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長崎工業高等学校 ＩＣＴ教育推進事業 ICT機器を活用した効果的な学習について ２５～２７ Ｈ27.2月 県

長崎西高等学校
スーパーサイエンス
ハイスクール事業

『科学技術立国日本』を担う有為な人材の育成を図るための指導方法を研究開発する。
また大学・研究機関・企業等との連携により、創造性や独創性の育成を図る夢開発プランを研究する。

２２～２６ 未定 文科省
指定

長崎南高等学校
スーパーサイエンス
ハイスクール事業

「長崎」という地域特性を基盤として、現代社会に必要とされる科学的リテラシーを醸成しながら、将来の研究者
や科学技術者育成を目指して、科学的な知識や技能を自ら修得する能力や議論できる能力を有する人材と

国際的に活躍できる語学力を有する人材を育成するプログラムの開発を行う。
２５～２９ 未定 文科省

指定

長崎北高等学校
高校生学力向上支援事業
　基礎学力向上支援事業

生徒の基礎学力向上のため、指定校は生徒や学校の実態を踏まえた授業や
学習指導のあり方について、実践研究を進める。

２６ 未定 県

長崎東高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
グローバル人材の育成に向けた教育活動について ２５～２６ 発表なし 県

長崎商業高等学校 健康教育（保健）
生きる力を育む健康情報リテラシー教育への取組

～心と体の二面性から見た健康教育～
２５～２６ H26.11.28 県

長崎鶴洋高等学校
高等学校発達障害等
生徒支援推進事業

授業及び学校諸行事におけるユニバーサルデザインの実現 ２４～２６ H26.12.5 県

佐世保北高等学校 教育課程研究指定校事業
高等学校地歴科における各科目間の連携を通した思考力の育成についての研究

～アクティブ・ラーニングを活用した学習活動の展開～
２６～２７ H27.2月 文科省

指定

佐世保南高等学校
高校生学力向上支援事業
基礎学力向上支援事業

生徒の基礎学力向上のため、指定校は生徒や学校の実態を踏まえた授業や
学習指導のあり方について、実践研究を進める。

２６ 未定 県

佐世保工業高等学校
高校生学力向上支援事業
基礎学力向上支援事業

生徒の基礎学力向上のため、指定校は生徒や学校の実態を踏まえた授業や
学習指導のあり方について、実践研究を進める。

２６ 未定 県

佐世保中央
（定時制夜間部）

高校生学力向上支援事業
基礎学力向上支援事業

生徒の基礎学力向上のため、指定校は生徒や学校の実態を踏まえた授業や
学習指導のあり方について、実践研究を進める。

２６ 未定 県

宇久高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
連携型小中高一貫教育について ２１～２６ 発表なし 県

佐世保中央高等学校
高等学校発達障害等
生徒支援推進事業

校内における特別支援教育体制の取組 ２４～２６ H26.12.5 県

佐世保中央高等学校
高等学校における個々の能力・
才能を伸ばす特別支援教育

高等学校に在籍する障害のある生徒の「意思疎通や学校・社会に適応する力」の育成を目指す
自立活動等を取り入れた特別な教育課程の編成及び特別支援学校等と連携した学校設定科目の

学習内容・指導方法等の研究
２６～２８ 未定

文科省
指定

島原市 島原農業高等学校 ＩＣＴ教育推進事業 ICT機器を活用した効果的な学習について ２５～２７ Ｈ27.2月 県

諫早高等学校
諫早高校生キャリアアップ事業

「志を育む日」の設定
持続可能で特色あるキャリアアップ・ＩＣＴ教育活動を研究開発 ２６～２７ 未定 県

諌早高等学校 ＩＣＴ教育推進事業 ICT機器を活用した効果的な学習について ２５～２７ Ｈ27.2月 県

諌早特別支援学校 ＩＣＴ教育推進事業 ICT機器を活用した効果的な学習について ２５～２７ 未定 県

諌早特別支援学校 教育課程 児童生徒の生きる力を育み自立や社会参加を目指した教育課程の編成に向けて 26 発表なし 県

希望が丘高等特別支援学校
キャリア教育・

就労支援強化事業
職業教育の充実に向けた実践研究 26～28 発表なし 県

大村高等学校 理数教育強化支援事業
（１）科学的思考力や創造力を高め、科学技術の進歩発展に寄与する人材を育てる。

（２）特色あるカリキュラム、体験活動等を通して理数系教科に対する意欲を高めるとともに、個性の伸長を図る。
２６ 未定 県

虹の原特別支援学校
キャリア教育・

就労支援強化事業
職業教育の充実に向けた実践研究 26～28 発表なし 県

ろう学校
キャリア教育・

就労支援強化事業
職業教育の充実に向けた実践研究 26～28 発表なし 県

平戸市 猶興館高等学校 理数教育強化支援事業 地域に貢献する海洋利用社会の実現を目指し、広く情報発信する。 ２６ 未定 県

松浦高等学校
高校生学力向上支援事業
中高連携学力向上支援事業

生徒の学習が中学校から高等学校へ円滑に移行するため、指定校は近隣中学校と連携しながら、
授業や学習指導のあり方等の研究を進め、教科指導力のさらなる向上を図る。

２６ 未定 県

松浦高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
地域に根ざした高校教育のあり方について ２５～２６ 発表なし 県

諫早市

大村市

松浦市

平成２６年度　長崎県内研究指定校一覧　【県立高等学校・特別支援学校】

長崎市

佐世保市

             は市・町の指定、水色の帯              は県の指定、緑の帯              は文部科学省の指定を表しています。 黄色の帯 
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平成２６年度　長崎県内研究指定校一覧　【県立高等学校・特別支援学校】

             は市・町の指定、水色の帯              は県の指定、緑の帯              は文部科学省の指定を表しています。 黄色の帯 

対馬市 上対馬高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
連携型中高一貫教育について ２４～２６ 発表なし 県

五島高等学校
高校生学力向上支援事業
中高連携学力向上支援事業

生徒の学習が中学校から高等学校へ円滑に移行するため、指定校は近隣中学校と連携しながら、
授業や学習指導のあり方等の研究を進め、教科指導力のさらなる向上を図る。

２６ 未定 県

奈留高等学校
高校生学力向上支援事業
基礎学力向上支援事業

生徒の基礎学力向上のため、指定校は生徒や学校の実態を踏まえた授業や
学習指導のあり方について、実践研究を進める。

２６ 未定 県

奈留高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
連携型小中高一貫教育について ２１～２６ 発表なし 県

五島海陽高等学校 保健体育 体育授業における指導と評価の一体化 ２６～２７ 未定 県

五島南高等学校
高等学校発達障害等生徒支

援推進事業
五島南高生を育む４つの領域における特別支援の流れ ２４～２６ H26.12.5 県

西海市 大崎高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
同居連携型中高一貫教育について ２３～２６ 発表なし 県

国見高等学校
高校生学力向上支援事業
中高連携学力向上支援事業

生徒の学習が中学校から高等学校へ円滑に移行するため、指定校は近隣中学校と連携しながら、
授業や学習指導のあり方等の研究を進め、教科指導力のさらなる向上を図る。

２６ 未定 県

島原翔南高等学校
高校生学力向上支援事業
基礎学力向上支援事業

生徒の基礎学力向上のため、指定校は生徒や学校の実態を踏まえた授業や
学習指導のあり方について、実践研究を進める。

２６ 未定 県

口加高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
地域と連携した英語教育の取組について ２６ 発表なし 県

波佐見町 波佐見高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
「美術・工芸科」における特色ある教育について ２６ 発表なし 県

佐々町 清峰高等学校 ＩＣＴ教育推進事業 ICT機器を活用した効果的な学習について ２５～２７ Ｈ27.2月 県

小値賀町 北松西高等学校
「魅力ある学校づくり」

研究指定事業
連携型小中高一貫教育について ２１～２６ 発表なし 県

新上五島市 中五島高等学校
高校生学力向上支援事業
基礎学力向上支援事業

生徒の基礎学力向上のため、指定校は生徒や学校の実態を踏まえた授業や
学習指導のあり方について、実践研究を進める。

２６ 未定 県

五島市

南島原市


