別紙２

平成29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６日（火）
分科会
幼稚園

小学校（図画工作）

小学校（道徳）

都道府県・政令市

２月７日（水）
発表指定校

分科会

岩手県 花巻市立花巻幼稚園

午
前

熊本県 熊本大学教育学部附属幼稚園

小学校（算数）

青森県 弘前大学教育学部附属小学校

宮城県 白石市立大鷹沢小学校

小学校（家庭）

香川県 高松市立太田南小学校

中学校（国語）

新潟市 新潟市立新潟小学校

午
前

中学校（理科）
中学校（技術・家庭〔技術分野〕）

中学校（伝統文化教育）

福井県 福井県立高志高等学校
京都府 京都府立宮津高等学校

高等学校（外国語）

北海道 北海道枝幸高等学校

高等学校（論理的思考①）

小学校（論理的思考②）

大分県 佐伯市立明治小学校

小学校（伝統文化教育）

午
後

中学校（美術）

中学校（道徳）

埼玉県 越生町立越生小学校

山梨県 甲州市立塩山南小学校

京都市 京都市立朱雀第四小学校

小学校（ＥＳＤ）

鹿児島県 鹿児島大学教育学部附属中学校

午
後

京都市 京都市立西陵中学校
大分県 日田市立東部中学校

中学校（技術・家庭〔家庭分野〕）

静岡県 伊豆の国市立大仁中学校

兵庫県 川西市立清和台中学校
佐賀県 佐賀大学教育学部附属中学校

山口県 山口大学教育学部附属光中学校

神奈川県 神奈川県立藤沢総合高等学校

北海道 北海道帯広柏葉高等学校
大分県 大分県立宇佐高等学校

中学校・高等学校
（校種間連携）
北海道

高等学校（論理的思考②）

青森県 青森県立八戸水産高等学校
三重県 三重県立水産高等学校

長野県 長野県阿南高等学校
奈良県 奈良県立大和中央高等学校
福井県 福井大学教育学部附属特別支援学校

奈良県 東吉野村立東吉野中学校

小学校・中学校
（へき地教育②）

天塩町立天塩中学校
北海道天塩高等学校

熊本県 熊本県立熊本西高等学校
北海道 北海道斜里高等学校

高等学校（ＥＳＤ）

福岡県

小学校・中学校
（校種間連携②）

東京都 東京都立多摩高等学校
広島県 呉市立呉高等学校
山口県 山口県立宇部工業高等学校

遠賀町立浅木小学校
遠賀町立島門小学校
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

山鹿市立鹿北小学校

熊本県 山鹿市立鹿北中学校

豊後大野市立朝地小学校

大分県 豊後大野市立朝地中学校

長万部町立長万部中学校
北海道長万部高等学校

広島県 広島県立庄原格致高等学校

愛媛県 上島町立弓削小学校
佐賀県 伊万里市立滝野小・中学校

午
後

中学校（社会）

高等学校（理科）

高等学校（保健体育）

高等学校（家庭〔専門教科〕）

午
後

中学校（論理的思考②）

愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校
島根県 島根大学教育学部附属中学校
神奈川県 神奈川県立多摩高等学校
佐賀県 佐賀県立佐賀西高等学校
福岡県 福岡県立香椎高等学校
長崎県 長崎県立大村工業高等学校
北海道 北海道名寄産業高等学校
熊本県 熊本県立松橋高等学校

埼玉県 埼玉県立川越南高等学校
神奈川県 神奈川県立茅ケ崎西浜高等学校
奈良県 香芝市立二上小学校
沖縄県 那覇市立松川小学校

京都市 京都市立深草中学校

札幌市 札幌市立札苗中学校
大阪府 高槻市立第九中学校

広島県 福山市立鷹取中学校
愛媛県 愛媛大学教育学部附属中学校

高等学校（公民）
高等学校（商業）

京都市 京都市立百々小学校

北海道 北海道教育大学附属函館中学校

和歌山県 和歌山県立熊野高等学校

愛知県 愛知教育大学附属岡崎中学校

広島市 広島市立黄金山小学校
福岡県 糸島市立東風小学校

京都市 京都市立錦林小学校

中学校（保健体育）

秋田県 仙北市立生保内小学校

徳島県 鳴門教育大学附属小学校

青森県 青森県立黒石高等学校

北海道 北海道浦河高等学校

熊本県 熊本県立第二高等学校

京都市 京都市立岩倉北小学校

北海道 北海道白老東高等学校

高等学校・特別支援学校
（伝統文化教育）

小学校（音楽）

愛知県 愛知教育大学附属名古屋中学校

神戸市 神戸市立成徳小学校

小学校・中学校・高等学校
（総合的な学習の時間②）

群馬県 群馬県立館林女子高等学校

岡山県 早島町立早島小学校

堺市立美原西中学校

小学校（特別活動）

奈良県 奈良県立郡山高等学校

熊本県 八代市立植柳小学校

堺市

高等学校（情報〔共通教科〕）

北海道 北海道稚内高等学校

東京都 八王子市立散田小学校

中学校（数学）

中学校（論理的思考①）

高等学校（看護）

大阪府 寝屋川市立第十中学校

大分県 中津市立三保小学校

岡山県 岡山県立津山商業高等学校

東京都 筑波大学附属高等学校

静岡県 磐田市立豊田中学校

大阪市 大阪市立南小学校

大分県 大分県立中津南高等学校

高等学校（水産）

小学校（生活）

京都市 京都市立春日丘中学校

北海道 北海道伊達緑丘高等学校

山梨県 山梨大学教育学部附属中学校

徳島県 北島町立北島北小学校

北海道 北海道釧路東高等学校

高等学校（数学）

高等学校（家庭〔共通教科〕）

三重県 亀山市立亀山東小学校

北海道

高等学校（国語)

高等学校（芸術〔書道〕）

北海道 北海道教育大学附属札幌中学校

新潟市 新潟市立白新中学校

大分県 佐伯市立宇目緑豊中学校

岡山県 岡山県立倉敷古城池高等学校

長崎県 長崎市立西坂小学校

高等学校（地理歴史）

秋田県 大仙市立大曲南中学校

中学校（ＥＳＤ）

島根県 西ノ島町立西ノ島小学校

京都市 京都市立嘉楽中学校

阿蘇市立波野小学校

宮城県 私立聖ウルスラ学院英智小・中学校

愛媛県 今治市立波方小学校

午
前

北海道 北海道別海高等学校

青森県 弘前大学教育学部附属小学校

甲賀市立甲南南保育園
滋賀県 甲南幼稚園
甲賀市立甲南中部小学校

中学校・高等学校
（特別活動）

熊本県 阿蘇市立波野中学校

中学校（音楽）
・高等学校（芸術〔音楽〕）

滋賀県 草津市立老上小学校

小学校（理科）

岐阜県

発表指定校

三重県 三重県立上野高等学校

埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校

東京都 調布市立国領小学校

滋賀大学教育学部附属幼稚園
滋賀県
滋賀大学教育学部附属小学校

東京都 御蔵島村立御蔵島小中学校

敦賀市立角鹿中学校
海津市立高須小学校
海津市立吉里小学校
海津市立東江小学校
海津市立大江小学校
海津市立西江小学校
海津市立日新中学校

都道府県・政令市

京都市 京都市立紫野小学校

小学校・中学校・高等学校
（総合的な学習の時間①）

山口県 周南市立鹿野中学校

午
前

広島県 広島県立呉三津田高等学校

小学校（国語）

徳島県 鳴門教育大学附属小学校

周南市立鹿野小学校

岡山県 岡山高等学校

島根県 島根県立出雲工業高等学校

幼稚園・小学校
（校種間連携）

小学校・中学校
（校種間連携①）

金沢大学人間社会学域学校教育学類附属中学校

大分県 大分県立杵築高等学校

小学校（体育）

福井県 敦賀市立赤崎小学校

岡山県 岡山大学教育学部附属中学校

福島県 福島県立福島工業高等学校

学校法人住吉学園ひばり幼稚園
学校法人川尻学園ちどり幼稚園
吉田町立さくら保育園
吉田町立すみれ保育園
吉田町立さゆり保育園
吉田町立わかば保育園
吉田町立こども発達支援事業所
吉田町立住吉小学校
吉田町立中央小学校
吉田町立自彊小学校

栃木県 宇都宮市立横川東小学校

埼玉県 埼玉大学教育学部附属中学校

石川県

分科会

敦賀市立敦賀北小学校
敦賀市立咸新小学校

福岡市 福岡市立若宮小学校

兵庫県 宝塚市立長尾中学校

発表指定校・地域名

鹿児島県 南九州市立松ヶ浦小学校

兵庫県 兵庫県立西宮今津高等学校

熊本県 熊本県立八代農業高等学校

静岡県

小学校（外国語活動）

千葉県 成田市立公津の杜小学校

鹿児島県 奄美市立大川中学校

三重県 三重県立明野高等学校

都道府県・政令市

２月９日（金）

岩手県 葛巻町立小屋瀬小学校

小学校・中学校
（へき地教育①）

岩手県 花巻市立大迫中学校

東京都 東京学芸大学附属高等学校

高等学校（工業）

京都市 京都市立久我の杜小学校

愛知県 西尾市立平坂中学校

岩手県 遠野市立遠野中学校

高等学校（農業）

滋賀県 草津市立老上西小学校

熊本県 錦町立錦中学校

大阪府 豊中市立箕輪小学校

高等学校
（芸術〔美術・工芸〕）

小学校（社会）

山形県 山形大学附属中学校

岩手県 岩手大学教育学部附属小学校

中学校（外国語）

分科会

広島県 尾道市立土堂小学校

埼玉県 上尾市立大石小学校

北海道 標茶町立標茶中学校

発表指定校

静岡県 牧之原市立相良小学校

札幌市 札幌市立北九条小学校

小学校（論理的思考①）

都道府県・政令市

２月８日（木）

北海道 北海道函館西高等学校
北海道 北海道苫小牧総合経済高等学校
熊本県 熊本県立八代東高等学校

高等学校（情報〔専門教科〕）

高等学校（福祉）

秋田県 秋田県立仁賀保高等学校
岐阜県 岐阜県立岐阜各務野高等学校
三重県 三重県立伊賀白鳳高等学校
和歌山県 和歌山県立有田中央高等学校

