
令和元年度 福岡県内研究発表会等 研究紀要等一覧 

 
福岡教育事務所管内 

研究主題等 学校名等 

１ 

自他の人権を守る児童・生徒を育てる人権・同和教育の推進 

～コミュニティ・スクールを活かした協力・参加・体験する学習活動を

通して～ 

春日市立春日東中学校 

春日市立春日東小学校 

春日市立大谷小学校 

２ 

学校・家庭・地域の「共育」による道徳教育の推進 

～自己の生き方を考え続ける子どもを育てる道徳科学習指導をとおして～  

【資料編・指導案編】 

大野城市立大野小学校 

３ 

学習、心、自分が輝く生徒の育成 

～Ｄトライアングルからのアプローチを通して～ 

【研究紀要・資料「失敗してもいいんだよ」】 

太宰府市立太宰府中学校 

４ 
造形的な見方・考え方を働かせる図画工作科学習指導 

～造形要素を基にした鑑賞活動を通して～ 
筑紫野市立吉木小学校 

５ 

令和元年度第６５回九州地区へき地・小規模校教育研究連盟研究

大会福岡県大会 第６４回福岡県へき地・小規模校教育研究大会 

福岡大会要録 

福岡県へき地・小規模校教育 

研究連盟 

６ 福岡県へき地・小規模教育 機関紙 第 67号 
福岡県へき地・小規模校教育 

研究連盟 

７ 
複式少人数学級における学びを深める算数科学習指導 

～表現力を高める学習活動を通して～ 

篠栗学園 

篠栗町立篠栗小学校萩尾分校 

８ 
確かな学力を向上させる効果的な少人数指導の在り方 

～個に応じた意図的・計画的な少人数指導を通して～ 

糸島市立姫島小学校 

糸島市立志摩中学校姫島分校 

９ 

「わかる」授業の創造（小・中学校共通主題） 

須恵第二小学校副主題 

～ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業を通して～ 

須恵東中学校副主題 

～「振り返り」における発問の工夫を通して～ 

須恵町立須恵第二小学校 

須恵町立須恵東中学校 

10 令和元年度糸島市学校給食研究発表会 糸島市立可也小学校 

11 
生き方に根づく生活科・社会科学習の創造 

～学んだことを次につなぐ地域連携カリキュラムの取組～ 
宇美町立井野小学校 

12 

令和元年度第５６回福岡県中学校技術・家庭科研究大会筑前地区

大会 

生活を工夫し創造する資質・能力を育てる技術・家庭科教育 

～技術・家庭科の見方・考え方を働かせる授業づくりを通して～ 

技術分野：春日市立春日西中

学校 

家庭分野：宗像市立河東中学

校 

13 

第４８回福岡県中学校国語科研究大会筑前地区大会 

社会生活に生きて働くことばの力を育む国語科学習指導の創造 

～言語活動の充実を図る工夫を通して～ 

糸島市立二丈中学校 

14 
自他の人権を尊重する児童・生徒を育てる学習の創造 

～人権・部落問題学習９年間カリキュラムの実践を通して～ 

筑紫野市立山口小学校 

筑紫野市立二日市小学校 

筑紫野市立天拝中学校 

15 
健やかな心と体を育む健康教育 

～「青柳健康プラン」を通して～ 
古賀市立青柳小学校 



16 
志をもち，未来をたくましく切り拓く子供を育てるコミュニティ・スクール

の推進 

福津市立神興小学校 

福津市立神興東小学校 

福津市立上西郷小学校 

17 

現在及び将来の夢や願いの実現に向けてともに高め合う子どもの育成  

キャリア形成の視点を踏まえた学級活動（３）を要とする大単元構想

を通して 

志免町立志免西小学校 

18 
自分の思いや考えを表現する子どもの育成 

～『玄海ふるさと学習』を中心とした対話的な活動を通して～ 

宗像市立玄海中学校 

宗像市立玄海小学校 

宗像市立玄海東小学校 

宗像市立地島小学校 

19 
ともに動きや健康を高め合う子どもを育てる体育科学習 

～発見・追究活動を位置付けた活動構成を通して～ 
篠栗町立勢門小学校 

20 

自ら学びに向かう自律的学習者の育成 

～キャリア教育の視点を生かした習慣・集団・授業づくりを通して～ 

【研究紀要・指導案集】 

粕屋町立粕屋東中学校 

21 
自立した人間としての生き方を育む道徳科学習指導 

～道徳科の課題に挑戦する３つの指導方法の具体化を通して～ 
糸島市立東風小学校 

22 

「音楽が好き」と言える子どもを育てる音楽科学習指導 

～協働的音楽活動の位置付けと活性化するための手立ての工夫をと

おして～ 

福津市立勝浦小学校 

23 

社会的実践力を育む教育活動 

～対話活動を位置付けた生活科・総合的な学習の時間の学習指導

を通して～ 

古賀市立古賀西小学校 

24 
自立した言葉の学び手を育む国語科学習指導 

～「広げる協働」「深める協働」を位置付けた学習過程を通して～ 
古賀市立花鶴小学校 

25 
自らよりよい生活を創り出す子どもを育てる家庭科教育 

～自らの考えを広げ、深める対話活動の工夫を通して～ 
古賀市立古賀東小学校 

２６ 太宰府市小学校全教員授業研修会 学習指導案集 太宰府市教育委員会 

２７ 
主体的に社会の形成に参画しようとする態度を育てる学級活動の創造 

～学級ごとの年間指導計画の活用を通して～ 
宗像市立赤間西小学校 

２８ 
自ら学び、共に学ぶ生徒の育成 

～「めあて（課題）・まとめ」を生かした「振り返り」の工夫を通して～ 
古賀市立古賀北中学校 

２９ 

課題解決に向けて知識・技能を活用できる生徒の育成 

～生徒の思考に着目した授業デザインを通して～ 

【研究紀要・学習指導案・デザインシート集】 

大野市立大野中学校 

３０ 
令和元年度福岡県道徳教育推進事業「福岡県の道徳教育の課題に

応じた市町村による実践的研究」 
志免町立志免中学校 

３１ 

令和元年度福岡県道徳教育推進事業「福岡県の道徳教育の課題に

応じた市町村による実践的研究」 

よりよい生き方を創造する子どもを育てる道徳教育 

～子ども理解に基づく道徳科における支援の工夫を通して～ 

志免町立志免南小学校 



３２ 
深い学びを実現する算数科学習指導 

～数学的な見方・考え方を育む基礎，挑戦の学習開発～ 
大野城市立月の浦小学校 

３３ 

『仲間と共に，考えを広げ深め，自ら課題を解決していく児童・生徒の

育成』 

～『学び合い』の考え方に基づいた対話的な活動の工夫を通して～ 

コミュニティ・スクール 

筑紫野市立二日市中学校 

コミュニティ・スクール 

筑紫野市立天拝小学校 

コミュニティ・スクール 

筑紫野市立二日市北小学校 

３４ 
すべての子どもが参加し、学びをつなぐことができる国語科学習指導 

～３つの振り返り活動を通して～ 
新宮町立新宮小学校 

３５ 
「できた」が実感できる算数科学習のあり方 

～深い学びに向かう活動構成の工夫を通して～ 
新宮町立新宮北小学校 

３６ 
目的に応じて読み，表現する子供を育てる国語科学習指導 

～言語活動の達成に向かう単元構成の工夫を通して～ 
粕屋町立仲原小学校 

３７ 
自立と社会参加に向けた特別支援教育の推進 

～糸島市における個別の移行支援計画の充実を通して～ 

福岡地区特別支援教育研究連盟 

糸島市特別支援教育研究連盟 

３８ 

平成 29・30・令和元年度福岡県学力向上推進拠点校指定事業 

社会や他者と関わり、主体的に課題解決する生徒の育成 

～「問い」がつながる単元・題材構成の工夫を通して～ 

福津市立福間東中学校 

３９ 

主体的に学び，確かな学力を身につける子どもの育成 

～ふり返りの充実を図り，わかった・できたが見える指導を通して～ 

学習指導案集 

義務教育学校 

宗像市立大島学園 

４０ 
自ら運動に親しみ、健康を考える子供を育てる体育科学習指導 

～効果的な「すべ」を位置付けた課題解決活動を通して～ 
大野城市立御笠の森小学校 

41 

学びを創造し続ける授業づくり 

～教授・学習過程の再構築を通して～ 

特別支援教育部 

自らの役割を果たす生徒の育成 

～社会的スキルを視点とした振り返りを通して～ 

福岡教育大学附属福岡中学校 



 
北九州教育事務所管内 

研究主題等 学校名等 

１ 
生き生きと適切に文章を書く力を育てる国語科学習指導 

サンプル文の活用と振り返り活動の位置付けを通して 
中間市立中間小学校 

２ 
問題解決の楽しさを味わう児童を育てる算数科学習指導 

～視覚化を重視した学習展開を通して～ 
中間市立中間西小学校 

３ 

平成 30・令和元・２年度福岡県重点課題研究指定・委嘱校 

重点課題「グローバル化に対応した外国語教育の推進」 

考えながら話す児童生徒を育む小中一貫外国語教育の在り方 

～対話的な言語活動を位置づけた単元構成の工夫を通して～  

【研究紀要・指導案集】 

宮若市立小中一貫教育校 

「わかみや校」 

宮若市立宮若西小学校 

宮若市立宮若西中学校 

４ 

平成 29・30・令和元年度学力向上推進拠点校指定事業（3年次） 

主体的に学び、基礎的・基本的な知識・技能を身に付ける生徒の育成 

～カリキュラム・マネジメントに基づいた日常的な授業改善を通して～ 

宮若市立宮若東中学校 

５ 
自ら文章にかかわり、読みを深める国語科学習指導 

～自分の考えをつくり，更新する「聴きタイム」を通して～ 
岡垣町立戸切小学校 

６ 

平成 30・31年度国立教育政策研究所教育課程研究センター関係指

定事業「校種間の連携による教育課程の編成，指導方法等の工夫改

善に関する実践研究」 

小中連携による学力向上を図る授業づくり 

～思考・判断・表現を促す支援を中心に～ 

【研究紀要・学習指導案集・公開授業板書計画集】 

遠賀町立島門小学校 

遠賀町立浅木小学校 

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 

７ 
主体的に問題を解決する児童・生徒の育成 

～自分の考えをつくり,広げ深める学習活動の工夫を通して～ 

水巻町立伊佐座小学校 

水巻町立吉田小学校 

水巻町立水巻南中学校 

８ 

平成 29・30・令和元年度福岡県重点課題研究指定・委嘱校 

重点課題「実生活や実社会で実践する力を育成する健康教育」 

自分の体と心を見つめ，健康な生活を実践しようとする子どもの育成 

～体育科を中心とした指導と日常的な取組を通して～ 

【研究紀要・指導案集】 

芦屋町立山鹿小学校 

９ 
道徳的価値の自覚を深める道徳科の授業の展開 

～自己の心情を表現するための手立てと発問の工夫を通して～ 
芦屋町立芦屋中学校 

10 

平成 30・令和元年度福岡県金融広報委員会研究指定・委嘱 

社会の一員として自立できる力を育てる生活科・社会科学習指導の研究 

～自然や社会に関心をもたせ、課題解決に向けた交流活動を通して～ 

鞍手町立西川小学校 



 
北筑後教育事務所管内 

研究主題等 学校名等 

１ 

平成 29・30・令和元年度福岡県重点課題研究指定・委嘱校 

重点課題「ＩＣＴを効果的に活用した授業改善」 

情報活用能力を身に付けた子どもの育成 

―教科等，プログラミング学習，情報モラル学習における ICT の活用

を通して― 

うきは市立千年小学校 

２ 
自らつながりを創り出す子どもの育成 

～ポイントは、問い、見通し、ふり返り！～ 
うきは市立山春小学校 

３ 

令和元年度第５７回福岡県小学校理科教育研究大会 

グローバル社会を生き抜く、心豊かな人間を育てる理科教育 

問題解決の力を身につけた子どもを育てる理科学習指導 

～見方・考え方を働かせる活動を取り入れた学習過程を通して～ 

朝倉市立蜷城小学校 

４ 
深い学びを実現する算数科学習指導 

～数学的な見方・考え方を働かせる活動構成の工夫を通して～ 
小郡市立味坂小学校 

５ 

令和元年度第 53回福岡県小学校家庭科教育研究大会 

自らよりよい生活を創り出す子どもを育てる家庭科教育 

～「できる」を実感する学習活動の工夫を通して～ 

久留米市立弓削小学校 

６ 

令和元年度第 71回福岡県中学校理科研究大会筑後地区 

（久留米）大会 

科学的な思考力・判断力・表現力を育成する理科学習指導の研究 

～主体的・対話的で深い学びの実現を目指した学習活動を通して～ 

久留米市立筑邦西中学校 

 



 
南筑後教育事務所管内 

研究主題等 学校名等 

１ 

生徒の主体的な学びを促す学習活動の創造 

～交流活動の工夫を通して～   

【研究紀要・リーフレット】 

柳川市立三橋中学校 

２ 
自分や他者を尊重しながら学び続けることができる大川っ子の育成 

～ライフスキル教育プログラムを取り入れた活動の工夫を通して～ 

大川市立大川中学校 

大川市立大川小学校 

大川市立宮前小学校 

大川中学校区保幼小中連携

教育連絡協議会 

３ 

主体的に社会の形成に参画しようとする子どもを育てる学級活動の

創造 

～学びのポートフォリオを生かした振り返りを通して～ 

柳川市立両開小学校 

４ 
造形活動の基礎的な資質・能力を育む図画工作科学習指導 

～表現特性・系統をふまえた授業づくり～ 
広川町立下広川小学校 

５ 
協働してよりよい学級・学校生活づくりをめざす特別活動の推進 

～SPDCAサイクルをまわすための支援の工夫～ 
みやま市立水上小学校 

６ 

主体的にコミュニケーションを図る子どもを育てる外国語活動（英

語活動） 

～目的，場面・状況を明確にした単元構成と，相手意識を高める指

導方法の工夫を通して～ 

【研究紀要・リーフレット・ワークショップ資料】 

大牟田市立明治小学校 

７ 
確かな読みの力を育む国語科学習指導 

～考えを深める対話の位置づけを通して～ 
柳川市立中山小学校  

８ 

令和元年度福岡県道徳教育推進事業 

「福岡県の道徳教育の課題に応じた市町村による実践的研究」 

南筑後地区道徳教育研究協議会 公開授業学習指導案・研究協

議会要項 

広川町立広川中学校 

９ 
自らの考えをもち、共に高め合う「星のっ子」の育成 

～対話を生かした学びをつなぐ小中連携教育を通して～ 

八女市立星野小学校 

八女市立星野中学校 

10 

平成 29・30・令和元年度福岡県重点課題研究指定・委嘱校 

重点課題「主体的によりよい生活を創り出す子供を育てる特別活

動の推進」 

主体的によりよい生活を拓く子供を育てる特別活動の推進 

～解決へのストーリーをつむぐ学級活動を通して～ 

【研究紀要・学級活動の授業づくり Q＆A・学習指導案集】 

筑後市立西牟田小学校 

 



 
筑豊教育事務所管内 

研究主題等 学校名等 

１ 

令和元年度福岡県道徳教育推進事業（二年次） 

「福岡県の道徳教育の課題に応じた市町村による実践的研究」 

児童生徒が道徳的価値に関わる諸事象について多面的・多角的に考

え、よりよい生き方につなげていくための指導の工夫 

田川市立小中一貫校  

猪位金学園 

２ 
令和元年度学力向上推進拠点校指定 

効果のある検証改善サイクルによる学力の向上 
田川市立鎮西中学校 

３ 
豊かな心をはぐくむ道徳教育の創造 

～「特別の教科 道徳」実施に伴う“考え議論する道徳”の構築～ 
桂川町立桂川小学校 

４ 

平成 29・30・令和元年度福岡県重点課題研究指定・委嘱校 

重点課題「実生活や実社会で実践する力を育成する健康教育」 

健康な生活を送ることができる力を身に付けた児童の育成 

～授業づくり・健康カリキュラムづくり・健康教育環境づくりの工夫を通

して～ 

川崎町立川崎東小学校 

５ 

第 56回全九州中学校進路指導・キャリア教育研究大会 福岡大会 

これからのグローバル社会の中で、社会的・職業的に自立する生徒の

育成 

～今と未来をつなぐカリキュラム・マネジメントを通して～ 

【大会要録・研究紀要・指導案集】 

飯塚市立二瀬中学校 

６ 
嘉麻市教育アクションプランの実現につなぐ嘉穂中学校区の取組 

～小中学校における児童生徒の主体的な学びに関する研究を通して～ 

嘉麻市立嘉穂小学校 

嘉麻市立牛隈小学校 

嘉麻市立嘉穂中学校 

７ 

令和元年度福岡県中学校社会科研究大会 筑豊地区大会 

思考力を育む社会科学習指導 

～社会的事象を主体的・対話的に追究させる「思考場面」の工夫～ 

嘉麻市中学校教科教育 

研究会社会科部会 

 



 
京築教育事務所管内 

研究主題等 学校名等 

１ 

令和元年度福岡県学力向上推進拠点校指定事業 

根拠を明確にして自分の考えを表現できる生徒の育成 

～「単元マップ」を取り入れた授業づくりを通して～ 

行橋市立行橋中学校 

２ 

学ぶ意欲を持ち、問題解決に向かう子どもを育てる算数科の学習

指導 

～小中９年間をつなぐ授業づくりを通して～ 

築上町立西角田小学校 

３ 
主体的に考えを伝え合い、問題を解決する算数科の授業づくり 

～ねらいに応じた ICTの効果的な活用の工夫を通して～ 
豊前市立角田小学校 

４ 

平成 30・令和元年度福岡県金融広報委員会指定・委嘱 

自分の明日に気づき、描き、挑戦する資質・能力の育成 

～小規模・小中一貫教育の特性を生かした金銭教育の指導を通して～ 

小中一貫教育校  

みやこ伊良原学園 

みやこ町立伊良原小学校 

みやこ町立伊良原中学校 

５ 

令和元年度福岡県道徳教育推進事業「福岡県の道徳教育の課題

に応じた市町村による実践的研究」 

自ら考え学び合い、よりよく生きようとする子どもの育成 

～児童・生徒が問題意識をもち、自分自身との関わりの中で深める

ための指導の工夫を通して～ 

豊前市立八屋小学校 

豊前市立八屋中学校 

６ 
道徳的な思考力・判断力・表現力を向上させる学習支援の在り方 

～「伝え合い、多様な考えに触れさせる場の設定」の工夫を通して～ 
上毛町立上毛中学校 

７ 
よりよく生きる子どもを育てる道徳科学習指導  

「つかむ」「わかる」「きめる」活動を位置付けた学習展開を通して 
築上町立築城小学校 

８ 

活用力を育てる指導方法の在り方 

～「教えて考えさせる授業」づくりを通して～ 

【研究紀要・学習指導案集】 

みやこ町立犀川中学校 

９ 

令和元年度福岡県小学校算数教育研究大会 

深い学びを実現する算数科学習指導 

～統合的・発展的に考察する場を明確にした授業づくりを通して～ 

上毛町立南吉富小学校 

10 
主体的に考え、数学的に表現する子どもを育てる算数科学習指導 

～活用問題を位置付けた学習展開と交流活動への工夫を通して～ 
行橋市立泉小学校 

11 

令和元年度福岡県小学校体育研究会京築地区大会 

主体的に運動に関わり、よりよい動きを追求する子どもを育てる体

育科学習指導 

～３つの「学び合い」を位置付けた学習指導過程の工夫を通して～ 

苅田町立馬場小学校 

12 

平成 29・30・令和元年度福岡県重点課題研究指定・委嘱校 

重点課題「主体的によりよい生活を創り出す子供を育てる特別活

動の推進」 

主体的によりよい生活を創り出す生徒を育てる特別活動 

～考えを構造化して比べ合いつなげ合う、新たな価値を生み出す話

合い活動を通して～ 

【研究紀要・公開授業学習指導案集】 

行橋市立今元中学校 



13 
自分の学びを「実感」できる算数科の授業づくり 

～考えをつくりそれを活かす学習過程の工夫を通して～ 
吉富町立吉富小学校 

14 

令和元年度第 2回福岡県人権教育研修会（学力と進路の保証） 

主体的に学び、考える楽しさを実感する子どもを育てる算数科学習

指導 

～予習を生かした２つの問題解決型学習の工夫を通して～ 

行橋市立今元小学校 

15 

確かに読み、自分の考えを豊かに表現できる子どもを育てる国語科

学習指導 

～単元を通して、３つの対話活動を位置づけた説明的な文章の指

導を通して～ 

上毛町立西吉富小学校 

16 
協働的に活動し，学びを深めていく子どもを育てる算数科学習指導 

～つながりを重視した授業づくりを通して～ 
苅田町立苅田小学校 

 

 


