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小1

一宮市立葉栗小学校

0586-28-8706 教科指導

わかる楽しさを味わいながら進んで学習に取り組み、自分の伝えたいこ
とを表現できる子の育成
令和４年２月中旬研究発表予定 http://www.school.city.ichinomiya.aichi.jp/~haguri-e/
～話すこと、聞くことを大切にした言語活動を通して、対話的な発表へと
つなげる活動を通して～

小2

江南市立藤里小学校

0587-58-8751 教科指導

未来を拓く藤里小の学び
－1人1台端末の活用を通して－

なし（R5年度予定）

https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310023

小3

大口町立大口南小学校

0587-95-3216 教科指導

問題解決能力を高める思考を促す授業づくりをする
－主体的に学習に取り組む児童の育成を目指して－

令和４年３月中旬 紙上発表

http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310009

小4

扶桑町立高雄小学校

0587-93-2104 教科指導

夢に向かい、たくましく前進する児童の育成
～対話的な学びを生む授業を通して～

令和３年１１月２６日（金）
中間発表会

https://www2.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310123

小5

大治町立大治小学校

052-444-2044 教科指導

自他を認め、生き生きと学び続ける児童の育成
－ＩＣＴ機器を効果的に活用した実践を通してー

令和３年１０月２７日（水）

http://www.schoolweb.ne.jp/oharu/oharu-e/

令和3年10月13日（水）
岡崎市教育委員会研究委嘱研
https://cms.oklab.ed.jp/el/hane/
究発表 パナソニック教育財団
特別指定校
令和３年度１０月２７日(水)
岡崎市教育委員会研究委嘱研 http://cms.oklab.ed.jp/el/hirohata/
究発表

小6

岡崎市立羽根小学校

0564-51-1795 教科指導

プログラミング的思考育成からはじめる創造的に学ぶ子の育成
～主体的・対話的なプログラミング学習を通した新しい学びの実現～

小7

岡崎市立広幡小学校

0564‐21—0610 教科指導

自らの意思で 発見・判断・実行できるスーパーソサエティキッズの
育成

小8

岡崎市立矢作東小学校

0564-31-3233 教科指導

確かな国語力の向上をめざす授業の構築
－論理的文章を読むことから活用することへと展開する授業－

小9

岡崎市立大門小学校
(R3.6.15追加)

0564-23-8709 教科指導

一人一人の学びを広げ深める個別最適な学びと協働的な学びの融合
令和４年度 岡崎市教育委員
―自らの問いを解決していく中で多様な価値観を認め、学ぶ喜びを実感
http://cms.oklab.ed.jp/el/daimon/
会研究委嘱研究発表
できる子どもの育成をめざして―

0564-52-2257 教科指導

自立的に生きる資質・能力を育む授業の創造

令和５年度予定 岡崎市教育
https://cms.oklab.ed.jp/el/hokubu/
委員会研究委嘱研究発表

0564-31-4574 教科指導

生きて働く言語能力を育む国語教育の推進

令和５年度予定 岡崎市教育
https://cms.oklab.ed.jp/el/kitasyo/
委員会研究委嘱研究発表

小12 碧南市立棚尾小学校

0566-41-0993 教科指導

ひと・もの・こととかかわって学び、考えを深める棚尾っ子の育成
―棚小３つのＴを手だてとして―

令和３年１０月２８日（木）

http://swa.hekinan.ed.jp/tanaoel/

小13 豊田市立寺部小学校

0565-80-0126 教科指導

つながりを生かし、学びを深める寺部っ子の育成
－友達の意見に耳を傾け、高め合う授業－

令和３年１０月２９日（金）

http://www2.toyota.ed.jp/swas/index.php?id=s_terabe

小14 西尾市立室場小学校

0563-52-1066 教科指導

「書くこと」を通して、共に思いや考えを広げ深める国語科の学習

令和３年１０月２１日(木）

http://www.nishio.ed.jp/muroba-sho/info.html

小15 西尾市立一色東部小学校 0563-72-8167 教科指導

思いや考えを広げ深め合う子の育成
～地域の人・もの・ことを生かした授業づくり～

令和３年１０月２１日（木）

http://www.nishio.ed.jp/isshikitoubu-sho/

小16 知立市立知立東小学校

0566-81-3694 教科指導

多文化共生に向けた日本語指導の充実に関する研究

愛知教育大学との共同研究

http://www.city.chiryu.ed.jp/chiryuhigashiel/

小17 知立市立知立西小学校

0566-82-0575 教科指導

自分の思いや考えを表現できる子を目指して
～他者とのかかわり合いを通して～

なし

http://www.city.chiryu.ed.jp/chiryunishiel/

小18 みよし市立中部小学校

0561-32-1044 教科指導

自他を認め、対話を通して、自主的に学びを深める子どもの育成
～見つけ学習の実践を通して～

令和３年１０月２７日（水）

http://www.hm.aitai.ne.jp/~chubu/

岡崎市立六ツ美北部小学
小10 校
(R3.6.15追加)
小11

岡崎市立矢作北小学校
(R3.6.15追加)

令和３年１１月２６日（金）
自主研究発表

https://cms.oklab.ed.jp/el/yahigashi
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豊橋市立岩田小学校
（連携校）
小19
豊橋市立豊岡中学校
(協力校)
豊橋市立豊小学校

0532-61-2607 教科指導

『わかる』を自覚し楽しむ子どもの育成
～「めあて」と「ふりかえり」を生かし、自他の考えをつなげる場を大切
にした学習を通して～

令和３年１０月２０日（水）

http://www.toyohashi-c.ed.jp/iwata-e/

小20 豊橋市立高師小学校

0532-45-8216 教科指導

仲間と関わりながら学びの道を歩む子の育成
～「あったかし小学校」を基盤とした、協働的な学習の展開～

令和４年度１０月～１１月
開催予定

http://www.toyohashi-c.ed.jp/takashi-e/

小21 豊橋市立牟呂小学校

0532-31-3101 教科指導

協働的な学習活動によって、自己の見方・考え方を深める子どもの
育成
令和５年度１０月～１１月
～ひとり調べとかかわり合いで、主体的に学びを深めていく問題解決的 開催予定
な学習をとおして～

http://www.toyohashi-c.ed.jp/muro-e/

小22 豊橋市立羽根井小学校

0532-31-0375 教科指導

自らつながり、自己の見方・考え方を深める羽根井っ子の育成
～ICT機器を活用した「問題解決的な学習」を通して～

令和５年度１０月～１１月
開催予定

http://www.toyohashi-c.ed.jp/hanei-e/

小23 豊川市立八南小学校

0533-86-4046 教科指導

一人一人を大切にした学級づくり
みんなで生き生きと学ぶ授業づくり

令和３年１０月２８日（木）

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/shouchuuichiran/
te-hachinan/index.html

小24 豊川市立桜町小学校

0533-86-4246 教科指導

自ら学びを楽しむ子の育成
～問いを大切にする授業を通して～

令和３年１０月２８日（木）

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shouchuuichiran/
te-sakuramachi/index.html

小25 豊川市立代田小学校

0533-86-4166 教科指導

深い学びを通して、自分と仲間の成長を感じる子の育成
～ 切り返しの発問を核とした授業過程のあり方 ～

令和３年１０月２８日（木）

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shouchuuichiran/
te-daida/index.html

小26 豊川市立三蔵子小学校

0533-86-3646 教科指導

新しい価値を創造する子の育成
～みくらし「たくましく ゆたかに みんなで」の実現～

令和４年度発表予定

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shouchuuichiran/
te-sanzougo/index.html

小27 豊川市立天王小学校

0533-84-3521 教科指導

対話を通して、主体的に学びを深める天王っ子
～あたたかな人間関係を土台として～

令和４年度発表予定

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shouchuuichiran/
te-tennou/index.html

小28 豊川市立豊小学校

0533-86-1001 教科指導

響き合い 学ぶ喜びを実感する子の育成

令和４年度発表予定

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shouchuuichiran/
te-yutaka/index.html

小29 豊川市立牛久保小学校

0533-86-7288 教科指導

笑顔あふれる授業をめざして

令和５年度発表予定

https://www.city.toyokawa.lg.jp/smph/shouchuuichiran/
te-ushikubo/index.html

小30 蒲郡市立蒲郡北部小学校 0533-68-3478 教科指導

学びを還す子の育成
～多様な教科における地域を活用した単元を通して～

令和４年１０月下旬頃

https://www.city.gamagori.lg.jp/site/gamagorihokubushogakko/

小31 蒲郡市立三谷東小学校

0533-68-0722 教科指導

『もっともっと！』と学び続ける子
～子どもたちの身近な「人・もの・こと」とのかかわりを大切にした授業づ 令和４年１０月下旬頃
くり～

https://www.city.gamagori.lg.jp/site/miyahigashishogakko/

小32 田原市立野田小学校

0531-25-0007 教科指導

学びに向かう子
～「野田っ子ポイント」を活用した国語の授業～

http://www.city.tahara.aichi.jp/edu/nodasyou/index.html

小33 新城市立東郷西小学校

0536-22-0107 教科指導

小34 東栄町立東栄小学校

0536-76-0059 教科指導

令和３年１０月２８日（木）

活力あふれる子の育成
令和３年１０月２１日（木）
～学びを充実させる「楽しむ」三段階のステップと成長を支える生活サ
新城市研究発表会
ポート～
ともに成し遂げた経験をもち、考え、伝え合い、行動する子どもの育成
－子どもが学習課題を「自分の問題」としてとらえ、主体的に活動する授 令和４年１０月（予定）
業づくり－

https://www.city.shinshiro.lg.jp/edu/togonishi-el

http://www.kitashitara.jp/toei-el/
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中1 一宮市立奥中学校

0586-28-8761 教科指導

英語で自分の考えを発信する力の育成
～パフォーマンス評価の研究を通して～

令和４年２月中旬研究発表予定 http://www.school.city.ichinomiya.aichi.jp/~oku-j/

中2 犬山市立犬山中学校

0568-61-2409 教科指導

自ら考え、判断し、決定し、行動する生徒の育成
～生徒の考え、変容を大切にした授業改善を通して～

令和３年１０月２９日（金）

https://www2.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2320088

中3 犬山市立東部中学校

0568-67-7401 教科指導

見方・考え方を働かせ、思考・判断・表現する生徒の育成

なし

http://www.schoolweb.ne.jp/inuyama/tobu-j/

中4

春日井市立藤山台中学校
0568-91-3192 教科指導
(R3.6.24追加)

自分のもっている知識や技能を組み合わせたり，対話的な活動を通して
考えを広げたり深めたりすることで，目的達成に近づくことができる生徒 令和３年１０月１８日（月）
の育成
仲間と共に一人一人の存在と可能性を大切にし、運動の楽しさを実感で
きる生徒の育成
なし
～関わり合いの活動を通して～

http://swa.kasugai.ed.jp/weblog/index.php?id=kasugai06

中5 あま市立甚目寺中学校

052-444-0074 教科指導

http://www.city.ama.ed.jp/chu_jimokuji/index.php?page_id=0

中6 大府市立大府中学校

0562-46-5301 教科指導

英語で自分の考えを話すことのできる生徒の育成
～1人１台タブレットの有効活用を通して～

現在調整中

中7 岡崎市立翔南中学校

0564-71-1122 教科指導

未来をたくましく生きる力を育む教育の創造
～仲間と学ぶＳＯＺＯの時間を核に据えて～

令和３年１０月２０日(水)
岡崎市教育委員会研究委嘱研 https://cms.oklab.ed.jp/jh/shonan/
究発表

中8 岡崎市立竜海中学校

0564-51-4538 教科指導

わかる学習指導 第１２次研究３年次
自ら学び続ける生徒の育成
令和３年１１月１２日（金）
－「読む」・「書く」の充実を図り、『わかる』の実感を強める学習指導を中 自主研究発表
心に－

https://cms.oklab.ed.jp/jh/ryukai

中9 刈谷市立依佐美中学校

0566-21-0487 教科指導

自ら考え、判断し、表現する生徒の育成
～深い学びにつながる授業改善を通して ～

令和３年１０月１９日（火）

http://www.city.kariya.aichi.jp/school/yochu/TopPage.html

中10 刈谷市立雁が音中学校

0566-24-1038 教科指導

創造性を育む
～習得したことを生かす３ステップ学習を通して～

令和４年１０月２８日（金）

http://www.city.kariya.aichi.jp/school/ganchu/top.html

中11 豊田市立高岡中学校

0565-52-1830 教科指導

対話を通して協同的に学ぶ生徒の育成
－「かかわりの力」を発揮し、学び合う授業を目指して－

令和３年１１月１２日（金）

http://www2.toyota.ed.jp/swas/index.php?id=c_takaoka

中12 安城市立東山中学校

0566-98-1531 教科指導

わたしを信じる みんなを信じる
－確かな「自分軸」をつくる「きき合い」の授業－

令和３年１０月２２日（金）

http://swa.anjo.ed.jp/weblog/index.php?id=anjo28

中13 西尾市立鶴城中学校

0563-56-2258 教科指導

自分の未来を切り拓く生徒の育成を目指して
～全員参加の課題解決学習を通して～

紙上発表

http://www.nishio.ed.jp/tsurushiro-chu/

中14 西尾市立福地中学校

0563-56-2466 教科指導

自己有用感が高まる福中生を目指して
－「授業で大切にしたい３つの手だて」を取り入れた実践を通して－

令和３年１０月２１日（木）

http://www.nishio.ed.jp/fukuchi-chu/

中15 知立市立竜北中学校

0566-82-8131 教科指導

自他の存在を大切にし、主体的に問題を解決しようとする生徒の育成
～個の困り感に寄り添った授業実践を通して～

なし

http://www.city.chiryu.ed.jp/ryuhokujh/

中16 知立市立知立南中学校

0566-82-5155 教科指導

多文化共生に向けた日本語指導の充実に関する調査研究

愛知教育大学との共同研究

http://www.city.chiryu.ed.jp/chiryuminamijh/

中17 知立市立知立南中学校

0566-82-5155 教科指導

読解力を高め、論理的に思考し表現する生徒の育成
～ＮＩＥ学習シートの活用を通して～

なし

http://www.city.chiryu.ed.jp/chiryuminamijh/

http://www.obu-c.ed.jp/obu-j/
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中18 みよし市立北中学校

0561-36-4565 教科指導

中19 みよし市立三好丘中学校

0561-31-0781 教科指導

中20

岡崎市立東海中学校
(R3.6.15追加)

0564-48-2821 教科指導

中21

岡崎市立北中学校
(R3.6.15追加)

0564-22-8740 教科指導

豊橋市立豊岡中学校
（連携校）
中22
豊橋市立岩田小学校
(協力校)
豊橋市立豊小学校

0532-61-3278 教科指導

中23 豊橋市立二川中学校

0532-41-0702 教科指導

中24 豊橋市立石巻中学校

0532-88-0006 教科指導

中25 豊川市立代田中学校

0533-86-4921 教科指導

中26 蒲郡市立中部中学校

愛知県教育委員会義務教育課

研究主題
学び合いのある学校
～｢学び合い、学びを深める｣授業を求めて～

研究発表等
未定

ホームページＵＲＬ
http://www.hm.aitai.ne.jp/~kita/

一人一人が自分の学びによる成長を自覚し、さらなる学びを追究しようと
する生徒の育成
令和4年度発表予定
http://www.hm8.aitai.ne.jp/~oka/
～生徒と教師が共に学び続けることができる授業づくり～
令和４年度
自ら未来を切り拓く力を育む，個別最適化教育の創造
岡崎市教育委員会研究委嘱研 http://cms.oklab.ed.jp/jh/tokai/
究発表
令和５年度予定
自立的に学ぶ力を育てる授業の創造
岡崎市教育委員会研究委嘱研 https://cms.oklab.ed.jp/jh/kita/
～自分の力で自分らしく追究する問題解決学習での教師支援～
究発表
自他の考えを高め合い、「伸びる」を実感できる生徒の育成
～体験的・問題解決的な授業の構想を大切にした学習を通して～

令和３年１０月１３日（水）

http://www.toyohashi-c.ed.jp/toyooka-j/

令和４年度１０月～１１月
開催予定

http://www.toyohashi-c.ed.jp/futagawa-j/

令和５年度１０月～１１月
開催予定

http://www.toyohashi-c.ed.jp/ishimaki-j/

学び続ける生徒の育成
～共につくる深い学びのある授業を通して～

令和４年度発表予定

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shouchuuichiran/
tj-daida/index.html

0533-68-1538 教科指導

深い学びを創る授業
～自ら動き出し，追究し続け，高め合う生徒～

令和４年１０月下旬頃

https://www.city.gamagori.lg.jp/site/chubuchugakko/

中27 新城市立新城中学校

0536-22-0257 教科指導

『自ら学び，共に学び，豊かに学ぶ生徒の育成』
～「学習マネジメント」と「見える化のある授業」を通して～

令和３年１０月２１日（木）
新城市研究発表会

https://www.city.shinshiro.lg.jp/edu/shinshiro-jh

中28 新城市立作手中学校

0536-38-1214 教科指導

未来につながるつくでの学び
～仲間・地域とつながる学びを通して～

令和４年１０月
新城市研究発表会予定

https://www.city.shinshiro.lg.jp/edu/tsukude-jh

自らの意志で学び続け、未来の創造に向けて動き出す子どもの育成
～自発的な問いを生むことから始まる、「主体的・対話的で深い学び」の
授業を通して～
「本気」で考え・語る、新たな時代を拓くことのできる生徒の育成
～「この子」の学びから発想する、学ぶ楽しさを追求した問題解決的な学
習過程を通して～

令和３年度 愛知の研究校（園）一覧【道徳指導】
ＮＯ

学校（園）名

電話番号

研究領域

愛知県教育委員会義務教育課
研究主題

研究発表等

ホームページＵＲＬ

小1

一宮市立大和南小学校

0586-28-8730

教科指導
（道徳）

「特別の教科 道徳」を要とした道徳教育の充実
～「考え、議論する道徳」の指導と評価～

なし

http://www.school.city.ichinomiya.aichi.jp/~yamami-e/

小2

阿久比町立英比小学校

0569-48-0022

教科指導
（道徳）

話し合い、自分の考えを広げることのできる児童の育成
～「考え・議論する道徳」の実践を通して～

令和３年１０月２２日（金）
紙上発表

https://www10.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310257

小3

碧南市立西端小学校

0566-48-1542

教科指導
（道徳）

共に学び 共に伸びる子
～確かな道徳性の確立を目指して～

紙上発表

http://swa.hekinan.ed.jp/nishibatael/

小4

刈谷市立富士松東小学校 0566-36-2818

教科指導
（道徳）

自己肯定感を高め、ともに課題を解決していく子どもの育成
～「授業・環境・富東っ子タイム」三本柱の充実を通して～

令和３年１０月２２日（金）

http://www.city.kariya.aichi.jp/school/fjhigas/HP1.html

小5

みよし市立緑丘小学校

0561-36-8800

教科指導
（道徳）

考えることを楽しみ、学び続ける子の育成
～考え議論する授業をめざして～

紙上発表

http://www.hm.aitai.ne.jp/~midori/

小6

田原市立泉小学校

0531-37-0024

教科指導
（道徳）

『特別の教科 道徳』を要とした道徳教育の充実
～『考え、議論する道徳』の指導と評価～

紙上発表

http://www.city.tahara.aichi.jp/edu/izumisyou/index.html

小7

新城市立黄柳川小学校

0536-34-0206

教科指導
（道徳）

一つの考え方よりも二つの考え方のできる子どもの育成
～「考える」、「議論する」を大切にする道徳教育の実践～

令和３年１０月２１日（木）
新城市研究発表会

https://www.city.shinshiro.lg.jp/edu/tsugegawa-el

小8

設楽町立津具小学校

0536-83-2013

教科指導
（道徳）

「特別の教科 道徳」を要とした道徳教育の充実
－考え、議論する道徳の指導と評価－

紙上発表

http://www.kitashitara.jp/tsugu-el/

愛西市立八開中学校
(R3.6.15追加)

0567-37-0684

教科指導
（道徳）

『特別の教科 道徳』を要とした道徳教育の充実
－『考え、議論する道徳』の指導と評価－

令和３年度道徳教育の抜本的
改善・充実に係る支援事業にお http://www.aisai.ed.jp/hachikai-j/
ける研究推進校

中2 常滑市立常滑中学校

0569-35-2375

教科指導
（道徳）

『特別の教科 道徳』を要とした道徳教育の充実
～『考え，議論する道徳』の指導と評価～

令和４年１月３１日（月）
紙上開催

https://www2.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2320055

中3 豊田市立小原中学校

0565-65-3011

教科指導
（道徳）

『特別の教科 道徳』を要とした道徳教育の充実
－『考え、議論する道徳』の指導と評価－

紙上発表

http://www2.toyota.ed.jp/swas/index.php?id=c_obara

中4 知立市立知立中学校

0566-81-1370

教科指導
（道徳）

「自己を見つめ、仲間と語り合うことで、よりよく『いきよう』とする生徒の
育成」
～知中デザインの道徳授業を要にした道徳教育の研究～

令和３年１０月２１日（木）

http://www.city.chiryu.ed.jp/chiryujh/

中1

令和３年度 愛知の研究校（園）一覧【キャリア教育】
ＮＯ
小1

学校（園）名

電話番号

研究領域

愛知県教育委員会義務教育課

研究主題

自己をみつめ、目標・夢をもって、自己を高めようとする
児童の育成

研究発表等
なし

ホームページＵＲＬ

一宮市立千秋東小学校

0586-28-8732 キャリア教育

http://www.school.city.ichinomiya.aichi.jp/tiakih-e/

小2

江南市立古知野南小学校

「なりたい」「やりたい」「よりよい」をかなえるために，生き生きと
取り組む児童の育成
なし
0587-56-2861 キャリア教育
～カリキュラム・マネジメントと主体的，対話的で深い学びのある 令和４年３月 研究集録を作成
授業を通して～

小3

江南市立古知野北小学校

0587-56-2274 キャリア教育

対話的に学ぶ児童の育成
～「リーダー・イン・ミー」を活用して～

なし

https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310018

小4

岩倉市立岩倉東小学校

0587-66-2311 キャリア教育

世界にはばたく東っ子
～自己を知り、自己を生かす活動を通して～

令和３年１１月５日（金）
口頭発表・授業公開

http://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310077

小5

春日井市立神領小学校
(R3.6.24追加)

0568-81-1884 キャリア教育

近隣の地域の方から、働き方、生き方を学び、
人の役に立とうとする意欲や態度を育てる

なし

http://www.kasugai.ed.jp/jinryo-e/

小6

弥富市立十四山東部小学校 0567-52-0054 キャリア教育

体験活動からの気付きを経て、自ら考え、選ぶことのできる
リーダーシップを備えた児童の育成

なし

http://jutou-e.yatomi-schoolnet.jp/

小7

蟹江町立須西小学校

0567-95-1111 キャリア教育

地域に学び、自分の夢や目標を自分のことばで語り伝え、自分の生き
方について考え方を深めようとする児童の育成

なし

https://sunishi-e.kanie-schoolnet.jp/

小8

豊田市立青木小学校

0565-45-0025 キャリア教育

人とつながり、未来をえがく子の育成
－かかわりを大切にし、６年間の成長を見通した活動を通して－

紙上発表

http://www2.toyota.ed.jp/swas/index.php?id=s_aoki

小9

岡崎市立梅園小学校
(R3.6.15追加)

0564-22-3566 キャリア教育 全教科領域での学びを生き方につなぐ新しいキャリア教育の創造

https://www.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310017

令和４年度
岡崎市教育委員会研究委嘱研 http://cms.oklab.ed.jp/el/umezono/
究発表

令和３年度 愛知の研究校（園）一覧【総合的な学習の時間】
ＮＯ

学校（園）名

電話番号

研究領域

研究主題

愛知県教育委員会義務教育課
研究発表等

ホームページＵＲＬ

小1 大府市立共和西小学校

0562-47-7007

総合的な学
習の時間

自分の考えを広げ、深めることができる児童の育成
～ロボットを活用したプログラミング教育を通して～

現在調整中

http://www.obu-c.ed.jp/kyowanishie/index.php?page_id=0&pcviewer_flag=1

小2 岡崎市立城南小学校

0564-52-2913

総合的な学
習の時間

城南の豊かな森を取り戻せ
～ハクモクレンの並木再生プロジェクト～

令和４年３月予定
紙上発表

https://cms.oklab.ed.jp/el/jounan/

小3 田原市立童浦小学校

0531-22-0279

総合的な学
習の時間

自ら未来を切り拓く子
～ＳＤＧｓを意識した取り組みを通して～

令和４年１０月下旬

http://www.city.tahara.aichi.jp/edu/douhosyou/index.html

中1 西尾市立東部中学校

0563-32－1067

総合的な学
習の時間

人権意識を養い、社会に貢献する誠実な生徒の育成

紙上発表

http://www.nishio.ed.jp/tobu-chu/

令和３年度 愛知の研究校（園）一覧【その他】
ＮＯ

学校（園）名

電話番号

研究領域

刈谷市立刈谷特別支援学
特1
0566-21-7301 その他
校

愛知県教育委員会義務教育課
研究主題

ともに進みともに学ぶ
～つながりの中で広げる特別支援教育～

研究発表等
令和４年２月２５日(金)
授業参観
令和４年２月２６日(土)
講演会・研究協議

ホームページＵＲＬ

http://www.city.kariya.aichi.jp/school/tokushi/index.html

小1

春日井市立勝川小学校
(R3.6.24追加)

0568-31-2106 その他

学んだ知識・技能（習得）をはたらかせて、みんなで思考・判断・表現（活
用）する勝川っ子の育成
令和３年１０月２６日（火）
～ICT活用の推進と高学年教科担任制の実施を通して～

http://www.kasugai.ed.jp/kachigawa-e/

小2

東浦町立藤江小学校

0562-83-3274 その他

地域とともにある学校づくり推進事業（県教育委員会委嘱）
「人と緑にかこまれて，明日を生きようとする児童の育成」

なし

https://www10.schoolweb.ne.jp/weblog/index.php?id=2310251

小3

東浦町立緒川小学校

0562-83-2034 その他

学びに向かう力をはぐくむ教育課程の編成
～自らの学びをデザインする子どもの育成～

令和３年１１月５日（金）

http://www.schoolweb.ne.jp/higashiura/ogawa-e

小4

美浜町立上野間小学校

0569-88-5022 その他

地域と連携し、地域に生きる子どもを育てる防災教育

令和３年度 紙上発表

http://aichi-mihama.ed.jp/k-nomaes/

小5

岡崎市立城南小学校

0564-52-2913 その他

つながりある学びで育む 城南の未来を拓く子供たち
～城南CITYカーニバルを核とした多文化共生・地域再生をめざして～

令和４年３月予定
紙上発表

https://cms.oklab.ed.jp/el/jounan/

小6

豊橋市立大崎小学校
（連携校）
豊橋市立南稜中学校

0532-25-1720 その他

令和３年１０月２６日（火）

http://www.toyohashi-c.ed.jp/oosaki-e/

小7

豊橋市立汐田小学校

0532-47-3220 その他

令和４年度１０月～１１月
開催予定

http://www.toyohashi-c.ed.jp/shiota-e/

小8

設楽町立名倉小学校

0536-65-0004 その他

自ら地域とかかわり、学びをつなげ、思いを深める子ども
－ふるさと学習と教科・総合的な学習の時間を関連付けて－

令和３年１０月２６日（火）

http://www.kitashitara.jp/nagura-el/

中1 豊田市立旭中学校

0565-68-2131 その他

地域と共に歩み、未来を拓く生徒の育成
－ふるさと旭にわくわくする学びの実現－

令和３年１０月１５日（金）

http://www2.toyota.ed.jp/swas/index.php?id=c_asahi

中2 知立市立知立南中学校

0566-82-5155 その他

自他の命を守る
～WITHコロナ コロナ禍での教育活動を通して～

紙上発表

http://www.city.chiryu.ed.jp/chiryuminamijh/

中3 豊川市立中部中学校

0533-86-4846 その他

令和３年１０月２８日（木）

https://www.city.toyokawa.lg.jp/shouchuuichiran/
te-daida/index.html

中4 田原市立福江中学校

0531-32-0112 その他

つなぐ
～「ひと」「こと」「もの」が生きるＣＳ（コミュニティースクール）の確立～

令和３年１０月２８日（木）

http://www.city.tahara.aichi.jp/edu/fukuecyu/index.html

未来につながるつくでの学び
～仲間・地域とつながる学びを通して～

令和３年１０月２６日（火）
愛知県へき地教育研究協議会
令和３年１１月４日（木）
https://www.city.shinshiro.lg.jp/edu/tsukude-jh
東海北陸地区へき地・複式・小
規模校教育研究大会三重大会

中5 新城市立作手中学校

0536-38-1214 その他

自ら培った三つの力を発揮し、社会をよりよくしようとする子どもの育成
～学びをつなぎ 地域・社会とつなげ 未来につながるESDの実践を通し
て～
心も元気！体も元気！笑顔あふれる汐田っ子の育成
～個の学びを生かし、仲間とともに健やかな心と体づくりを学ぶ教育活
動を通して～

社会性を育む
～生徒の豊かな人間関係の構築と自己形成の歩みを支える～

