別紙２

令和元年度国立教育政策研究所教育課程研究指定校事業研究協議会 各分科会 指定校一覧
２月４日（火）
分科会

都道府県・政令市

２月５日（水）
発表指定校

分科会

埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校
中学校（国語）

石川県

小学校（家庭）

京都市 京都市立藤森中学校

午
前

相模原市 相模原市立相模台中学校

中学校・高等学校
（特別活動①）

熊本県 天草市立牛深東中学校

高等学校（情報【共通教科】）

高等学校（農業）

小学校（道徳）

午
前
中学校（美術）

熊本県 熊本県立鹿本農業高等学校
高等学校（福祉）

中学校
（技術・家庭（技術分野））

和歌山県 和歌山県立有田中央高等学校
愛媛県 鬼北町立泉小学校
小学校・中学校
（伝統文化教育）

高等学校（国語）

鹿児島県 喜界町立早町小学校
高等学校（外国語）

岩手県 八幡平市立松野小学校
小学校（図画工作）

滋賀県 湖南市立菩提寺北小学校

栃木県 鹿沼市立東小学校
中学校
（技術・家庭（家庭分野））

滋賀県 栗東市立栗東中学校
広島県 尾道市立高西中学校

中学校（道徳）

岡山県 岡山県立津山商業高等学校
高等学校（水産）

北海道 北海道小樽水産高等学校

徳島県 鳴門教育大学附属中学校
大阪府 大阪府立東百舌鳥高等学校

小学校・中学校
（総合的な学習の時間③）

京都市 京都市立旭丘中学校

高等学校（公民）

和歌山県 有田市立保田中学校

午
後

高等学校（数学）

小学校（特別活動）

高等学校（商業）

北海道 北海道教育大学附属函館中学校

昭和女子大学附属昭和中学校

東京都 昭和女子大学附属昭和高等学校
愛知県 愛知県立豊橋商業高等学校
宮崎県 宮崎県立都城商業高等学校
北海道 北海道教育大学附属函館中学校

中学校
（カリキュラム・マネジメント）

京都市 京都市立桃山中学校
兵庫県 兵庫教育大学附属中学校
熊本県 菊池市立菊池南中学校

中学校・高等学校（ＥＳＤ）

熊本市 熊本市立北部中学校
広島県 広島県立忠海高等学校
忍岡こども園
東京都 台東区立忍岡小学校
台東区立上野中学校

幼稚園・小学校・中学校
（校種間連携）

京都市 京都市立松陽小学校

北海道 北海道登別明日中等教育学校

幼稚園

京都市

京都市立楊梅幼稚園
京都市立下京雅小学校

徳島県

北島町立北島南幼稚園
北島町立北島南小学校

千葉県 千葉大学教育学部附属幼稚園

群馬県 群馬大学教育学部附属中学校

熊本県 熊本大学教育学部附属幼稚園

新潟県 新潟県立豊栄高等学校

岐阜県 岐阜市立長良中学校

札幌市 札幌市立二条小学校

岐阜県 岐阜県立可児工業高等学校

京都市 京都市立凌風小中学校

長野県 長野県阿南高等学校

東京都 東京学芸大学附属高等学校

兵庫県 兵庫県立出石高等学校

奈良県 奈良県立十津川高等学校
川崎市 川崎市立川崎高等学校

中学校（理科）

午
後

高等学校（地理歴史）

青森県 青森県立青森南高等学校

小学校（体育）

神奈川県 神奈川県立鶴見高等学校

高等学校（保健体育）

高等学校（家庭【専門教科】）

広島県 広島県立呉三津田高等学校

小学校・中学校
（校種間連携②）

東京都 練馬区立立野小学校
北九州市 北九州市立長尾小学校

徳島県 徳島県立脇町高等学校

北海道 北海道網走南ケ丘高等学校
高等学校
（カリキュラム・マネジメント）

午
前

福岡県 筑紫野市立原田小学校

神戸市 神戸市立東舞子小学校

三重県 三重県立亀山高等学校

中学校・高等学校
（校種間連携）

西宮市立西宮浜小学校
西宮市立西宮浜中学校

大阪府 豊中市立第十六中学校

北海道 北海道帯広三条高等学校
京都府 京都府立園部高等学校

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
京都市立下鳥羽小学校
京都市立伏見中学校

札幌市 札幌市立北野平小学校

高等学校（情報【専門教科】）

高等学校（理科）

高岡市立定塚小学校
高岡市立高陵中学校

広島市 広島市立瀬野川中学校

奈良県 奈良文化高等学校

高等学校（芸術（書道））

徳島県 徳島県立鳴門高等学校

京都府 京都府立田辺高等学校

大阪府 高槻市立川西中学校
北九州市 北九州市立南小倉中学校

さいたま市 さいたま市立大宮国際中等教育学校

熊本県 菊池市立泗水小学校

高等学校（看護）

中学校（保健体育）

埼玉県 上尾市立鴨川小学校

川崎市 川崎市立西高津中学校

新潟県 新潟県立高田高等学校

高等学校（芸術（美術・工芸））

栃木県 宇都宮市立城山中学校

兵庫県

小学校（算数②）

岩手県 平泉町立平泉中学校

岐阜県 岐阜市立柳津小学校

北海道 北海道稚内高等学校

京都市 京都市立大原野中学校

中学校（数学①）

大分県 由布市立湯布院中学校

富山県

京都市 京都市立深草中学校

横浜市 横浜市立稲荷台小学校
京都市 京都市立安井小学校

熊本県 熊本県立第二高等学校

小学校・中学校
（校種間連携①）

発表指定校

新潟市 新潟市立上所小学校

熊本県 熊本県立天草工業高等学校

埼玉県 埼玉大学教育学部附属小学校

小学校（社会）

岐阜県 岐阜県立揖斐高等学校

高等学校（工業）

都道府県・政令市

東京都 新宿区立四谷小学校

高等学校（家庭【共通教科】）

東京都 東京都立広尾高等学校

福岡県 福岡県立水産高等学校

高等学校（伝統文化教育）

午
前

大分県 大分県立別府鶴見丘高等学校

京都市 京都市立朱雀第二小学校
中学校・高等学校
（特別活動②）

小学校（理科）

広島県 尾道市立長江小学校
小学校・中学校・高等学校
（総合的な学習の時間②）

岩手県 山田町立豊間根小学校

午
後

東京都 八王子市立散田小学校

京都市 京都市立西京極西小学校

高知県 四万十市立中村小学校

小学校（外国語活動）

茨城県 結城市立結城小学校

岩手県 岩手大学教育学部附属中学校

分科会

広島県 尾道市立土堂小学校
高知県 南国市立大篠小学校

三重県 三重県立川越高等学校

新潟市 新潟市立葛塚小学校

発表指定校・地域名

京都府 福知山市立昭和小学校

神奈川県 神奈川県立松陽高等学校

京都市 京都市立醍醐中学校

小学校（国語）

小学校（算数①）

京都府 福知山市立惇明小学校

鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属中学校

三重県 三重県立伊賀白鳳高等学校

都道府県・政令市

２月７日（金）

大阪府 豊中市立大池小学校

京都市 京都市立御所東小学校
小学校・中学校・高等学校
（総合的な学習の時間①）

神奈川県 神奈川県立生田東高等学校

群馬県 群馬県立利根実業高等学校

分科会

京都市 京都市立葛野小学校

沖縄県 沖縄県立豊見城南高等学校

和歌山県 和歌山県立星林高等学校

発表指定校

茨城県 筑西市立下館小学校

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校

中学校（外国語）

都道府県・政令市

２月６日（木）

中学校（社会）

埼玉県 埼玉大学教育大学附属中学校

北海道 北海道美唄尚栄高等学校

島根県 島根大学教育学部附属義務教育学校

三重県 三重県立稲生高等学校

岩手県 岩手大学教育学部附属中学校
中学校（数学②）

青森県 青森県立弘前実業高等学校

高知県 四万十市立中村中学校

岐阜県 岐阜県立大垣桜高等学校

京都市 京都市立嵯峨中学校

京都市立大藪小学校
京都市 京都市立久世西小学校
京都市立久世中学校

北海道 北海道教育大学附属札幌中学校

遠賀町立浅木小学校
遠賀町立島門小学校
福岡県 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

午
後

中学校・高等学校
（音楽・芸術（音楽））

埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校
石川県

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校

神奈川県 神奈川県立座間高等学校
佐賀県 唐津市立加唐小中学校
小学校・中学校（へき地教育）

熊本県 産山村立産山学園
沖縄県 伊江村立伊江小学校
沖縄県 竹富町立船浦中学校
東京都 世田谷区立奥沢小学校

小学校
（カリキュラム・マネジメント）

新潟県 新潟大学教育学部附属新潟小学校
山口県 周南市立徳山小学校
福岡県 大牟田市立吉野小学校

小学校・中学校（ＥＳＤ）

東京都 大田区立大森第六中学校
岡山県 早島町立早島中学校

