
学校名

北海道 札幌市 札幌大通高等学校

三笠市
三笠小学校
三笠中学校

北広島市
西部小学校
西部中学校

占冠村 占冠中央小学校

釧路市 阿寒湖小学校

寿都市
寿都小学校、潮路小学校
寿都中学校

福島県 只見町 只見小学校

埼玉県 新座市 野火止小学校

千葉県 鴨川市
長狭小学校
長狭中学校

東京都 八王子市 長房小学校、長池小学校、松木小学校

国分寺市 第七小学校、第八小学校

武蔵村山市
第四小学校、第八小学校
第二中学校

神奈川県 横浜市
若葉台小学校
若葉台中学校、あかね台中学校

藤沢市 湘南台中学校、片瀬中学校

新潟県 柏崎市 高柳中学校

新潟県 見附市

見附小学校、見附第二小学校、名木野小学校、
田井小学校、葛巻小学校、新潟小学校、上北谷小学校、今町小学校
見附中学校、南中学校、今町中学校、西中学校
見附特別支援学校

長野県 飯島町 七久保小学校

木島平村
木島平小学校
木島平中学校

岐阜県 関市 富岡小学校

愛知県 一宮市
宮西小学校、貴船小学校、神山小学校、末広小学校、大志小学校、
向山小学校、浅野小学校、富士小学校
北部中学校、中部中学校、南部中学校

北名古屋市 師勝南小学校、五条小学校、師勝東小学校

三重県 三重県 白山高等学校

亀山市 川崎小学校

松阪市 第四小学校、港小学校、鎌田中学校

教育委員会名

平成24年度「コミュニティ・スクールの推進への取組」に係る委託事業
○研究内容A：コミュニティ・スクールの導入促進に関する調査研究

別紙２



学校名教育委員会名

三重県 鈴鹿市
明生小学校
鼓ヶ浦中学校

滋賀県 竜王町 竜王小学校

京都府 京都市

市原野小学校、安朱小学校、樫原小学校、久世西小学校、大藪小学校、
開睛小学校、凌風小学校
烏丸中学校、岡崎中学校、洛南中学校、高野中学校、下鴨中学校、
月輪中学校、山科中学校、音羽中学校、双ヶ丘中学校、伏見中学校、
久世中学校、開睛中学校、凌風中学校
桃陽総合支援学校、鳴滝総合支援学校

長岡京市
長岡第七小学校
長岡中学校

久御山町 久御山中学校

舞鶴市 岡田小学校

伊根町 本庄中学校

兵庫県 赤穂市 赤穂西小学校

宍粟市
波賀小学校、野原小学校、道谷小学校
波賀中学校

上郡町 上郡小学校

朝来市 竹田小学校

奈良県 奈良市 田原中学校、飛鳥中学校、三笠中学校

鳥取県 伯耆町 溝口小学校

島根県 出雲市

今市幼稚園、大津幼稚園、四絡幼稚園、高浜幼稚園、川跡幼稚園、
鳶巣幼稚園、湖陵幼稚園
荘原小学校、西野小学校、中部小学校、出東小学校
斐川東中学校、斐川西中学校

岡山県 岡山県 誕生寺支援学校

勝央町 勝間田小学校

矢掛町
美川小学校、矢掛小学校、三谷小学校、山田小学校、川面小学校、
中川小学校、小田小学校

広島県 尾道市 向東小学校

府中市
府中明郷小学校
府中明郷中学校

府中町 府中南小学校

北広島町 豊平中学校

山口県 岩国市 玖珂中学校

萩市 萩東中学校

美祢市 伊佐中学校

宇部市
琴芝小学校、藤山小学校、上宇部小学校
上宇部中学校

徳島県 海陽町 海南小学校

東みよし町 三庄小学校



学校名教育委員会名

香川県 三豊市 和光中学校

高知県 いの町 伊野南小学校

四万十市 蕨岡中学校

仁淀川町 大崎小学校

大川村
大川小学校
大川中学校

中土佐町 上ノ加江中学校

南国市 白木谷小学校

日高村
日下小学校
日高中学校

高知市
土佐山小学校、行川小学校
土佐山中学校、潮江中学校、行川中学校、愛宕中学校

福岡県 小郡市 のぞみが丘小学校

太宰府市 太宰府小学校、太宰府西小学校、水城小学校、水城西小学校

大木町 大木中学校

筑前町
三輪小学校、東小田小学校、中牟田小学校、三並小学校
夜須中学校

那珂川町
安徳小学校、岩戸小学校、南畑小学校、安徳南小学校、安徳北小学校
那珂川南中学校、那珂川中学校

佐賀県 嬉野市 吉田中学校

大町町 大町小学校

唐津市 長松小学校、大志小学校

武雄市 北方中学校

熊本県 宇土市 走潟小学校

玉名市
玉名中学校
玉南中学校

荒尾市 荒尾第一小学校

山鹿市 山鹿小学校、菊鹿中学校

大津町 護川小学校

高森町
高森中央小学校、高森東小学校
高森中学校、高森東中学校

水俣市
水俣第一小学校
水俣第二中学校

山江村
山田小学校、万江小学校
山江中学校

津奈木町
津奈木小学校、平国小学校
津奈木中学校



学校名教育委員会名

大分県 玖珠町
八幡小学校
八幡中学校、玖珠中学校

津久見市
青江小学校
第二中学校

豊後高田市 河内小学校、真玉小学校、都甲小学校

鹿児島県 南さつま市
坊津学園小学校
坊津学園中学校

【委託先】
82教育委員会
幼稚園７園／小学校１２１校／中学校７５校／高等学校２校／特別支援学校４校／計２０９校



福島県 大玉村

東京都 三鷹市

三重県 鈴鹿市

京都府 京都市

福岡県 宇美町

佐賀県 嬉野市

佐賀市

【委託先】
７教育委員会
幼稚園２園／小学校６５校／中学校３０校／特別支援学校１校／計９８校

平成24年度「コミュニティ・スクールの推進への取組」に係る委託事業
○研究内容Ｂ①：コミュニティ・スクールでの熟議と協働の充実に関する研究

教育委員会名 学校名

大山幼稚園、玉井幼稚園
大山小学校、玉井小学校
大玉中学校

連雀学園三鷹市立第一中学校
連雀学園三鷹市立第四小学校
連雀学園三鷹市立第六小学校
連雀学園三鷹市立南浦小学校
にしみたか学園三鷹市立第二中学校
にしみたか学園三鷹市立第二小学校
にしみたか学園三鷹市立井口小学校
三鷹の森学園三鷹市立第三中学校
三鷹の森学園三鷹市立第五小学校
三鷹の森学園三鷹市立高山小学校

鷹南学園三鷹市立第五中学校
鷹南学園三鷹市立中原小学校
鷹南学園三鷹市立東台小学校
東三鷹学園三鷹市立第六中学校
東三鷹学園三鷹市立第一小学校
東三鷹学園三鷹市立北野小学校
おおさわ学園三鷹市立第七中学校
おおさわ学園三鷹市立大沢台小学校
おおさわ学園三鷹市立羽沢小学校

赤松小学校、北川副小学校
城南中学校

国府小学校、庄野小学校、加佐登小学校、牧田小学校、清和小学校、
石薬師小学校、白子小学校、鼓ヶ浦小学校、旭が丘小学校、桜島小学校、
愛宕小学校、稲生小学校、飯野小学校、明生小学校、河曲小学校、
一ノ宮小学校、長太小学校、箕田小学校、若松小学校、玉垣小学校、
神戸小学校、合川小学校
平田野中学校、創徳中学校、白鳥中学校、神戸中学校、大木中学校、
千代崎中学校、白子中学校、鼓ヶ浦中学校、天栄中学校、鈴峰中学校

大宮小学校、柊野小学校、待鳳小学校、紫竹小学校、紫野小学校、
大将軍小学校、御所南小学校、天名小学校、栄小学校、郡山小学校、
鈴西小学校、椿小学校、深伊沢小学校、庄内小学校、井田川小学校、
七条第三小学校、静原小学校、松ヶ崎小学校、高雄小学校、深草小学校、
砂川小学校
松原中学校、西ノ京中学校、下京中学校、八条中学校、修学院中学校、
周山中学校、桃陵中学校
白河総合支援学校

宇美小学校、原田小学校、桜原小学校、宇美東小学校、井野小学校
宇美中学校、宇美南中学校、宇美東中学校

嬉野中学校、塩田中学校



学校名

秋田県 大館市 城西小学校

茨城県 小美玉市 野田小学校

東京都 日野市 平山小学校、東光寺小学校

神奈川県 開成町
開成小学校、開成南小学校
文命中学校

新潟県 上越市 城東中学校

長野県 上田市 浦里小学校

三重県 亀山市 加太小学校

滋賀県 長浜市 湯田小学校

京都府 京都市
柏野小学校、西陣中央小学校、高倉小学校、梅小路小学校、
上鳥羽小学校、静原小学校、下鴨小学校、深草小学校
上京中学校、下京中学校、嵯峨中学校、松原中学校

精華町 精華中学校

京丹波町 丹波ひかり小学校

兵庫県 宍粟市
千種小学校
千種中学校

奈良県 奈良市 都南中学校

鳥取県 南部町 南部中学校

岡山県 矢掛町 矢掛中学校

山口県 長門市 深川小学校

徳島県 東みよし町 加茂小学校

美波町
伊座利小学校
由岐中学校伊座利分校

香川県 三木町 田中小学校、白山小学校

高知県 四万十町 米奥小学校

福岡県 岡垣町 山田小学校、吉木小学校

春日市
春日東小学校、大谷小学校、春日南小学校、天神山小学校
春日南中学校、春日東中学校

那珂川町 那珂川北中学校

佐賀県 嬉野市 嬉野中学校、塩田中学校

鹿島市 明倫小学校

唐津市 第一中学校

熊本県
氷川町及び八代
市中学校組合 氷川中学校

氷川町
竜北西部小学校、竜北東小学校、宮原小学校
竜北中学校

沖縄県 糸満市
高嶺小学校
高嶺中学校

【委託先】
２９教育委員会
小学校３６校／中学校２１校／計５７校

教育委員会名

平成24年度「コミュニティ・スクールの推進への取組」に係る委託事業
○研究内容Ｂ②：コミュニティ・スクールのマネジメント力の強化に関する研究
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