
参考文献・資料等 

○「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善

－深い学びにつながる授業づくり－

・「特別支援学校学習指導要領解説 総則等編 （幼稚部・小学部・中学部）」 文部科学省 平

成 21 年６月 

・「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について（答申）」 中央教育審議会  平成 28 年 12 月 

・「小学校学習指導要領」 文部科学省 平成 29 年３月 

・「中学校学習指導要領」 文部科学省 平成 29 年３月 

・「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」 文部科学省 平成 29 年４月 

・「小学校学習指導要領解説 総則編」 文部科学省 平成 29 年６月 

・「中学校学習指導要領解説 総則編」 文部科学省 平成 29 年７月 

・「平成 28 年度東京都教職員研修センター紀要第 16 号」 東京都教育委員会 平成 29 年３月 

○「特別の教科 道徳」における評価の在り方

－指導方法の改善・充実に向けた取組を通して－

・「道徳に係る教育課程の改善等について（答申）」 中央教育審議会 平成 26 年 10 月 

・「『特別の教科 道徳』の指導方法・評価等について（報告）」 道徳教育に係る評価等の在り

方に関する専門家会議 平成 28 年７月 

・「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について（答申）」 中央教育審議会 平成 28 年 12 月 

・「小学校学習指導要領」 文部科学省 平成 29 年３月 

・「中学校学習指導要領」 文部科学省 平成 29 年３月 

・「小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」 文部科学省 平成 29 年６月 

・「中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編」 文部科学省 平成 29 年７月 

・「特別の教科 道徳 指導読本」 東京都教職員研修センター 平成 28 年３月

・「わたしたちの道徳 小学校１・２年」 文部科学省 平成 26 年

・「私たちの道徳 中学校」 文部科学省 平成 26 年

・「小学校 道徳の指導資料とその利用１」文部省 昭和 51 年 

・「道徳教育推進指導資料（指導の手引）７ 小学校 文化や伝統を大切にする心を育てる」 

文部省 平成 11 年 

・「新 あすを生きる１」 日本文教出版 平成 28 年 

○小学校における外国語教育の充実

－教員の指導力向上のための校内研修プログラムの開発－

・「小学校外国語活動 研修ガイドブック」 文部科学省 平成 21 年３月 

・「育成すべき資質・能力を踏まえた教育目標・内容と評価の在り方に関する検討会（第８回）

配付資料」 文部科学省 平成 25 年８月 
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・「小学校における外国語教育の充実に向けた取組（カリキュラム、教材、指導体制の強化）」 

文部科学省 平成 28 年２月 

・「学習評価に関する資料」 中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会 総則・評価特

別部会 平成 28 年３月 

・「外国語ワーキンググループにおける審議の取りまとめについて（報告）」 中央教育審議会

初等中等教育分科会教育課程部会 外国語ワーキンググループ 平成 28 年８月 

・「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方

策等について（答申）」 中央教育審議会 平成 28 年 12 月 

・「小学校学習指導要領」 文部科学省 平成 29 年３月 

・「中学校学習指導要領」 文部科学省 平成 29 年３月 

・「小学校外国語活動・外国語 研修ガイドブック」 文部科学省 平成 29 年６月 

・「小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導 

等について（通知）」 文部科学省 平成 29 年７月 

・「小学校学習指導要領解説 外国語活動編」 文部科学省 平成 29 年７月 

・「小学校学習指導要領解説 外国語編」 文部科学省 平成 29 年７月 

・「中学校学習指導要領解説 外国語編」 文部科学省 平成 29 年７月 

・「Hi,friends! １」、「Hi,friends! ２」 文部科学省 平成 24 年３月 

・「We Can!１（暫定版）」、「We Can!２（暫定版）」 文部科学省 平成 29 年９月 

・「適正で信頼される評価の推進に向けて」 東京都教育庁指導部 平成 24 年３月 

・「小学校外国語活動の一層の充実に向けて」 東京都教育委員会 平成 26 年３月 

・「小学校外国語活動 教師が児童とつくる『豊かなコミュニケーション活動』のために Part １」 

東京都教育庁指導部 平成 27 年３月 

・「Welcome to Tokyo Elementary」 東京都教育委員会 平成 28 年３月 

・「Welcome to Tokyo Basic」 東京都教育委員会 平成 28 年３月 

・「Welcome to Tokyo Intermediate」 東京都教育委員会 平成 28 年３月 

・「オリンピック・パラリンピック学習読本 小学校編」 東京都教育委員会 平成 28 年３月 

・「第３・４学年外国語活動指導資料（試行版）」 東京都教育委員会 平成 28 年 11 月 

・「Welcome to Tokyo Elementary 教師用指導書」 東京都教育委員会 平成 29 年３月 

・「小学校第３・４学年外国語活動指導資料」 東京都教育委員会 平成 29 年８月 

・「小学校英語・パフォーマンステストの実施について 試案」 西東京市教育委員会 平成 28 年 10 月 

・「小学校外国語活動と中学校外国語・高等学校外国語の円滑な接続－ALT の活用・小中高連携

の視点を明確にした授業実践－」 日野市教育委員会 平成 29 年２月 

○特別支援教室と在籍学級とのよりよい連携の構築について

・「小学校学習指導要領解説 総則編」 文部科学省 平成 29 年６月 

・「小・中学校の特別支援教育の推進のために」 東京都教育委員会 平成 26 年３月 

・「特別支援教室の導入ガイドライン～小学校の『情緒障害等通級指導学級』が『特別支援教

室』に変わります～」 東京都教育委員会 平成 27 年３月 
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・「東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画」 東京都教育委員会 平成 29 年２月 

・「福生市特別支援教室プログラム」 福生市教育委員会 平成 28 年 10 月 

 

○職層に応じた学校マネジメント能力の育成 

－カリキュラム・マネジメントの視点を生かして－ 

・「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な 

方策等について（答申）」 中央教育審議会  平成 28 年 12 月 

・「学校管理職育成指針」 東京都教育委員会 平成 25 年５月 

・「東京都公立学校等職員の標準職務遂行能力を定める規則」 東京都教育委員会 平成 28 年３月 

・「東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会報告書」 東京都教育委員会 平成29年２月 

・「東京都多摩地区教育推進委員会 第 22 次計画（通算第 43 次）報告書」 東京都多摩教育事

務所 平成 29 年２月 
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研究に携わった所員・助言者・教員研究生・研究及び検証協力校 等 

 

所  長      出張 吉訓 

研修部長      大和 義行 

 教育経営課長    徳田 洋平 

授業力向上課長   堀田 直樹 

専門教育向上課長  鵜飼 敦之 

教育開発課長    石田  周 

研修部主任指導主事 米村 珠子 

 

○「主体的・対話的で深い学び」の視点に立った授業改善 

－深い学びにつながる授業づくり－【授業力向上課主管】 

統括指導主事 小須田哲史、田島  忍、小板橋悦子 

指導主事 
海老沼寛之、𠮷𠮷野 早織、松原 貴志、徳永 政雄、南  英昭 

橋本  修、佐々木勝世、市川 愛美、高橋 幸紀 

課長代理 五十嵐潔美 

助言者 國學院大學          教授 田村  学 

教員研究生 

日野市立第七幼稚園      教諭 榎本 恭子 

中央区立豊海小学校    主任教諭 小田 貴弘 

羽村市立栄小学校     主任教諭 石井 文人 

品川区立伊藤学園     主任教諭 相生 貴広 

都立東久留米総合高等学校 主任教諭 三好 健介 

都立府中けやきの森学園  主任教諭 牛丸 幸貴 

研究及び検証協力校 

台東区立千束小学校 

立川市立上砂川小学校 

江東区立第三砂町中学校 

国分寺市立第五中学校 

都立光丘高等学校 

都立保谷高等学校 

都立七生特別支援学校 

 

 

○「特別の教科 道徳」における評価の在り方 

－指導方法の改善・充実に向けた取組を通して－【教育開発課主管】 

統括指導主事 志村  安、吉川  正、野澤 一代 

指導主事 
土生津 静、田中  圭、酒見 裕子、久保田直人、渡辺 賢志 

先﨑 達彦、羽仁 克嘉 

助言者 東京学芸大学         教授 永田 繁雄 

教員研究生 

日野市立第七幼稚園      教諭 榎本 恭子 

江東区立豊洲小学校    主任教諭 東  幸恵 

渋谷区立幡代小学校    主任教諭 平間 詩乃 
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大田区立南六郷中学校   主任教諭 種藤  博 

西東京市立青嵐中学校   主任教諭 佐藤  寛 

品川区立伊藤学園     主任教諭 相生 貴広 

都立石神井特別支援学校    教諭 工藤 政則 

都立府中けやきの森学園  主任教諭 牛丸 幸貴 

研究及び検証協力校 
渋谷区立神南小学校   

町田市立小山ヶ丘小学校 

世田谷区立深沢中学校 

豊島区立西池袋中学校 

 

○小学校における外国語教育の充実 

－教員の指導力向上のための校内研修プログラムの開発－【教育開発課主管】 

統括指導主事 野澤 一代、吉川  正、志村  安 

指導主事 
羽仁 克嘉、土生津 静、田中  圭、酒見 裕子、久保田直人 

先﨑 達彦、渡辺 賢志 

教員研究生 

千代田区立九段小学校   主任教諭 春原 裕太 

中央区立豊海小学校    主任教諭 小田 貴弘 

墨田区立両国小学校      教諭 村松 裕香 

江東区立豊洲小学校    主任教諭 東  幸恵 

渋谷区立幡代小学校    主任教諭 平間 詩乃 

杉並区立桃井第三小学校  主任教諭 石原 朋之 

葛飾区立二上小学校    主任教諭 三好 恵美 

葛飾区立柴又小学校    主任教諭 四ツ目理恵 

羽村市立栄小学校     主任教諭 石井 文人 

研究及び検証協力校 
世田谷区立池之上小学校 

日野市立旭が丘小学校 

福生市立福生第三小学校 

 

○特別支援教室と在籍学級とのよりよい連携の構築について【専門教育向上課主管】 

統括指導主事 守屋 光輝 

指導主事 渡邉 寛子、平澤 庄吾、柴田 貴志 

助言者 東京学芸大学         教授 奥住 秀之 

教員研究生 

千代田区立九段小学校   主任教諭 春原 裕太 

墨田区立両国小学校      教諭 村松 裕香 

葛飾区立二上小学校    主任教諭 三好 恵美 

西東京市立青嵐中学校   主任教諭 佐藤  寛 

都立石神井特別支援学校    教諭 工藤 政則 

研究及び検証協力校等 
目黒区教育委員会 

福生市教育委員会 

目黒区立第七中学校      

葛飾区立宝木塚小学校 
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○職層に応じた学校マネジメント能力の育成 

－カリキュラム・マネジメントの視点を生かして－【教育経営課主管】 

統括指導主事 長町 正弘、村上 卓郎 

指導主事 関  祐一、渡邊 源史 

助言者 千葉大学         特任教授 天笠  茂 

教員研究生 

杉並区立桃井第三小学校  主任教諭 石原 朋之 

葛飾区立柴又小学校    主任教諭 四ツ目理恵 

大田区立南六郷中学校   主任教諭 種藤  博 

都立東久留米総合高等学校 主任教諭 三好 健介 

研究及び検証協力校 

葛飾区立葛飾小学校 

西東京市立本町小学校 

町田市立町田第六小学校 

武蔵村山市立村山学園 

荒川区立第三中学校 

狛江市立狛江第二中学校 

都立足立工業高等学校 

都立小石川中等教育学校 

都立志村学園 

都立城北特別支援学校 
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