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３ 平成１９年度研究指定校
〔千葉県教育委員会指定〕

種 指定
研究課題 学 校 名 等 所管課 備考

別 年度

小 学校保健 袖ヶ浦市立蔵波小学校 19－20 学校 新規
学 保健課

校 学校給食 我孫子市立我孫子第二 18－19 学校 継続
小学校 保健課

5
学校体育 東庄町立笹川小学校 17－19 体育課 継続

3
健康･体力 松戸市立横須賀小学校 17－19 体育課 継続

校 づくり 船橋市立大穴小学校 17－19 継続
研究 白子町立南白亀小学校 17－19 継続

特別支援 いすみ市立大原小学校 18－19 継続特別支援

教育教育 19－20 新規市原市立辰巳台西小学校 教育課

課程

ｹﾞｲﾄｳｪｲ・ﾄ 成田市立新山小学校 17－19 指導課 継続
ｩ・ｲﾝｸﾞﾘｯｼ 成田市立加良部小学校 17－19 継続
ｭ・ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ 成田市立中台小学校 17－19 継続
( 成田市立向台小学校 17－19 継続英語教育に関

南房総市立岩井小学校 19－21 新規する調査研究)

南房総市立平群小学校 19－21 新規

生徒指導 香取市内小学校 19－20 指導課 継続
ｽｸｰﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞ (子どもと「 （地域指定）

松戸市内小学校 19－20 新規ｰ派遣事業調査 親のｻﾎﾟｰﾄ

（地域指定） ）研究」 ｾﾝﾀｰ

学校安全 香取市立津宮小学校 18－19 学校 継続
保健課

小学校キャ 柏市立柏第三小学校 18－19 生涯 継続
リア教育推 いすみ市立東海小学校 18－19 学習課 継続
進研究指定 市原市立白鳥小学校 18－19 継続

船橋市立坪井小学校 19 新規
多古町立常磐小学校 19 新規

豊かな心を 船橋市立宮本小学校 18－19 指導課 継続
はぐくむ教 柏市立西原小学校 18－19 継続
育を推進す 印西市立原山小学校 18－19 継続
る事業 御宿町立御宿小学校 18－19 継続

南房総市立忽戸小学校 18－19 継続
豊かな人間 白井市立大山口小学校 18－20 指導課 継続
関係づくり 18－20 継続白井市立白井第三小学校

推進事業 浦安市立入船北小学校 19－20 新規
鎌ヶ谷市立中部小学校 19－20 新規
芝山町立芝山小学校 19－20 新規
袖ヶ浦市立根形小学校 19－20 新規
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種 指定
研究課題 学 校 名 等 所管課 備考

別 年度

小学校サポ 船橋市立薬円台小学校 19－20 指導課 新規
ート・ネッ 船橋市立古和釜小学校 19－20 新規
トワーク調 習志野市立屋敷小学校 19－20 新規
査研究事業 八千代市立米本小学校 19－20 新規

柏市立柏第八小学校 19－20 新規
野田市立南部小学校 19－20 新規
我孫子市立根戸小学校 19－20 新規
鎌ヶ谷市立中部小学校 19－20 新規
印西市立原山小学校 19－20 新規
八街市立交進小学校 19－20 新規
香取市立瑞穂小学校 19－20 新規

サポート・ 銚子市立春日小学校 19－20 指導課 新規
ネットワー 東金市立城西小学校 19－20 新規
ク調査研究 山武市立南郷小学校 19－20 新規
事業 茂原市立東部小学校 19－20 新規

御宿町立御宿小学校 19－20 新規
市原市立明神小学校 19－20 新規

19－20 新規木更津市立清見台小学校

君津市立南子安小学校 19－20 新規
館山市立北条小学校 19－20 新規

中 健康･体力 旭市立第一中学校 17－19 体育課 継続
学 袖ケ浦市立平川中学校 17－19 継続づくり研究

校 学校体育 浦安市立浦安中学校 19－21 体育課 新規

2 特別支援教 習志野市立第二中学校 18－19 継続特別支援

2 育教育課程 松戸市立栗ヶ沢中学校 19－20 新規教育課

校 ｹﾞｲﾄｳｪｲ･ﾄｩ 成田市立中台中学校 17－19 指導課 継続
･ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ･ 南房総市立富山中学校 19－21 新規

(英ﾗﾝｹﾞｰｼﾞ
語教育に関す

る調査研究)

生徒指導 市川市立妙典中学校 19－20 指導課 新規「ス

香取市内（地域指定） 19－20 新規クールアドバ (子どもと

松戸市内（地域指定） 19－20 新規イザー派遣事 親のサポ

山武市立成東東中学校 19－20 新規業調査研究」 ートセン

館山市立第二中学校 19－20 新規ター）

豊かな心を 八千代市立高津中学校 18－19 指導課 継続
はぐくむ教 柏市立西原中学校 18－19 継続
育を推進す 印西市立原山中学校 18－19 継続
る事業 睦沢町立睦沢中学校 18－19 継続

木更津市立畑沢中学校 18－19 継続
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種 指定
研究課題 学 校 名 等 所管課 備考

別 年度
豊かな人間 白井市立大山口中学校 18－20 指導課 継続
関係づくり 市川市立第五中学校 19－20 新規
推進事業 19－20 新規鎌ヶ谷市立鎌ヶ谷中学校

御宿町立御宿中学校 19－20 新規
市原市立菊間中学校 19－20 新規

高 人権教育 19－20 指導課 新規千葉県立木更津東高等学校

等 学校安全 千葉県立京葉高等学校 18－19 学校 継続
学 保健課
校 17－19 指導課 継続ﾁﾊﾞ･ｽｰﾊﾟｰ･ｲﾝ 千葉県立成田国際高等学校

ｸﾞﾘｯｼｭ･ﾗﾝｹﾞｰ
ｼﾞ･ﾊｲｽｸｰﾙ

1
千葉県立天羽高等学校 18－19 指導課 継続豊かな心をは

3 18－19 継続ぐくむ教育を 千葉県立船橋法典高等学校

校 千葉県立泉高等学校 18－19 継続推進する事業

先進的な高 17－19 県立学 継続千葉県立一宮商業高等学校

等学校づく 千葉県立君津高等学校 17－19 校改革 継続
り(ﾊﾟｲﾛｯﾄ･ 17－19 推進課 継続千葉県立柏の葉高等学校

(17･18)ﾊｲｽｸｰﾙ)推 (千葉県立柏西高等学校)

進事業 千葉県立浦安高等学校 17－19 継続
17－19 継続千葉県立山武農業高等学校

千葉県立長狭高等学校 17－19 継続
千葉県立匝瑳高等学校 17－19 継続

特 特別支援教 18－19 継続千葉県立富里特別支援学校 特別支援

支 育教育課程 教育課
3 特別支援教 19 新規千葉県立君津特別支援学校 特別支援

校 育教育課程 千葉市立第二養護学校 19 教育課 新規
(ｾﾝﾀｰ的機能)

〔文部科学省・国立教育政策研究所・経済産業省指定〕

種 指定
研究課題 学 校 名 等 所管課 備考

別 年度
小 研究開発学 成田市立成田小学校 18－20 指導課 継続
学 校
校 伝え合う力 市川市立菅野小学校 19－20 指導課 新規

を養う調査 南房総市立和田小学校 19－20 新規
3 研究事業
2 人権教育 茂原市立中の島小学校 19－20 指導課 新規
校 企業と組み 19 生涯 新規習志野市立谷津南小学校

立てる発達 柏市立柏第三小学校 19 学習課 新規
段階に応じ 富里市立洗心小学校 19 新規
た授業の開 木更津市立木更津第一 19 新規
発 小学校
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種 指定
研究課題 学 校 名 等 所管課 備考

別 年度
豊かな体験 佐倉市立下志津小学校 18－19 指導課 継続
活動推進事 佐倉市立南志津小学校 18－19 継続
業 佐倉市立佐倉東小学校 18－19 継続

山武市立鳴浜小学校 18－19 継続
我孫子市立我孫子第二 19－20 新規
小学校
市川市立真間小学校 19－20 新規
柏市立手賀東小学校 19－20 新規
野田市立北部小学校 19－20 新規
匝瑳市立豊和小学校 19－20 新規
東庄町立笹川小学校 19－20 新規
山武市立山武北小学校 19－20 新規
睦沢町立瑞沢小学校 19－20 新規

学力向上拠 野田市立みずき小学校 17－19 指導課 継続
点形成事業 香取市立佐原小学校 17－19 継続

佐倉市立佐倉小学校 17－19 継続
富里市立富里南小学校 17－19 継続
勝浦市立勝浦小学校 17－19 継続
市原市立五所小学校 17－19 継続
鴨川市立天津小学校 17－19 継続
千葉市立鶴沢小学校 17－19 継続
印西市立永治小学校 18－19 指導課 継続我が国の伝統

文化を尊重す
る教育に関す
る実践モデル
事業

船橋市立三山東小学校 17－19 船 橋 市 継続地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾃﾚ
船橋市立行田東小学校 17－19 教委 継続ﾋﾞ放送の教育

活用推進事業

四街道市立四和小学校 19－20 指導課 新規小学校におけ
る英語教育の
在り方に関す
る調査研究

中 研究開発学 成田市立成田中学校 18－20 指導課 継続
学 校
校 中学校夜間 市川市立大洲中学校 19 指導課 継続

学級
2 学力向上拠 17－19 指導課 継続八千代市立村上東中学校

5 点形成事業 17－19 継続我孫子市立湖北台中学校

校 茂原市立本納中学校 17－19 継続
東金市立西中学校 17－19 継続
いすみ市立国吉中学校 17－19 継続
君津市立周西中学校 17－19 継続
富津市立佐貫中学校 17－19 継続

17－19 継続千葉市立磯辺第二中学校
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種 指定
研究課題 学 校 名 等 所管課 備考

別 年度
豊かな体験 佐倉市立上志津中学校 18－19 指導課 継続
活動推進事 18－19 継続我孫子市立久寺家中学校

業 東金市立北中学校 18－19 継続
野田市立関宿中学校 19－20 新規
長南町立長南中学校 19－20 新規
袖ヶ浦市立昭和中学校 19－20 新規
袖ヶ浦市立長浦中学校 19－20 新規
袖ヶ浦市立根形中学校 19－20 新規
袖ヶ浦市立平川中学校 19－20 新規
袖ヶ浦市立蔵波中学校 19－20 新規
習志野市立第二中学校 19 生涯 新規企業と組み立

柏市立柏第三中学校 19 学習課 新規てる発達段階

富里市立富里北中学校 19 新規に応じた授業

木更津市岩根中学校 19 新規
流山市立南部中学校 19－20 指導課 新規人間としての

在り方生き方
を考える教育

高 ｽｰﾊﾟｰ・ｻｲｴ 千葉県立柏高等学校 16－20 指導課 継続
等 ﾝｽ・ﾊｲｽｸｰﾙ
学 教育課程 千葉県立佐倉高等学校 19－20 指導課 新規
校 ｽｰﾊﾟｰ･ｲﾝｸﾞ 千葉市立稲毛高等学校 18－20 継続千葉市教委

ﾘｯｼｭ･ﾗﾝｹﾞｰ 17－19 指導課 継続千葉県立千葉女子高等学校
2 ｼﾞ･ﾊｲｽｸｰﾙ 17－19 指導課 継続千葉県立松戸国際高等学校

9 千葉県立船橋高等学校 18－19 指導課 継続全国的かつ総
校 18－19 継続合的な学力調 千葉県立幕張総合高等学校

18－19 継続査の実施に係 千葉県立松戸矢切高等学校
る研究

交通安全教 千葉県立京葉高等学校 18－19 学校 継続
育 保健課
学力向上拠 18－20 指導課 継続千葉県立柏の葉高等学校

点形成事業 千葉県立成東高等学校 18－20 継続
千葉県立姉崎高等学校 18－20 継続

豊かな体験 18－19 指導課 継続千葉県立佐倉西高等学校

活動推進事 18－19 継続千葉県立八千代高等学校

業 千葉県立上総高等学校 18－19 継続
19－20 新規千葉県立船橋法典高等学校

千葉県立佐原高等学校 19－20 新規
19 生涯 新規企業と組み立 千葉県立君津青葉高等学校
19 学習課 新規てる発達段階 千葉県立柏の葉高等学校

に応じた授業
の開発

19－21 指導課 新規ものづくり人 千葉県立京葉工業高等学校

19－21 新規材育成のため 千葉県立千葉工業高等学校

19－21 新規の専門高校・ 千葉県立市川工業高等学校

19－21 新規地域産業連携 千葉県立東総工業高等学校

事業
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種 指定
研究課題 学 校 名 等 所管課 備考

別 年度

19－20 指導課 新規人間としての 千葉県立市原八幡高等学校

19－20 新規在り方生き方 千葉県立我孫子高等学校

を考える教育

19－21 指導課 新規高等学校にお 千葉県立流山北高等学校

千葉県立柏陵高等学校 19－21 新規けるキャリア

19－21 新規教育の在り方 千葉県立松戸馬橋高等学校

千葉県立東金高等学校 19－21 新規に関する調査

研究事業

地 鴨川市 18－19 指導課 継続生徒指導総合

連携推進事業域

2 船橋市 19－21 指導課 新規帰国･外国人児

童生徒受入促3
進事業地

域 18－19 指導課 継続児童生徒の 船橋市立法典西小学校区

銚子市立明神小学校区 18－19 継続心に響く道

19－20 新規徳教育推進 習志野市立香澄小学校区

19－20 新規事業 八千代市立村上北小学校区

船橋市,松戸市,成田 18－19 指導課 継続問題行動に対

市,東金市,富津市する地域にお

ける行動連携

推進事業

佐倉市 18－19 指導課 継続豊かな体験活

動推進事業(推

進地域)

千葉市 18－19 指導課 継続幼児教育支援

センター事業

理数大好 木更津市 17－19 指導課 継続(第二小,高柳小,

波岡小,鎌足小,請西小,第一きモデル
中,第二中,岩根中,鎌足中,地域事業
太田中,畑沢中,波岡中)

キャリア 富里市 18－19 指導課 継続
教育実践 鴨川市 18－19 指導課 継続
プロジェ 千葉市 17－19 千葉市 継続
クト 教委

我孫子市 19 指導課 新規
鎌ヶ谷市 19 指導課 新規
いすみ市 19 指導課 新規
御宿町 19 指導課 新規
大多喜町 19 指導課 新規
勝浦市 19 指導課 新規
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〔千葉県 県民生活課，安全農業推進課，健康福祉指導課〕

種 指定
研究課題 学校名等 所管課 備考

別 年度

小 福祉教育 習志野市立秋津小学校 17－19 健康 継続
学 推進校 市川市立菅野小学校 17－19 福祉 継続
校 (30校) 市川市立若宮小学校 17－19 指導課 継続

市川市立大洲小学校 17－19 継続
5 17－19 継続野田市立木間ヶ瀬小学校

9 匝瑳市立平和小学校 17－19 継続
校 香取市立山倉小学校 17－19 継続

長柄町立水上小学校 17－19 継続
館山市立西岬小学校 17－19 継続

18－20 継続八千代市立八千代台小学校

八千代市立八千代台東 18－20 継続
第二小学校
市川市立宮田小学校 18－20 継続
我孫子市立新木小学校 18－20 継続
八街市立笹引小学校 18－20 継続
銚子市立椎柴小学校 18－20 継続
長南町立豊栄小学校 18－20 継続
横芝光町立上堺小学校 18－20 継続

18－20 継続市原市立辰巳台東小学校

18－20 継続市原市立辰巳台西小学校

市原市立白幡小学校 18－20 継続
船橋市立峰台小学校 19－21 新規
船橋市立市場小学校 19－21 新規
流山市立鰭ヶ崎小学校 19－21 新規
流山市立南流山小学校 19－21 新規
佐倉市立小竹小学校 19－21 新規
佐倉市立青菅小学校 19－21 新規

19－21 新規大網白里町立白里小学校

鋸南町立保田小学校 19－21 新規
鋸南町立勝山小学校 19－21 新規
鋸南町立佐久間小学校 19－21 新規

「ちばっ 船橋市立行田西小学校 19 安全 新規
子元気に」 市川市立大町小学校 19 農業 継続
食と農の 市川市立国分小学校 19 推進課 継続
体験事業 習志野市立鷺沼小学校 19 新規
(29校) 19 新規八千代市立村上北小学校

松戸市立横須賀小学校 19 新規
柏市立手賀西小学校 19 新規
流山市立長崎小学校 19 新規
野田市立北部小学校 19 新規
佐倉市立上志津小学校 19 新規
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四街道市立栗山小学校 19 新規
栄町立酒直小学校 19 新規

香取市立栗源小学校 19 継続

神崎町立米沢小学校 19 継続

銚子市立豊岡小学校 19 継続

匝瑳市立野田小学校 19 新規

東金市立鴇嶺小学校 19 継続

山武市立豊岡小学校 19 新規

茂原市立新治小学校 19 継続

一宮町立東浪見小学校 19 継続

いすみ市立千町小学校 19 新規

大多喜町立総元小学校 19 継続

館山市立神余小学校 19 新規

19 新規南房総市立南三原小学校

木更津市立鎌足小学校 19 継続

君津市立蔵玉小学校 19 継続
富津市立環南小学校 19 継続

市原市立有秋西小学校 19 継続

市原市立白金小学校 19 新規

中 福祉教育 市川市立第二中学校 17－19 健康 継続

学 推進校 柏市立手賀中学校 17－19 福祉 継続

校 (17校) 大多喜町立西中学校 17－19 指導課 継続

市原市立姉崎東中学校 17－19 継続

1 富津市立天羽中学校 17－19 継続

9 麗澤中学校 17－19 継続

校 18－20 継続八千代市立八千代中学校

習志野市立第五中学校 18－20 継続

習志野市立第七中学校 18－20 継続

日出学園中学校 18－20 継続
市原市立辰巳台中学校 18－20 継続

船橋市立宮本中学校 19－21 新規

流山市立南流山中学校 19－21 新規

佐倉市立井野中学校 19－21 新規

19－21 新規大網白里町立白里中学校

鋸南町立鋸南中学校 19－21 新規

市川中学校 19－21 新規

鎌ヶ谷市立鎌ケ谷第二 19 安全 新規「ちばっ子元

中学校 農業 新規気に」食と農

印旛村立印旛中学校 19 推進課の体験事業
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高 金融教育 18－19 県民 継続千葉県立佐倉南高等学校

等 研究校 19－20 生活課 新規千葉県立一宮商業高等学校

学 福祉教育 千葉県立若松高等学校 17－19 健康 継続
校 推進校 千葉県立市原高等学校 17－19 福祉 継続

(16校) 千葉県立船橋古和釜高 17－19 指導課 継続
1 等学校
9 暁星国際高等学校 17－19 継続
校 桜林高等学校 17－19 継続

千葉県立鶴舞桜が丘高 18－20 継続
等学校
千葉県立流山高等学校 18－20 継続

18－20 継続東邦大学付属東邦高等学校

18－20 継続和洋国府台女子高等学校

19－21 新規千葉県立薬園台高等学校

19－21 新規千葉県立流山南高等学校

19－21 新規千葉県立佐倉西高等学校

千葉県立白里高等学校 19－21 新規
千葉県立館山高等学校 19－21 新規

19－21 新規千葉日本大学第一高等学校

19－21 新規東海大学附属浦安高等学校

東京学館高等学校 18－20 健康 継続高校生介護等

福祉体験校

指導課


