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１ 文部科学省指定校

（１）人権教育研究推進事業（人権教育研究指定校事業）

研究主題
ＳＤＧｓに沿って自己実現する「生きる力」の育成

～人権尊重の精神を自分・仲間・社会に生かす～

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

今別町立 ５ 佐藤 亨 今別町山崎字山崎108-2 0174- R3

今別中学校 35-3130

（２）スーパーサイエンスハイスクール

学 校 名 学級数 校長氏名 研 究 主 題 学校所在地 電話番号 年度

県立 １８ 三上浩一郎 科学教育プロジェクト～地域に 弘前市大開 0172- H28

弘前南高等学校 学び社会に貢献する科学技術人材 四丁目1-1 88-2231 ～R4

の育成～

県立 ２０ 長内 修吾 学際的研究により新たな価値を 青森市桜川 017- H29

青森高等学校 創出できる国際的な科学技術系人 八丁目1-2 742-2411 ～R3

材の育成

（３）ユネスコスクール

ユネスコスクールはユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和

や国際的な連携を実践する学校である。文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では、

ユネスコスクールを、ＥＳＤ（持続発展教育）の推進拠点として位置付けている。

なお、令和３年度には、ユネスコへの申請後、加盟登録に至るまでの期間が長期化

趣 旨
している現状を踏まえ、チャレンジ期間を終了し、国内審査を終え、ユネスコ本部に

申請中（又は行う）段階にある学校を、今後「ユネスコスクール・キャンディデート」

と位置付け、国内におけるユネスコスクールのネットワークへの加入や活動が可能と

なった。

・平成２９年 東通村立東通小学校（ユネスコスクール）

・令和 ３年 県立八戸北高等学校（ユネスコスクール・キャンディデート）

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

東通村立 １６ 祐川 文規 東通村砂子又字沢内9-4 0175- H29～

東通小学校 48-2600

県立 １８ 種市 朋哉 八戸市大久保字町道8-3 0178- R3～

八戸北高等学校 33-0810



（４）道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業

学習指導要領の趣旨に基づいた道徳教育の抜本的改善・充実を図るため、地域に根

ざした創意工夫のある道徳教育の実践的な取組をはじめ、道徳に係る指導内容・方法

趣 旨
等の改善のための「道徳教育パワーアップ研究協議会」の開催に対して支援を行い、

その結果得られた道徳教育に関する成果等について全国的な発信を行う。

具体的な研究内容として、「教員の道徳教育に係る指導力向上」、「教育活動全体を

通じた道徳教育の推進」、「道徳科及び道徳の時間の授業公開の実施」等に取り組む。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

五所川原市立 ９ 三橋 一晃 五所川原市蓮沼２ 0173- R3

南小学校 34-3665

五所川原市立 １９ 佐々木勝規 五所川原市松島町三丁目１番地 0173-

五所川原第一中学校 35-2820

２ スポーツ庁指定校
（１）特別支援学校における障害者スポーツ推進事業

障害者の継続的なスポーツの実施促進に向けて、地域における課題に対応して、障

趣 旨 害者スポーツの振興体制の強化、身近な場所でスポーツを実施できる環境の整備等を

図るとともに、より広く障害者が参加できるスポーツ大会を創出する。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

県立 １１ 奈良 潔 青森市矢田前字浅井24-2 017- R3

盲学校 726-2239

県立 ６ 大坂 充 八戸市柏崎6-29-24 0178-

八戸盲学校 43-3962

県立 １０ 中谷えり子 青森市安田字稲森125-1 017-

青森聾学校 766-1834

県立 ６ 今村 勤 弘前市原ヶ平3-3-1 0172-

弘前聾学校 87-2171

県立 １１ 大坂 充 八戸市柏崎6-29-24 0178-

八戸聾学校 43-3962

県立 １８ 小笠原一恵 青森市石江字江渡101-1 017-

青森第一養護学校 781-1068

県立 ４４ 柿﨑 朗 青森市戸山字宮崎56 017-

青森第二養護学校 743-4115

県立 １０ 工藤 誠志 青森市東造道一丁目7-1 017-

青森若葉養護学校 736-8951

県立 ９ 菊地 康弘 青森市西田沢字浜田368 017-

青森第一高等養護学校 788-0571



県立 １２ 奈良岡 守 青森市戸山字宮崎22-2 017-

青森第二高等養護学校 742-6624

県立 ４２ 古木名 博 弘前市中別所字平山140-8（小・中学部） 0172-

弘前第一養護学校 96-2222

弘前市駒越字村元75-1（高等部） 31-7118

県立 １１ 長尾 眞理 弘前市中別所字向野227-6 0172-

弘前第二養護学校 97-2511

県立 ３４ 木崎 達広 八戸市大久保字行人塚10-1 0178-

八戸第一養護学校 31-5008

県立 ５９ 小松﨑 明 八戸市松館字水野平20-19 0178-

八戸第二養護学校 96-1214

県立 ２１ 大崎 光幸 八戸市鮫町字小舟渡平9-291 0178-

八戸高等支援学校 32-2854

県立 ２６ 木村 琢生 つがる市森田町床舞字鶴喰104-5 0173-

森田養護学校 26-2610

県立 １４ 髙橋 寿 黒石市温湯字䖸堤沢5-3 0172-

黒石養護学校 54-8260

県立 ２６ 中村 紹子 青森市浪岡女鹿沢字平野215-6 0172-

浪岡養護学校 62-6000

県立 ５２ 小森 直樹 七戸町字蛇坂57-31 0176-

七戸養護学校 62-2331

県立 ２２ 湯田 秀樹 むつ市奥内字栖立場1-110 0175-

むつ養護学校 26-2210

３ 国立教育政策研究所指定校

（１）教育課程研究指定校事業

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校（以下「学校」

趣 旨 という。）における教育課程及び指導方法等について調査研究を行い、もって学校に

おける学習指導の改善充実及び教育課程の基準の改善に資する。

学 校 名 学級数 校長氏名 研 究 主 題 学校所在地 電話番号 年度

青森市立 ２１ 髙橋 光夫 表現を工夫し、挑戦する生徒の 青森市緑二 017- R2

南中学校 育成－より高い課題の解決を目指 丁目6-1 734-4164 ～R3

し、よく聴き、自らの考えを持ち

学び合う生徒を育成する学習指導

の工夫－



（２）教育課程実践検証協力校事業

国公私立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育諸学校、高等学校及び中等教育諸学

目 的
校等において、幼児児童生徒が学習に取り組む様子の観察等を通じて、学習指導上の

様々な実践を客観的に検証することや全国的な学力調査等と学習の実現状況を相補的

に捉えることにより、教育課程の基準の改善充実等に必要となる情報の収集等を行う。

学 校 名 学級数 校長氏名 実践検証内容（教科等名） 学校所在地 電話番号 年度

階上町立 ８ 小坂 尚 各教科等の教育課程に関するもの 階上町赤保内 0178- R3

赤保内小学校 （特別活動） 字耳ヶ吠6-1 88-2019

八戸市立 ２２ 峯 香代子 E-Assessment B枠（外国語科） 八戸市吹上1- 0178- R3

吹上小学校 14-36 44-0527

県立 １５ 今井 啓之 各教科等の教育課程に関するもの むつ市海老川 0175- R3

田名部高等学校 （地理歴史） 町6-18 22-1184

県立 ９ 中村 豊 各教科等の教育課程に関するもの おいらせ町苗 0178- R3

百石高等学校 （芸術（音楽）） 平谷地46 52-2088

４ 青森県教育委員会指定校

（１）ＬＤ、ＡＤＨＤ等の児童生徒に対する通級による指導の在り方に関する研究事業

研究テーマ ＬＤ、ＡＤＨＤ等の児童生徒に対する通級による指導の在り方

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

青森市立 １５ 赤坂 裕子 青森市浪打一丁目4-1 017- H18～

浪打小学校 742-3347

青森市立 ８ 千葉 勝 青森市長島三丁目8-1 017- H18～

長島小学校 776-2244

青森市立 １１ 横山 仁 青森市合浦一丁目11-10 017- H26～

浪打中学校 741-6461

青森市立 １６ 木村 信一 青森市勝田二丁目25-12 017- H26～

浦町中学校 774-2231

平内町立 １３ 菊池 信吾 平内町小湊字後萢15 017- R2～

小湊小学校 755-4573

外ヶ浜町立 ７ 工藤 俊文 外ヶ浜町字蟹田鰐ヶ淵24-2 0174- R2～

蟹田小学校 22-2037



つがる市立 １１ 木村 修治 つがる市木造日向62-1 0173- H18～

向陽小学校 42-2063

弘前市立 １５ 山田 司 弘前市御幸町13-1 0172- H18～

大成小学校 32-2591

弘前市立 ２０ 鎌田 猛 弘前市五代字前田451 0172- H29～

岩木小学校 82-3008

弘前市立 １５ 奈良岡 淳 弘前市福村一丁目1-1 0172- R2～

福村小学校 27-6679

弘前市立 １２ 千葉 敦 弘前市末広三丁目2-1 0172- H24～

東中学校 26-0575

弘前市立 １０ 葛西 孝司 弘前市五代字早稲田478 0172- H30～

津軽中学校 82-3004

黒石市立 ２１ 阿部 誠 黒石市株梗木字中渡1-1 0172- H18～

黒石小学校 52-2391

平川市立 １２ 須々田敏文 平川市南田中北原120-1 0172- H30～

金田小学校 57-3010

十和田市立 ２４ 江渡 準悦 十和田市東三番町36-1 0176- H18～

三本木小学校 23-7178

十和田市立 １５ 藤田 誠志 十和田市西十三番町5-24 0176- H24～

三本木中学校 23-3595

三沢市立 １４ 川村 拓己 三沢市大町一丁目3-9 0176- H18～

上久保小学校 53-3903

三沢市立 １１ 米内山誠毅 三沢市松園町二丁目1-34 0176- H28～

第一中学校 53-3904

野辺地町立 １０ 小林 真也 野辺地町字石神裏16 0175- H19～

若葉小学校 64-0817

七戸町立 １０ 藤丸 恵次 七戸町字上町野130 0176- H22～

七戸小学校 62-2602

むつ市立 １８ 氣仙 宏 むつ市小川町一丁目18-10 0175- H18～

第二田名部小学校 22-1450

八戸市立 ９ 加藤 慎一 八戸市湊町字中道7-1 0178- H18～

湊小学校 33-1022



八戸市立 １６ 木村 朋子 八戸市城下四丁目3-42 0178- H18～

城下小学校 44-3022

八戸市立 １５ 亀谷 孝子 八戸市日計五丁目8-1 0178- H24～

根岸小学校 28-1835

八戸市立 １２ 管 宏 八戸市長根三丁目23-1 0178- H27～

第二中学校 22-2297

八戸市立 １２ 前田 篤志 八戸市青葉三丁目13-36 0178- H22～

第三中学校 44-1319

三戸町立 ８ 小林 孝史 三戸町梅内字権現林1 0179- H29～

三戸中学校 22-2355

五戸町立 １８ 中村 文雄 五戸町字天満後22-1 0178- H22～

五戸小学校 62-2820

階上町立 ８ 小坂 尚 階上町赤保内字耳ヶ吠6-1 0178- R3～

赤保内小学校 88-2019

（２）ドリカム人づくり推進事業

学 校 名 学級数 校長氏名 活 動 テ ー マ 学校所在地 電話番号 年度

県立 １８ 下川原堅藏 青西人づくり・街づくりプロジ 青森市新城 017- R3

青森西高等学校 ェクト 字平岡266- 788-0372

20

県立 １５ 吉澤 都 青森から発信！世界に届け平和 青森市東大 017-

青森中央高等学校 のメッセージ 野一丁目22 739-5135

-1

県立 ２ 大瀬 雅生 わが深浦町魅力探訪！ 深浦町広戸 0173-

木造高等学校 字家野上95 74-2921

深浦校舎 -157

県立 ２ 久保田千夏 鶴（高）の恩返し ２０２１ 鶴田町鶴田 0173-

鶴田高等学校 字小泉369- 22-3251

1

県立 ９ 中村 豊 地産地消 レシピコンテスト開 おいらせ町 0178-

百石高等学校 催（百高カップ２０２１） 苗平谷地46 52-2088

県立 １８ 黒坂 孝 表現科１９年目の挑戦 八戸市類家 0178-

八戸東高等学校 一丁目4-47 43-0262



県立 １２ 髙野 浩輝 地域の稀少生物の復活と白神山 平川市荒田 0172-

柏木農業高等学校 地の保全、地域産業の活性化をめ 上駒田130 44-3015

ざして

県立 １６ 遠藤 剛 しあわせプロジェクト2nd ～志 十和田市相 0176-

三本木農業高等学校 ＋支＝幸 地域活性をここから～ 坂字高清水 23-5341

三本木農業恵拓高等学校 78-92

県立 ７ 浅利 成就 名久井園芸高校へ向けた新たな 南部町下名 0178-

名久井農業高等学校 門出～未来へ繋がるレガシーづく 久井字下諏 76-2215

り～ 訪平1

県立 ２０ 赤井 茂樹 ものづくりコンテスト優勝！ 青森市馬屋 017-

青森工業高等学校 尻字清水流 737-3600

204-1

県立 １３ 佐藤 努 地域産業の発展に貢献！ものづ 十和田市三 0176-

十和田工業高等学校 くり、ひとづくり「夢」育成プラ 本木字下平 23-6178

ン 215-1

県立 １０ 玉井 勝弘 心をつなぐ、ものづくり・ひと むつ市文京 0175-

むつ工業高等学校 づくり 町22-7 24-2164

県立 １５ 三上 雅也 台湾販売戦略プロジェクト 青森市戸山 017-

青森商業高等学校 ～青森県産品を世界へ発信～ 字安原7-1 765-6030

県立 ９ 久保敬悦朗 ＩＴ技術で地域の課題解決から 八戸市十日 0178-

八戸商業高等学校 魅力の発信へ！ 市字塚ノ下 96-5001

3-1

県立 １０ 中谷えり子 魅せろ！手話の力～届け、私た 青森市安田 017-

青森聾学校 ちの思い～ 字稲森125- 766-1834

1

県立 ４２ 古木名 博 地域とともに～３つのワーク 弘前市駒越 0172-

弘前第一養護学校 （フットワーク、チームワーク、 字村元75-1 31-7118

ネットワーク）～ （高等部）

県立 ２１ 大崎 光幸 みんなで 鮫リンピック 八戸市鮫町 0178-

八戸高等支援学校 字小舟渡平 32-2854

9-291

県立 ５２ 小森 直樹 造形活動－生きることへの自信 七戸町字 0176-

七戸養護学校 と豊かな心の育成－ 蛇坂57-31 62-2331



県立 ２２ 湯田 秀樹 下北から学び、下北と共に活動 むつ市奥内 0175-

むつ養護学校 し、下北に貢献するチーム“６２ 字栖立場1- 26-2210

４５”～チームワーク、フットワ 110

ーク、ネットワークでわく３～

県立 １７ 中道 哲 青い森高校生読み聞かせ推進事 青森市西大 017-

青森南高等学校 業 野二丁目12 739-3421

-40

県立 １８ 谷地村克久 三八地区連携プロジェクト 八戸市長者 0178-

八戸高等学校 四丁目4-1 44-0916

県立 ３ 齋藤 郁子 いきいきハイスクール 地域産 三沢市松園 0176-

三沢高等学校 定時制 業や郷土の文化を学ぶ 町一丁目１ 53-2168

の課程

県立 １２ 工藤 清寿 世界に向けた農林産物の生産や 五所川原市 0173-

五所川原農林高等学校 輸出・販売を学ぶプロジェクト 一野坪字朝 37-2121

日田12-37

（３）高校から取り組む人口減少対策プロジェクト事業

学 校 名 学級数 校長氏名 活 動 テ ー マ 学校所在地 電話番号 年度

県立 ２０ 長内 修吾 「共生・協働のための異文化融 青森市桜川 017- R3

青森高等学校 合プロジェクト」 八丁目1-2 742-2411

県立 １２ 大瀬 雅生 『グローカル・アイ』地域の未 つがる市木 0173- R2

木造高等学校 来を切り拓く担い手育成プログラ 造日向73-2 42-2066 ～R3

ム

県立 １６ 長内 秀文 青森県地域活性化プロジェクト 黒石市西ヶ 0172-

黒石高等学校 『Look at 青森』大作戦 丘65 52-4321

県立 ９ 森田 勝博 金の卵発掘大作戦（ギア２nd） 七戸町舘 0176-

七戸高等学校 ～将来、地域貢献をする人財の育 野47-31 62-4111

成を目指して～

県立 ４ 山口 吉彦 十和田市まち・ひと・しごと創 十和田市沢 0176-

十和田西高等学校 生人口ビジョン・総合戦略 田字下洗53 73-2929

～十西観光科バージョン：高校生 -3

による戦略～



県立 ４ 冨田 義明 三戸みらい創生プロジェクト 三戸町川守 0179-

三戸高等学校 田字白坂ノ 22-2148

上3-1

県立 ７ 浅利 成就 名農未来創出委員会Ⅱ 南部町下名 0178-

名久井農業高等学校 ～持続可能な社会を目指して～ 久井字下諏 76-2215

訪平1

県立 ２０ 竹谷 孝治 北東北最大級の産業都市だから 八戸市江陽 0178-

八戸工業高等学校 できる！ 一丁目2-27 22-7348

「地域から学び還元する工業部」

県立 １５ 三上 雅也 青森を元気にする起業家育成プ 青森市戸山 017-

青森商業高等学校 ロジェクト 字安原7-1 765-6030

（４）進学力を高める高校支援事業

学 校 名 学級数 校長氏名 活 動 テ ー マ 学校所在地 電話番号 年度

県立 ２０ 長内 修吾 最難関大学志望者合同進学合宿 青森市桜川 017- R3

青森高等学校 八丁目1-2 742-2411

県立 １８ 下川原堅藏 ２０２１年度 全学年合同大学 青森市新城 017-

青森西高等学校 研究 字平岡266- 788-0372

20

県立 １８ 和久 秀樹 小論文指導充実のための対策事 青森市原別 017-

青森東高等学校 業 三丁目1-1 736-2440

県立 １５ 髙谷 悟 青北勉強スキルアップ学習会 青森市羽白 017-

青森北高等学校 字富田80-7 788-2893

県立 １７ 中道 哲 Hello World研修 青森市西大 017-

青森南高等学校 －世界の国々、こんにちは－ 野二丁目12 739-3421

-40

県立 １８ 古川 浩樹 最難関大学志望者合同進学合宿 弘前市新寺 0172-

弘前高等学校 町1-1 32-0251

県立 １８ 谷地村克久 最難関大学志望者合同進学合宿 八戸市長者 0178-

八戸高等学校 四丁目4-1 44-0916



県立 １８ 黒坂 孝 ５つの出会い（学問・仲間・地 八戸市類家 0178-

八戸東高等学校 域社会・世界・使命感）から始ま 一丁目4-47 43-0262

る八東生のキャリア形成

県立 １８ 種市 朋哉 大学講師による模擬講義 八戸市大久 0178-

八戸北高等学校 保字町道8- 33-0810

3

県立 １５ 隅田 佳文 課題研究の充実による理数科生 五所川原市 0173-

五所川原高等学校 徒の進学力向上事業 字中平井町 35-3073

3-3

県立 ６ 坪 宏至 令和３年度 野辺地高校 大学 野辺地町字 0175-

野辺地高等学校 研究プログラム 松ノ木106- 64-2266

1

県立 ９ 森田 勝博 共通テストの動向及び高大接続 七戸町舘野 0176-

七戸高等学校 を見据えた進路指導 47-31 62-4111

県立 ９ 中村 豊 親子で目指す進路達成プロジェ おいらせ町 0178-

百石高等学校 クト 苗平谷地46 52-2088

県立 ４ 山口 吉彦 ２学年大学見学会 十和田市沢 0176-

十和田西高等学校 田字下洗53 73-2929

-3

県立 ４ 鈴木 崇 ２学年大学見学会 六戸町犬落 0176-

六戸高等学校 瀬字坪毛沢 55-3451

25-163

県立 １８ 岩川 亘宏 英語指導法研究協議会 十和田市西 0176-

三本木高等学校 五番町7-1 23-4181

県立 １５ 今井 啓之 育てる視点－教え方のコツ－ むつ市海老 0175-

田名部高等学校 川町6-18 22-1184

県立 １３ 千葉 栄美 小論文・志望理由書の書き方 むつ市大湊 0175-

大湊高等学校 講演会 字大近川44 24-1244

-84

県立 ６ 川代由美子 リモートでＧＯ！ 六ヶ所村倉 0175-

六ヶ所高等学校 内字笹崎 74-2304

305



県立 １３ 幸山 勉 わくわく進学プロジェクト 五所川原市 0173-

五所川原工科高等学校 湊字船越 35-3444

192

県立 １２ 工藤 清寿 大学進学を目指す農業高校生の 五所川原市 0173-

五所川原農林高等学校 ためのバスツアー 一野坪字朝 37-2121

日田12-37

県立 １６ 遠藤 剛 進学対策講座（小論文対策、志 十和田市相 0176-

三本木農業高等学校 望理由書の書き方） 坂字高清水 23-5341

78-92

県立 １５ 三上 雅也 小論文講座 青森市戸山 017-

青森商業高等学校 字安原7-1 765-6030

（５）居場所づくり・絆づくり調査研究事業

不登校等の未然防止の取組を推進するため、すべての児童生徒を対象として、一人

趣 旨 一人が自己存在感を得られる「居場所づくり」と共感的な人間関係を築く「絆づくり」

を実践することにより「児童生徒が安心できる学校づくり」を推進する。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

外ヶ浜町立 ７ 工藤 俊文 外ヶ浜町字蟹田鰐ケ淵24－2 0174- R2

蟹田小学校 22-2037 ～R3

外ヶ浜町立 ４ 高木 健 外ヶ浜町字蟹田田ノ沢78 0174-

蟹田中学校 22-2061

鰺ヶ沢町立 ８ 森山 智明 鰺ヶ沢町舞戸町字小夜190 0173-

西海小学校 72-2066

鰺ヶ沢町立 １０ 藤田 昭彦 鰺ヶ沢町舞戸町字久富27 0173-

舞戸小学校 72-2789

鰺ヶ沢町立 ７ 相馬 治 鰺ヶ沢町赤石町字大和田27 0173-

鰺ヶ沢中学校 72-3083

黒石市立 ２１ 阿部 誠 黒石市大字株梗木字中渡1－1 0172-

黒石小学校 52-2391

黒石市立 １０ 松山 正孝 黒石市大字株梗木字中渡1－1 0172-

中郷中学校 52-3193



（６）特別支援学校技能検定事業

地域の企業等との連携・協働により、「夢や志」をもち、チャレンジする心をはぐ

趣 旨
くむための青森県特別支援学校技能検定を改善し充実を図るなど、児童生徒の進路実

現のための体制整備を進めることによって、県立特別支援学校におけるキャリア教育

及び職業教育の充実を図る。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

県立 １１ 奈良 潔 青森市矢田前字浅井24-2 017- R3

盲学校 726-2239

県立 ６ 大坂 充 八戸市柏崎六丁目29-24 0178-

八戸盲学校 43-3962

県立 １０ 中谷えり子 青森市安田字稲森125-1 017-

青森聾学校 766-1834

県立 ６ 今村 勤 弘前市原ヶ平三丁目3-1 0172-

弘前聾学校 87-2171

県立 １１ 大坂 充 八戸市柏崎六丁目29-24 0178-

八戸聾学校 43-3962

県立 １８ 小笠原一恵 青森市石江字江渡101-1 017-

青森第一養護学校 781-1068

県立 ４４ 柿﨑 朗 青森市戸山字宮崎56 017-

青森第二養護学校 743-4115

県立 １０ 工藤 誠志 青森市東造道一丁目7-1 017-

青森若葉養護学校 736-8951

県立 ９ 菊地 康弘 青森市西田沢字浜田368 017-

青森第一高等養護学校 788-0571

県立 １２ 奈良岡 守 青森市戸山字宮崎22-2 017-

青森第二高等養護学校 742-6624

県立 ４２ 古木名 博 弘前市中別所字平山140-8（小・中学部） 0172-

弘前第一養護学校 96-2222

弘前市駒越字村元75-11（高等部） 31-7118

県立 １１ 長尾 眞理 弘前市中別所字向野227-6 0172-

弘前第二養護学校 97-2511

県立 ３４ 木崎 達広 八戸市大久保字行人塚10-1 0178-

八戸第一養護学校 31-5008



県立 ５９ 小松﨑 明 八戸市松館字水野平20-19 0178-

八戸第二養護学校 96-1214

県立 ２１ 大崎 光幸 八戸市鮫町字小舟渡平9-291 0178-

八戸高等支援学校 32-2854

県立 ２６ 木村 琢生 つがる市森田町床舞字鶴喰104-5 0173-

森田養護学校 26-2610

県立 １４ 髙橋 寿 黒石市温湯字䖸堤沢5-3 0172-

黒石養護学校 54-8260

県立 ２６ 中村 紹子 青森市浪岡女鹿沢字平野215-6 0172-

浪岡養護学校 62-6000

県立 ５２ 小森 直樹 七戸町字蛇坂57-31 0176-

七戸養護学校 62-2331

県立 ２２ 湯田 秀樹 むつ市奥内字栖立場1-110 0175-

むつ養護学校 26-2210

（７）健康教育実践研究支援事業（いきいき青森っ子健康づくり事業）

健康課題解決のため、家庭や地域と連携しながら、発達の段階に応じた具体的な指
趣 旨 導内容、指導方法についての研究を行い、主体的に健康づくりに取り組む児童生徒の

育成に資する。

学 校 名 学級数 校(園)長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

聖アルバン幼稚園 ４ 成田 綾子 青森市浪打一丁目17-14 017- R3

741-6825 ～R4

十和田 ４ 高木由加里 十和田市東二番町1-51 0176-

カトリック幼稚園 23-2518

蓬田村立 ８ 盛 明洋 蓬田村阿弥陀川字汐干198 0174-

蓬田小学校 27-2069

中泊町立 ７ 黒沢 護 中泊町富野字千歳305-1 0173-

武田小学校 57-2109

階上町立 １１ 三谷 公人 階上町角柄折字石鉢14-2 0178-

石鉢小学校 88-2703

藤崎町立 ６ 藤田 盛浩 藤崎町常盤字一西田21-1 0172-

明徳中学校 65-2218

東北町立 ８ 角田 正美 東北町字塔ノ沢山1-11 0175-

東北中学校 63-2620



むつ市立 ５ 古里 利行 むつ市大畑町兎沢17-7 0175-

大畑中学校 34-4372

県立 １８ 古川 浩樹 弘前市新寺町1-1 0172-

弘前高等学校 32-0251

県立 １８ 齋藤 郁子 三沢市松園町一丁目1 0176-

三沢高等学校 53-2168

県立 ２１ 大崎 光幸 八戸市鮫町字小舟渡平9-291 0178-

八戸高等支援学校 32-2854

（８）交通安全プロモーション事業

趣 旨
児童生徒の交通安全行動の定着化を図るため、学校を中心とする地域全体の交通安

全意識の高揚に努める。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

鶴田町立 ２３ 片山 好弘 鶴田町鶴田字鷹ノ尾11-2 0173- R3

鶴田小学校 22-2021 ～R4

（９）地域における特別支援教育相談体制強化事業

地域における特別な教育的ニーズのある子どもへの教育相談体制を強化するため、

趣 旨 関係機関等との連絡・調整機能の充実を図るための仕組み作りを検討するとともに、

特別支援学校教員の専門性の向上を図る。

取組１ 特別支援連携協議会強化プログラム

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

県立 １０ 中谷えり子 青森市安田字稲森125-1 017- R2～

青森聾学校 766-1834

県立 ６ 大坂 充 八戸市柏崎六丁目29-24 0178- R2～

八戸盲学校 43-3962

県立 ６ 今村 勤 弘前市原ヶ平三丁目3-1 0172- R2～

弘前聾学校 87-2171

県立 １１ 大坂 充 八戸市柏崎六丁目29-24 0178- R2～

八戸聾学校 43-3962

県立 ２６ 木村 琢生 つがる市森田町床舞字鶴喰104-5 0173- R2～

森田養護学校 26-2610



県立 ５２ 小森 直樹 七戸町字蛇坂57-31 0176- R2～

七戸養護学校 62-2331

県立 ２２ 湯田 秀樹 むつ市奥内字栖立場1-110 0175- R2～

むつ養護学校 26-2210

取組２ 特別支援学校教員の資質向上研修プログラム （R2～）

学 校 名 全県立特別支援学校

（10） 特別支援学校におけるコミュニティ・スクール導入モデル事業

コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）は、学校と地域住民等が力を合わ

せて学校の運営に取り組むことが可能となる「地域とともにある学校」への転換を図

趣 旨 るための有効な仕組みであり、共生社会の実現に向けた教育活動と児童生徒の障害理

解の更なる推進を図ることを目的としている。県立特別支援学校７校に設置し、 課

題や方向性について多面的に検証することとしている。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

県立 ２６ 木村 琢生 つがる市森田町床舞字鶴喰104-5 0173- H30～

森田養護学校 26-2610

県立 ６ 今村 勤 弘前市原ヶ平三丁目3-1 0172- R1～

弘前聾学校 87-2171

県立 ２１ 大崎 光幸 八戸市鮫町字小舟渡平9-291 0178-

八戸高等支援学校 32-2854

県立 ６ 大坂 充 八戸市柏崎6-29-24 0178- R3～

八戸盲学校 43-3962

県立 １１ 大坂 充 八戸市柏崎6-29-24 0178-

八戸聾学校 43-3962

県立 ９ 菊地 康弘 青森市西田沢字浜田368 017-

青森第一高等養護学校 788-0571

県立 ２６ 中村 紹子 青森市浪岡女鹿沢字平野215-6 0172-

浪岡養護学校 62-6000



(11) 命を守る！防災教育推進事業

子どもたちが防災に係る正しい知識に基づき行動できる力を身に付ける教育を推進

趣 旨 することにより、生涯にわたって自然災害時に適切に対応できる資質・能力の向上を

図ることを目的とする。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

外ヶ浜町立 ３ 横山 公一 外ヶ浜町字三厩下平5-1 0174- R3

三厩中学校 37-2042 ～R5

深浦町立 ８ 番場 武明 深浦町関字栃沢85-1 0173-

修道小学校 76-2016

弘前市立 ８ 對馬 匠 弘前市石川字庄司川添19-1 0172-

石川小学校 92-2110

三沢市立 ４ 木村 友昭 三沢市三沢字庭構1084-33 0176-

第三中学校 59-3333

むつ市立 ８ 曽根 智子 むつ市川内町休所5-1 0175-

川内小学校 42-2241

八戸市立 １０ 安田眞理子 八戸市尻内町字中根市2 0178-

三条中学校 27-2126

(12) 小学生による縄文遺跡と地域の文化財体験事業

縄文遺跡をはじめとする地域の文化財に直接触れ、体験する取組を通じて縄文文化

趣 旨 や地域の文化財に関する理解を深めるとともに、郷土愛のの醸成を図り、将来的に文

化財の保存・活用に携わる人材の育成を図る。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

外ヶ浜町立 ５ 傳法 尚弘 外ヶ浜町字三 桃ヶ丘1 0174- R3

三 小学校 37-2362 ～R5

つがる市立 ８ 平山 和仁 つがる市森田町森田屏風山2-2 0173-

森田小学校 26-3001

弘前市立 ９ 田中 裕征 弘前市茜町3-2-1 0172-

西小学校 34-1335

七戸町立 １５ 渡辺 浩美 七戸町字森ノ上180-1 0176-

天間林小学校 68-2029

むつ市立 ８ 澁田 健太 むつ市大湊上町43-32 0175-

大湊小学校 24-1810



階上町立 ８ 藤田 裕司 階上町道仏字外窪21-1 0178-

道仏小学校 89-2015

５ その他公的団体からの指定校

（１）生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業（日本学校歯科医会）

趣 旨 歯・口に関する知識を持ち、実践する子どもの育成

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

横浜町立 ５ 石川 義也 横浜町字上イタヤノ木91-17 0175- R3

横浜中学校 76-1610 ～R4

（２）三戸郡教育振興会研究委託

学 校 名 学級数 校長氏名 研究主題 （教科名） 学校所在地 電話番号 年度

新郷村立 ８ 三浦 俊二 学習指導（体育科） 新郷村戸来 0178- R1

新郷小学校 運動や健康の課題に気づき、主 字大久保88 78-3116 ～R3

体的に課題解決する子どもの育成

五戸町立 ５ 平 和人 学習指導（全教科） 五戸町倉石 0178- R3

倉石中学校 主体的に学び、考えを深め合う授 中市字上ミ 77-2022 ～R5

業の研究～授業の流れやまとめが見 平36

通せる学習課題の表現の～工夫～

（３）地域の見守りで輝く笑顔推進事業（青少年・男女共同参画課）

学校・家庭・地域が一丸となっていじめ防止に取り組む気運を高めるため、「輝く

趣 旨
笑顔推進キャンペーン」として県内一斉声かけ活動を実施し、地域全体で子どもを見

守る環境づくりの推進と、子どもたちの孤立感の解消や明るく前向きに未来へ進んで

いく気持ちの醸成を行う。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

青森市立 ９ 田澤 潤一 青森市古川三丁目7-14 017- R3

古川小学校 776-8005

青森市立 １４ 津 完治 青森市新城字平岡160-10 017-

新城中学校 788-0715

五所川原市立 １７ 石田 隆浩 五所川原市姥萢字船橋156-2 0173-

栄小学校 34-2938



五所川原市立 １１ 秋元 裕教 五所川原市広田字藤浦105-1 0173-

第三中学校 34-2937

十和田市立 ５ 石郷岡 誠 十和田市洞内字長根32 0176

洞内小学校 27-2702

十和田市立 ６ 新堂 正一 十和田市八斗沢字砂土路14-161 0176

松陽小学校 27-2705

十和田市立 ４ 藤森 裕之 十和田市洞内字千刈田24-6 0176

大深内中学校 27-2801

東通村立 １６ 祐川 文規 東通村砂子又字沢内9-4 0175-

東通小学校 48-2600

東通村立 ９ 岸 健一郎 東通村砂子又字沢内9-4 0175-

東通中学校 48-2601

五戸町立 ８ 小笠原浩也 五戸町倉石中市字田茂平40 0178-

倉石小学校 77-2006

南部町立 ８ 福井 淳悦 南部町下名久井字白山81 0178-

名川中学校 76-2110

６ 市町村教育委員会等指定校のうち、特色ある実践・研究校

（１）学習指導一般

学 校 名 学級数 校長氏名 研 究 主 題 学校所在地 電話番号 年度

五所川原市立 ７ 新谷 勝一 「数学的な見方・考え方」を働 五所川原市 0173- R3

市浦小学校 かせて問題を解決する子供を育て 相内岩井85 62-2049 ～R4

るための指導法の工夫

五所川原市立 ４ 成田 基之 主体的・対話的で深い学びの実 五所川原市 0173- R3

市浦中学校 現に向けた指導法の研究～生徒自 相内岩井81 62-2042 ～R4

ら学びに向かうための指導計画の

工夫を通して～

八戸市立 １２ 小林 淳 考えを深める子の育成 八戸市長根 0178- H30～

八戸小学校 三丁目24-1 43-2820

八戸市立 ３ 横濵 由紀 「なぜ」と問え、見通しをもっ 八戸市豊崎 0178-

豊崎中学校 て共に学び合える生徒の育成はい 町字上七崎 23-2516

かにあればよいか 1-1



八戸市立 １２ 管 宏 見通しをもち、主体的に学ぶ生 八戸市長根 0178- R1～

第二中学校 徒の育成～特別支援教育の視点を 三丁目23-1 22-2297

生かして～

（２）小学校外国語活動・外国語科

学 校 名 学級数 校長氏名 研究主題（教科名等） 学校所在地 電話番号 年度

平川市立 ９ 小山内睦子 自ら動き出す子どもの育成 平川市猿賀 0172- R3

猿賀小学校 明堂136-2 57-3020 ～R4

（３）保健教育・安全教育

学 校 名 学級数 校長氏名 研究主題（教科名等） 学校所在地 電話番号 年度

青森市立 １３ 成田 達哉 生涯を通じて健康な生活を送る 青森市田屋 017- R2

浜館小学校 ことができる児童の育成 敷字下り松 742-2141 ～R3

～「清潔」をテーマに、自分でで 17

きることをやろう～

青森市立 ２２ 柴田 一宏 生涯を通じて健康な生活を送る 青森市浜田 017- R3

浜田小学校 ことができる児童の育成 字豊田36-2 734-5387 ～R4

～「よい姿勢」をテーマに、すこ

やか力をアップしよう～

弘前市立 １６ 須藤 桂子 「自分のからだに関心をもち、主 弘前市城東 0172- R2

東小学校 体的に歯・口の健康づくりに取り 中央五丁目 27-1588 ～R3

組む子どもの育成」 6-1

弘前市立 １５ 相馬 英明 自らの健康や安全を適切に管理 弘前市平岡 0172- R3

第二中学校 し、改善していく実践力の育成 町72 32-4607 ～R4

～生涯にわたり歯・口の健康づく

りに取り組む生徒を目指して～

弘前市立 １５ 山田谷幸一 家庭や地域とともに歩む交通安 弘前市大久 0172- R3

城東小学校 全教育の推進 保字西田 32-4054

～児童の安全意識向上に向けた取 105-40

組を通して～



（４）健康教育推進事業

学 校 名 学級数 校長氏名 研究主題（教科名等） 学校所在地 電話番号 年度

弘前市立 ５ 工藤 利彦 将来にわたって健康な生活を送 弘前市常盤 0172- R2

常盤野小中学校 るための、知識の習得に進んで取 野字湯の沢 83-2047 ～R3

り組む児童生徒の育成 45-4

弘前市立 １１ 藤田 澄生 健康な生活のための基礎・基本 弘前市新町 0172- R3

城西小学校 を身に付け、自ら健康を自ら守る 236-1 32-0247 ～R4

意識をもつ児童の育成

（５）学校運営協議会設置校

学校運営協議会（コミュニティ・スクール）を設置し、児童生徒数の減少化が進ん
でいる学区における「地域ぐるみでの学校教育への支援体制」を活性化させることに趣 旨
より、教育効果の更なる充実を図り、ひいては、学校を核としたコミュニティの再形
成・活性化を図る。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

県立 ２６ 木村 琢生 つがる市森田町床舞字鶴喰104-5 0173- H30～

森田養護学校 26-2610

県立 ６ 今村 勤 弘前市原ヶ平三丁目3-1 0172- R1～

弘前聾学校 87-2171

県立 ２１ 大崎 光幸 八戸市鮫町字小舟渡平9-291 0178-

八戸高等支援学校 32-2854

県立 １６ 長内 秀文 黒石市西ヶ丘65 0172- R3～

黒石高等学校 52-4321

県立 ６ 大坂 充 八戸市柏崎6-29-24 0178-

八戸盲学校 43-3962

県立 １１ 大坂 充 八戸市柏崎6-29-24 0178-

八戸聾学校 43-3962

県立 ９ 菊地 康弘 青森市西田沢字浜田368 017-

青森第一高等養護学校 788-0571

県立 ２６ 中村 紹子 青森市浪岡女鹿沢字平野215-6 0172-

浪岡養護学校 62-6000

青森市立 １６ 藤田 茂実 青森市松原二丁目4-4 017- R1～

堤小学校 734-5579

青森市立 ４ 木村 典克 青森市青柳二丁目7-25 017-

莨町小学校 734-2004



青森市立 ５ 伊藤 忠之 青森市橋本一丁目9-17 017-

橋本小学校 734-6136

青森市立 １２ 津川 弘行 青森市中央二丁目17-13 017-

浦町小学校 734-2704

青森市立 １４ 三浦 孝仁 青森市原別字袖崎8 017-

原別小学校 726-3100

青森市立 ７ 松本 清和 青森市野内字菊川155 017-

野内小学校 726-3240

青森市立 １５ 黒丸 健吾 青森市里見一丁目9-1 017-

三内小学校 781-0308

青森市立 １７ 野沢 寿恵 青森市三内字丸山86-1 017-

三内西小学校 781-1101

青森市立 ７ 工藤 克己 青森市宮田字玉水181-1 017-

東陽小学校 726-2227

青森市立 ８ 林 亨 青森市浪岡大字下十川字扇田19-2 0172-

女鹿沢小学校 62-3103

青森市立 ７ 若山 一久 青森市浪岡大字吉野田字平野51-2 0172-

浪岡野沢小学校 62-4142

青森市立 ４ 小倉 倫子 青森市浪岡大字大釈迦字前田5-2 0172-

大栄小学校 62-4133

青森市立 ８ 大船 惠也 青森市浪岡大字本郷字一本柳4 0172-

本郷小学校 62-3052

青森市立 １２ 大賀 重樹 青森市浪岡大字浪岡字淋城29 0172-

浪岡北小学校 62-7311

青森市立 ７ 出貝 幸浩 青森市浪岡大字北中野字北畠3 0172-

浪岡南小学校 62-9175

青森市立 ２０ 大川雄一郎 青森市油川字船岡36 017- R3～

油川小学校 788-1202

青森市立 ２０ 長崎 雅仁 青森市筒井一丁目1-1 017-

筒井小学校 741-6561

青森市立 １３ 三橋 信子 青森市蛍沢三丁目1-1 017-

戸山西小学校 743-7722



青森市立 １４ 鹿内 安栄 青森市筒井字八ッ橋46-１ 017-

筒井南小学校 738-9292

青森市立 ８ 松浦 清晴 青森市清水字浜元181 017-

北小学校 754-2009

青森市立 １６ 木村 信一 青森市勝田二丁目25-12 017- R1～

浦町中学校 774-2231

青森市立 １１ 中居 敬子 青森市八幡林字熊谷28 017-

東中学校 726-2135

青森市立 １４ 渡邊 諭 青森市三内字丸山108-4 017-

三内中学校 781-0102

青森市立 １５ 笹 弘道 青森市浪岡大字浪岡字稲盛1 0172-

浪岡中学校 62-6111

青森市立 １１ 高屋 美穂 青森市羽白字沢田471 017- R3～

油川中学校 788-0428

青森市立 １７ 横山 誠之 青森市桜川八丁目15-1 017-

筒井中学校 741-7161

青森市立 ８ 神 和宏 青森市赤坂一丁目1-1 017-

戸山中学校 741-4384

青森市立 ４ 中村 薫 青森市清水字浜元135-1 017-

北中学校 754-2002

つがる市立 １１ 木村 修治 つがる市木造日向62-1 0173- R2～

向陽小学校 42-2063

つがる市立 ８ 千葉 義幸 つがる市木造菊川喜久野43 0173-

穂波小学校 49-2100

つがる市立 ９ 桑村 哲二 つがる市木造大畑座八1 0173-

瑞穂小学校 42-6161

つがる市立 ８ 平山 和仁 つがる市森田町森田屏風山2-2 0173-

森田小学校 26-3001

つがる市立 １２ 三上 高広 つがる市柏広須福島126-2 0173-

柏小学校 25-2001

つがる市立 ８ 川崎惠美子 つがる市稲垣町豊川宮藤27 0173-

稲垣小学校 46-2004



つがる市立 ８ 佐々木康栄 つがる市車力町屏風山1-214 0173-

車力小学校 56-2004

つがる市立 １４ 山谷 光寛 つがる市木造浮巣20 0173-

木造中学校 42-3250

つがる市立 ４ 竹内 明人 つがる市森田町森田屏風山2-1 0173-

森田中学校 26-2074

つがる市立 ８ 中道 人子 つがる市柏広須福島82 0173-

柏中学校 25-2021

つがる市立 ５ 工藤 圭介 つがる市稲垣町豊川宮川45-1 0173-

稲垣中学校 46-2022

つがる市立 ４ 三上 正志 つがる市車力町屏風山1-214 0173-

車力中学校 56-2023

鰺ヶ沢町立 ８ 森山 智明 鰺ヶ沢町舞戸町字小夜190 0173-

西海小学校 72-2066

鰺ヶ沢町立 １０ 藤田 昭彦 鰺ヶ沢町舞戸町字久富27 0173-

舞戸小学校 72-2789

鰺ヶ沢町立 ７ 相馬 治 鰺ヶ沢町赤石町字大和田27 0173-

鰺ヶ沢中学校 72-3083

弘前市立 ８ 工藤 泰子 弘前市鬼沢字菖蒲沢109-4 0172- H30～

自得小学校 98-2221

弘前市立 ８ 西川 正之 弘前市高杉字神原7-1 0172-

高杉小学校 95-2014

弘前市立 １５ 山田谷幸一 弘前市大久保字西田105-40 0172-

城東小学校 32-4054

弘前市立 １４ 成田 頼昭 弘前市中野一丁目1-1 0172-

文京小学校 32-5866

弘前市立 １３ 蒔苗 隆文 弘前市小栗山字川合119-7 0172-

千年小学校 87-2012

弘前市立 ６ 二本柳淑実 弘前市狼森字天王12-1 0172-

大和沢小学校 87-2234

弘前市立 ７ 岡田 英樹 弘前市桜庭字清水流39 0172-

東目屋小学校 86-2011



弘前市立 １２ 佐々木 悟 弘前市代官町107-3 0172-

和徳小学校 32-0725

弘前市立 １７ 木村 文宣 弘前市宮園一丁目5-1 0172-

時敏小学校 34-3255

弘前市立 １６ 相馬 伸光 弘前市富田町47 0172-

第三大成小学校 32-2846

弘前市立 ８ 對馬 匠 弘前市石川字庄司川添19-1 0172-

石川小学校 92-2110

弘前市立 １０ 菊池 諭 弘前市松原東二丁目17 0172-

松原小学校 87-5900

弘前市立 １５ 金井 昌行 弘前市青山三丁目15-1 0172-

北小学校 33-6780

弘前市立 １５ 山田 司 弘前市御幸町13-1 0172-

大成小学校 32-2591

弘前市立 ７ 山口 祝一 弘前市十面沢字轡293 0172-

裾野小学校 99-7131

弘前市立 ２０ 鎌田 猛 弘前市五代字前田451 0172-

岩木小学校 82-3008

弘前市立 ３ 工藤 利彦 弘前市常盤野字湯の沢45-4 0172-

常盤野小学校 83-2047

弘前市立 ８ 松木 弘志 弘前市黒滝字二ノ松本2-4 0172-

相馬小学校 84-3107

弘前市立 ５ 森 尚生 弘前市桜庭字清水流63-3 0172-

東目屋中学校 86-2015

弘前市立 ２０ 松山 正男 弘前市和徳町363-13 0172-

第一中学校 32-3949

弘前市立 １８ 成田 隆道 弘前市豊原一丁目3-3 0172-

第三中学校 32-2361

弘前市立 ３ 木村 傑 弘前市石川字庄司川添19-1 0172-

石川中学校 92-3310

弘前市立 ５ 長尾 朗 弘前市高杉字五反田191 0172-

北辰中学校 95-2019



弘前市立 ３ 古川 和生 弘前市十面沢字湯ヶ森40 0172-

裾野中学校 93-2219

弘前市立 １２ 木村 憲夫 弘前市原ヶ平字山中20-13 0172-

南中学校 88-1441

弘前市立 １０ 葛西 孝司 弘前市五代字早稲田478 0172-

津軽中学校 82-3004

弘前市立 ２ 工藤 利彦 弘前市常盤野字湯の沢45-4 0172-

常盤野中学校 83-2047

弘前市立 ５ 東海 孝尚 弘前市紙漉沢字山越48 0172-

相馬中学校 84-2312

弘前市立 ７ 三浦 隆史 弘前市細越字早稲田42 0172- R1～

船沢小学校 96-2120

弘前市立 １５ 奈良岡 淳 弘前市福村一丁目1-1 0172-

福村小学校 27-6679

弘前市立 １５ 成田 王仁 弘前市豊田一丁目4-1 0172-

豊田小学校 27-7820

弘前市立 １４ 澤田 雄 弘前市門外一丁目3-3 0172-

堀越小学校 27-4869

弘前市立 １１ 木村 潤一 弘前市大開二丁目5-1 0172-

小沢小学校 88-3016

弘前市立 ４ 岩渕 純 弘前市悪戸字村元7-2 0172-

青柳小学校 32-4600

弘前市立 １１ 藤田 澄生 弘前市新町236-1 0172-

城西小学校 32-0247

弘前市立 １０ 齋藤 昭 弘前市在府町36 0172-

朝陽小学校 32-3647

弘前市立 １５ 奈良 充生 弘前市桔梗野二丁目21 0172-

桔梗野小学校 32-4078

弘前市立 ９ 田中 裕征 弘前市茜町三丁目2-1 0172-

西小学校 34-1335

弘前市立 １６ 須藤 桂子 弘前市城東中央五丁目6-1 0172-

東小学校 27-1588



弘前市立 ５ 髙木 晋 弘前市富栄字浅井名1 0172-

船沢中学校 96-2130

弘前市立 １５ 相馬 英明 弘前市平岡町72 0172-

第二中学校 32-4607

弘前市立 １４ 大瀬 勝彦 弘前市樹木五丁目2-6 0172-

第四中学校 32-5244

弘前市立 １５ 今 智人 弘前市川先二丁目4-1 0172-

第五中学校 27-3064

弘前市立 １２ 千葉 敦 弘前市末広三丁目2-1 0172-

東中学校 26-0575

弘前市立 ４ 小笠原朋子 弘前市中崎字野脇142-2 0172- R2～

三省小学校 95-2219

弘前市立 １５ 三上 文章 弘前市浜の町北一丁目7-1 0172- R3～

致遠小学校 34-3251

弘前市立 ９ 今 由香理 弘前市青女子字桜苅292-4 0172-

新和小学校 73-2673

弘前市立 ５ 神田 昌彦 弘前市種市字小島57-2 0172-

新和中学校 73-2276

十和田市立 ４ 藤森 裕之 十和田市洞内字千刈田24-6 0176- H28～

大深内中学校 27-2801

十和田市立 ５ 石郷岡 誠 十和田市洞内字長根32 0176-

洞内小学校 27-2702

十和田市立 ６ 新堂 正一 十和田市八斗沢字砂土路14-161 0176-

松陽小学校 27-2705

十和田市立 ９ 金田 豊 十和田市三本木字西金崎6-2 0176- R1～

西小学校 23-2252

十和田市立 ５ 中村 博文 十和田市深持字林12-3 0176-

深持小学校 26-2004

十和田市立 １６ 中野 純 十和田市元町西六丁目2-1 0176-

ちとせ小学校 23-2942

十和田市立 ６ 川村 英徳 十和田市沢田字田屋29 0176-

沢田小学校 73-2014



十和田市立 ６ 蛯名 徳彦 十和田市奥瀬字下川目102-2 0176-

法奥小学校 72-2002

十和田市立 ５ 二本柳智弘 十和田市奥瀬字生内32-6 0176-

第一中学校 72-2164

六戸町立 ８ 山内 亮悦 六戸町犬落瀬字明土63 0176-

六戸小学校 55-2008

六戸町立 ８ 三上菜穂子 六戸町犬落瀬字権現沢14-159 0176-

開知小学校 55-2640

六戸町立 １６ 畑山ゆかり 六戸町犬落瀬字柳沢91-86 0176-

大曲小学校 53-7059

六戸町立 ６ 秋元 辰一 六戸町犬落瀬字柴山2-90 0176-

六戸中学校 55-2034

六戸町立 ８ 見友 健二 六戸町犬落瀬字権現沢54-41 0176-

七百中学校 55-2641

十和田市立 ９ 小泉 孝文 十和田市深持字南平330 0176- R2～

甲東中学校 23-2907

野辺地町立 １１ 楢 満 野辺地町字浜掛11-5 0175-

野辺地中学校 64-2225

十和田市立 ２４ 江渡 準悦 十和田市東三番町36-1 0176- R3～

三本木小学校 23-7178

十和田市立 ６ 小沼 十和田市米田字高谷140 0176-

四和小学校 28-2260

十和田市立 ２ 藤田 文明 十和田市奥瀬字十和田湖畔宇樽部420 0176-

十和田湖小学校 75-2053

十和田市立 ６ 小沼 十和田市米田字高谷140 0176-

四和中学校 28-2230

十和田市立 １ 藤田 文明 十和田市奥瀬字十和田湖畔宇樽部420 0176-

十和田湖中学校 75-2350

むつ市立 ７ 吉岡 勝 むつ市関根字北関根99-2 0175- R1～

関根小学校 25-2120

むつ市立 ３ 川岸 敏男 むつ市関根字北関根99-2 0175-

関根中学校 25-2116



むつ市立 １７ 新谷 弘美 むつ市柳町2-7-1 0175- R2～

第一田名部小学校 22-1236

むつ市立 １８ 氣仙 宏 むつ市小川町1-18-10 0175-

第二田名部小学校 22-1450

むつ市立 １３ 宮野 裕之 むつ市田名部赤川ノ内並木14-196 0175-

第三田名部小学校 22-1267

むつ市立 ５ 長根 朋子 むつ市奥内字中野40 0175-

奥内小学校 26-2214

むつ市立 １７ 佐藤 智義 むつ市大平町8-6 0175-

大平小学校 24-1291

むつ市立 ８ 澁田 健太 むつ市大湊上町43-32 0175-

大湊小学校 24-1810

むつ市立 ２０ 祐川 秀永 むつ市金曲1-5-10 0175-

苫生小学校 22-5141

むつ市立 ８ 曽根 智子 むつ市川内町休所5-1 0175-

川内小学校 42-2241

むつ市立 １０ 工藤 憲治 むつ市大畑町伊勢堂1-1 0175-

大畑小学校 34-2237

むつ市立 ２ 中居 春雄 むつ市大畑町釣屋浜22-72 0175-

二枚橋小学校 34-2340

むつ市立 ４ 木村由香子 むつ市大畑町正津川平114-20 0175-

正津川小学校 34-2270

むつ市立 ３ 原 穣 むつ市脇野沢瀬野川目85-2 0175-

脇野沢小学校 44-2345

むつ市立 ２５ 和田 正顕 むつ市緑町22-8 0175-

田名部中学校 22-1930

むつ市立 ７ 侭田 登 むつ市栗山町17-2 0175-

むつ中学校 22-1641

むつ市立 ５ 川崎 直朗 むつ市奥内字江豚沢1-2 0175-

近川中学校 26-2114

むつ市立 ５ 千吉良 岳 むつ市桜木町19-1 0175-

大湊中学校 24-2138



むつ市立 １０ 飯田 一彦 むつ市並川町2-4 0175-

大平中学校 24-1714

むつ市立 ５ 曽根 智子 むつ市川内町休所5-1 0175-

川内中学校 42-2213

むつ市立 ５ 古里 利行 むつ市大畑町兎沢17-7 0175-

大畑中学校 34-4372

むつ市立 ２ 原 穣 むつ市脇野沢瀬野川目85-2 0175-

脇野沢中学校 44-2023

（６）弘前大学教育学部との連携推進事業

教員を目指す学生による教育活動支援に関する協定（学校サポーター）

小・中学校に「弘前大学学校サポーター」として教員を目指す学生を派遣すること

研究主題 を通じて、学校教育の充実に資すること、将来の教員としての資質向上を図ることを

目的とする。

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

弘前市立 １５ 成田 王仁 弘前市豊田一丁目4-1 0172- R3

豊田小学校 27-7820

弘前市立 １４ 澤田 雄 弘前市門外一丁目3-3 0172-

堀越小学校 27-4869

弘前市立 １３ 蒔苗 隆文 弘前市小栗山字川合119-7 0172-

千年小学校 87-2012

弘前市立 ６ 二本柳淑実 弘前市狼森字天王12-1 0172-

大和沢小学校 87-2234

弘前市立 １１ 木村 潤一 弘前市大開二丁目5－1 0172-

小沢小学校 88-3016

弘前市立 １７ 木村 文宣 弘前市宮園一丁目5-1 0172-

時敏小学校 34-3255

弘前市立 １１ 藤田 澄生 弘前市新町236-1 0172-

城西小学校 32-0247

弘前市立 １６ 相馬 伸光 弘前市富田町47 0172-

第三大成小学校 32-2846



弘前市立 １０ 齋藤 昭 弘前市在府町36 0172-

朝陽小学校 32-3647

弘前市立 ９ 田中 裕征 弘前市茜町三丁目2-1 0172-

西小学校 34-1335

弘前市立 １０ 菊池 諭 弘前市松原東二丁目17 0172-

松原小学校 87-5900

弘前市立 １６ 須藤 桂子 弘前市城東中央五丁目6-1 0172-

東小学校 27-1588

弘前市立 １５ 金井 昌行 弘前市青山三丁目15-1 0172-

北小学校 33-6780

弘前市立 ７ 三浦 隆史 弘前市細越字早稲田4-2 0172-

船沢小学校 96-2120

弘前市立 １５ 山田谷幸一 弘前市大久保字西田105-40 0172-

城東小学校 32-4054

弘前市立 １５ 相馬 英明 弘前市平岡町72 0172-

第二中学校 32-4607

弘前市立 １８ 成田 隆道 弘前市豊原一丁目3-3 0172-

第三中学校 32-2361

弘前市立 １５ 今 智人 弘前市川先二丁目4-1 0172-

第五中学校 27-3064

黒石市立 ２１ 阿部 誠 黒石市株梗木字中渡1-1 0172-

黒石小学校 52-2391

黒石市立 ２４ 菅井 智紀 黒石市春日町70 0172-

黒石東小学校 52-3880

平川市立 ７ 栗林 直人 平川市沖館永田34-3 0172-

竹館小学校 44-3013

西目屋村立 ８ 木嶋 隆 西目屋村大字田代字稲元121-1 0172-

西目屋中学校 85-2325

田舎館村立 １５ 高木 文代 田舎館村大根子字牧ヶ袋80 0172-

田舎館小学校 58-2253



（７）柴田学園大学との連携推進事業（学校教育体験実習）

学 校 名 学級数 校長氏名 学 校 所 在 地 電話番号 年度

弘前市立 １５ 三上 文章 弘前市浜の町北一丁目7-1 0172- R3

致遠小学校 34-3251

弘前市立 １５ 成田 王仁 弘前市豊田一丁目4-1 0172-

豊田小学校 27-7820

弘前市立 １４ 澤田 雄 弘前市門外一丁目3-3 0172-

堀越小学校 27-4869

弘前市立 １４ 成田 頼昭 弘前市中野一丁目1-1 0172-

文京小学校 32-5866

弘前市立 １１ 木村 潤一 弘前市大開二丁目5-1 0172-

小沢小学校 88-3016

弘前市立 １２ 佐々木 悟 弘前市代官町107-3 0172-

和徳小学校 32-0725

弘前市立 １７ 木村 文宣 弘前市宮園一丁目5-1 0172-

時敏小学校 34-3255

弘前市立 １１ 藤田 澄生 弘前市新町236-1 0172-

城西小学校 32-0247

弘前市立 １６ 相馬 伸光 弘前市富田町47 0172-

第三大成小学校 32-2846

弘前市立 １０ 齋藤 昭 弘前市在府町36 0172-

朝陽小学校 32-3647

弘前市立 １５ 奈良 充生 弘前市桔梗野二丁目21 0172-

桔梗野小学校 32-4078

弘前市立 １５ 金井 昌行 弘前市青山三丁目15-1 0172-

北小学校 33-6780

弘前市立 １５ 山田 司 弘前市御幸町13-1 0172-

大成小学校 32-2591

弘前市立 １０ 菊池 諭 弘前市松原東二丁目17 0172-

松原小学校 87-5900

弘前市立 １５ 奈良岡 淳 弘前市福村一丁目1－1 0172-

福村小学校 27-6679



７ 県立学校開放事業

（１）特別支援学校を活用した生涯学習講座開設事業実施校

学 校 名 校長氏名
講 座 名（ 内 容 ）

日数 学校所在地 電話番号
【 期 間 】

県立 奈良 潔 視覚障害者への支援と点字入門 １ 青森市矢田 017-

盲学校 【7/31】 前字浅井24 726-2239

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた -2

め中止

県立 中谷えり子 手話講座 ７ 青森市安田 017-

青森聾学校 【6/24 7/1 7/8 7/15】 字稲森125- 766-1834

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のた 1

め、8/26・9/2・9/9、中止


