣 旨

幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び中等教育学校 （以下 「学校」 とい う。）における教育

課程及び指導方法等について調査研究を行い，もって学校教育の改善充実に資する。

2研 究指定校事業の委嘱

（1）都道府県教育委員会，都道府県知事又は附属学校を置 く国立大学法人学長は，都道府県教

育委員会にあっては域内又は所管の学校，都道府県知事にあっては所轄の学校，附属学校を

置 く国立大学法人学長にあっては所管の学校の うち，教育課程研究指定校 （以下 「研 究指定

校」 とい う。）による研究の希望がある場合には，適切な学校を選定 し，別紙様式により，国

立教育政策研究所に提出す るものとする。

（2）国立教育政策研究所は，上記 （1）により提出のあった内容を審査 し，本事業の委嘱が適

当と認めた場合，別途定める実施計画書の提出を求める。

（3）国立教育政策研究所は，上記 （2）によ り提出のあった実施計画書が適切であると認めた

場合，公立学校にあっては当該都道府県教育委員会，私立学校にあっては当該学校の設置者，

国立大学法人附属学校 にあっては当該国立大学法人学長 （以下 「都道府県教育委員会等」 と

い う。）に調査研究を委嘱する。

3研 究期間

研究期間は，原則 として2か 年 とする。

4指 定校数

60校 程度 とする。

5研 究主題

研究指定校は，国立教育政策研究所が別に設定する研究主題に関 し，研究を行 うもの とする。

6研 究指定校の運営等

（1）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，国立教育政策研究所 と密接な連絡をとり，その援

助 と助言を受けて調査研究を行 うもの とする。

（2）国立教育政策研究所は，研究の円滑な実施に資するため，連絡協議会並びに研究協議会を

開催す る。なお，研究協議会は成果の普及のために公開 とすることも検討する。

7報 告書等の提出

（1）研究指定校は，校内の研究体制を整備 し，計画的，継続的に研究を進めるために，各年度

の初めに実施計画書を，各年度の終わ りに研究成果報告書を都道府県教育委員会等に提出す

るものとす る。

なお，研究成果報告書の作成に当たっては，調査研究による児童生徒の変容 （意識，態度，

学力など），教職員や保護者等の意識の変容の把握などについて，アンケー ト結果などの定量

的なデータを比較するなど，分か りやすい示 し方を工夫す る。
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（2）委嘱を受けた都道府県教育委員会等は，研究指定校の実施計画書及び研究成果報告書をと

りま とめ，都道府県教育委員会及び国立大学法人学長においては直接，私立学校の設置者に

おいては当該都道府県知事を経由 して，国立教育政策研究所に提出す るものとする。

なお，研究成果報告書については，第1年 次の終了時に中間報告書を，研究の終了時に最

終の報告書を提出するもの とし，これ らの様式，その他必要な事項については，国立教育政

策研究所か ら別途連絡するものとする。

8成 果の普及

（1）研究成果報告書については，国立教育政策研究所においてその集録を編集 し，書籍，イン

ターネ ッ ト及びその他の媒体によ り公表することができるものとする。

（2）研究指定校においては，地域や学校の実態に応 じて，成果発表会，公開授業，研修会等の

開催，インターネ ッ トによる情報提供などの取組 を実施することにより，本事業の成果を他

校 と共有 し成果の普及を図るよ う，積極的な情報提供を行 うものとする。

9経 費

（1）国立教育政策研究所は，予算の範囲内で，各年度毎に研究に必要な所要額を都道府県教育

委員会等からの請求に基づいて支払 うもの とする。

（2）委嘱金の支払いの対象 となる経費及び各経費項 目への配分額は，実施計画書のとお りとし，

変更す る場合はあらか じめ国立教育政策研究所に報告 し，その指示を受けるもの とす る。た

だ し，各経費項 目における配分額の変更増減が委嘱金額の20％ 以内，又は，5万 円以内の

場合には， この限 りでない。

（3）委嘱 を受けた都道府県教育委員会等は，各年度終了後速やかに別途定める収支精算書を，

都道府県教育委員会及び国立大学法人学長においては直接，私立学校の設置者においては当

該都道府県知事 を経由 して，国立教育政策研究所に提出するもの とする。

10そ の他

国立教育政策研究所は，必要に応 じて，研究の実施状況及び経費の処理状況について実態調

査を行 う。
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教育課程研究指定校事業における研究主題及び研究の進め方

①幼児期における体験の多様性と関連性に配慮 した指導の在り方に関する研究 （幼稚園）

【研究主題について】

幼稚園教育要領 の趣 旨を具体化す るために，教育課程の編成お よび指導方法について調査研究を行い，

その成果 を普及できるよ うにして幼稚園教育の改善 と充実を図るものである。

【研究の進め方】

研究 に当たっては，下記の研究課題例 をもとに幼児の実態を踏 まえて，研究課題 （内容）を具体的に

設定す るとともに，研究方法 も明 らかにす る。また，研究に取 り組む前後の幼児の実態や変容について

も記録 し，教師の指導の在 り方について考察 して成果 と課題 をま とめる。その際，成果 と課題 を他園等

における指導の改善に生かす ことができるよう，まとめ方を工夫する。

○取 り上げ報告す る研究課題例

①幼児が調和のとれた発達 をしてい くために，発達の様々な側面に関連する体験 を幼児が主体的に展

開できるような環境の構成や，指導計画の作成に関す ること。

②一人一人の幼児が自分な りに試行錯誤を繰 り返す などして生み出す体験が，友達 とのかかわ りの中

で相互 に関連 してい くための環境の構成や指導の在 り方に関す ること。

③個別の体験 がそれだけで完結す るのではなく，過去の体験が新たな活動を生み出 し，新たな体験に

結びついていくよ うな指導の在 り方に関す ること。
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②④⑥ 各教科等における指導の工夫改善に関する研究 （小 ・中 ・高）

③⑤⑦ 教科横断的な課題に関する研究 （小 ・中 ・高）

【研究主題について】

［研究主題②④⑥］

学習指導要領の趣 旨を具体化するための指導方法の工夫改善に関す る各教科等における研究課題

を設定 して研究 を行い，その成果 を普及できるようにする。

［研究主題③⑤⑦］

学習指導要領の趣 旨を具体化す るための指導方法の工夫改善に関 し，特に，複数の教科等を関連

させて横断的に取 り組む ことが有効 と考えられる課題について，研究主題を設定 して研究を行い，

その成果 を普及できるよ うにする。

【研究の進め方】

○研究に当たっては，本事業の研究主題や児童生徒の実態等を踏まえて，研究に取 り組 む教科等にお

ける研究主題 を具体的に設定する。

○研究主題 に基づいて，それ までの指導方法や教材等のどこを どのよ うに変えて実践に取 り組むのか

とい うことな ど，研究のポイ ン トを明確 にして授業改善に取 り組む。

○取 り組んだ授業について，研究のポイ ン トに照 らして，授業 における指導や児童生徒 の学習の状況

を考察 し，実践の成果 と課題 をまとめる。

○実践を繰 り返す ことを通 して，その成果 を蓄積 し，課題の改善を図る。

○研究主題等に沿って諸 々の取組 の記録を整理 し，調査研究の成果 と課題 をま とめる。
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［留意点］

○研究を進める際には，取組の事前 と事後等の学習の記録やア ンケー ト結果，研究授業の後の協議

の記録等を蓄積 し，取組 を通 した児童生徒の変容 （意識，態度，学力な ど），教職員や保護者等

の意識 の変容な どについて，具体的な事例やデー タな どか ら考察 した り説明 した りできるように

す る。

○取組の成果や課題をまとめる際には， 自校 における以後の実践や他校等の実践の改善のための参

考 と考えられ るものが明確 になるよう工夫す る。

○研究を進める過程においても，各学校や地域等の実態に応 じて，学校か ら発信する学校通信やイ

ンターネ ッ ト等で研究内容の情報を公開 した り，研究授業や研修会を公開で行った りす るなどの

方法を工夫 して，本事業の取組や成果等 を他校 と共有 し，成果の普及 を図るよ うにする。

なお，当センターに提出 している研究計画を変更する必要が生 じた ときには，事前に当セ ンターに連

絡す る。
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平成20年 度教育課程研究指定校事業研究主題

（1） 幼稚園

① 幼児期における体験の多様性と関連性に配慮 した指導の在 り方に関する研究

（平成19・20年 度）

幼児が調和のとれた発達をしてい くためには，生活や遊びを通 して多様な体験をす るこ

とが重要である。園内外 も含めた幼稚園生活において，友達とのかかわ りの中で，一人一

人の幼児が，主体的に様々なものにかかわ り，自分なりに試行錯誤を繰 り返すなどして生

み出す体験が相互に関連 していくための環境の構成や指導の在 り方について研究をする。

［必要性，期待する効果や結果の活用方法］

幼児 を取 り巻 く環境の変化により，直接的な体験の不足がみ られるとともに，家庭 と地

域社会における人間関係の希薄化もあって，幼児期に体験 し身に付けることが難 しくなつ

ている現状がみ られる。

幼稚園教育では，幼児の発達 とい う観点か らその生活を豊かにする様々な体験が求め ら

れている。

そのためには，発達の様々な側面に関連す る多様な体験をすることが重要であるが，幼

児の生活や遊びが分断 されることのないよ うに，幼児が生み出す様々な体験の相互の関連

性に配慮することが必要である。

そこで，指定校においては，上記をテーマ とし，教育課程編成にあたって，一人一人の

幼児の発達に とって意味のある体験をすることができるように，体験の多様性 と関連性に

配慮 した指導の在 り方について研究をする。

（2） 小学校

② 各教科等における指導の工夫改善に関する研究 （平成19・20年 度）

学習指導要領の趣旨を具体化するための指導方法等の工夫改善に関 し，各教科等におけ

る研究主題 を設定 して研究を行 う。

その際次の課題にも留意 して調査研究を行 う。
・学ぶ意欲を高める指導の改善

・体験的 ・作業的な学習活動を生か した指導の改善

・指導 と評価の一体化やそのための教師の指導力の向上などに関す ること

・学校図書館 との連携を深めた教科等の指導の改善

・教育課程の点検や評価の在 り方 と指導の改善

［募集教科等］

国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育

特別活動 総合的な学習の時間

③ 教科横断的な課題に関する研究 （平成19・20年 度）

特に，複数の教科等を関連させて横断的に取 り組むことが有効 と考えられる課題につい

て，研究主題を設定 して研究を行 う。
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（3）中学校

④ 各教科等における指導の工夫改善に関する研究 （平成19・20年 度）

学習指導要領の趣旨を具体化す るための指導方法等の工夫改善に関 し，各教科等におけ

る研究主題を設定して研究を行 う。

その際，次の課題にも留意 して調査研究を行 う。
・学ぶ意欲を高める指導の改善

・体験的 ・作業的な学習活動を生か した指導の改善

・指導 と評価の一体化やそのための教師の指導力の向上などに関すること

・学校図書館 との連携を深めた教科等の指導の改善

・教育課程の点検や評価の在 り方 と指導の改善

［募集教科等］

国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術 ・家庭 外国語

特別活動 総合的な学習の時間

⑤ 教科横断的な課題に関する研究 （平成19・20年 度）

特に，複数の教科等を関連 させて横断的に取 り組む ことが有効 と考えられる課題 （選択

教科を含む）について，研究主題を設定 して研究を行 う。

（4）高等学校

⑥ 各教科等における指導の工夫改善に関する研究 （平成19・20年 度）

学習指導要領の趣 旨を具体化するための指導方法等の工夫改善に関し，各教科等におけ

る研究主題を設定 して研究を行 う。

その際，次の課題にも留意 して調査研究を行 う。
・学ぶ意欲を高める指導の改善

・体験的 ・作業的な学習活動を生か した指導の改善

・指導 と評価の一体化やそのための教師の指導力の向上な どに関す ること

・学校図書館 との連携を深めた教科等の指導の改善

・教育課程の点検や評価の在 り方 と指導の改善

［募集教科等］
・普通教育に関する各教科

国語 地理歴史 公民 数学 理科 保健体育

芸術 （音楽，美術，工芸，書道） 外国語 家庭 情報
・専門教育に関する各教科

農業 工業 商業 水産 家庭 看護 情報 福祉
・特別活動

・総合的な学習の時間

※高等学校は，教科で指定するが，1教 科の中で複数科 目の研究を原則 とする。なお，

芸術は，科 目で指定する。

⑦ 教科横断的な課題に関する研究 （平成19・20年 度）

特に，複数の教科等を関連 させて横断的に取 り組む ことが有効 と考えられる課題につい

て，研究主題 を設定 して研究を行 う。
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