
別表１

管内 学校等名 指定の種類 期間 新規 発表予定日

玉名 緑ヶ丘小学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（導入の促進） H27～H28

山鹿市 鹿本中学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（導入の促進） H28 ○

菊池 花房小学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（導入の促進） H28 ○

菊池 七城小学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（取組の充実） H28 ○

阿蘇 一の宮小学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（導入の促進） H28 ○

阿蘇 阿蘇西小学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（導入の促進） H27～H28

阿蘇 阿蘇中学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（導入の促進） H28 ○

上益城 益城中央小学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（取組の充実） H28 ○

球磨 多良木中学校 コミュニティ・スクール導入促進事業（取組の充実） H28 ○

菊池 大津小学校 研究開発学校 H26～29 H28.11.4

山鹿市 稲田小学校 教育課程研究指定校事業（各教科等：理科） H27～28 H28.11.2

山鹿市 鹿北小学校 教育課程研究指定校事業（校種間連携） H28～29 ○

山鹿市 鹿北中学校 教育課程研究指定校事業（校種間連携） H28～29 ○

菊池 花房小学校 教育課程研究指定校事業（各教科等：体育） H27～28 H28.11.2

八代 八千把小学校 教育課程研究指定校事業（各教科等：国語） H27～28 H28.11.25

山鹿市 米野岳中学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H28 ○

玉名 荒尾第一小学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

玉名 万田小学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

玉名 有明小学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

玉名 清里小学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

玉名 荒尾海陽中学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

阿蘇 高森東小学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

阿蘇 高森中央小学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

阿蘇 高森東中学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28

阿蘇 高森中学校 首長部局との協働による新たな学校モデルの構築事業 H27～28
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菊池 菊池北小学校 土曜授業推進事業 H27～28

阿蘇 内牧小学校 土曜授業推進事業 H27～28

阿蘇 産山小学校 土曜授業推進事業 H27～28

阿蘇 産山中学校 土曜授業推進事業 H27～28

阿蘇
高森町

（高森東小、高森中央小、高
森東中、高森中）

県立高森高等学校

英語教育強化地域拠点事業 H27～29

宇城 宇土市
（網田小、網田中）

小中一貫教育推進事業 H27～29

宇城 宇城市
（豊野小、豊野中）

小中一貫教育推進事業 H27～29

玉名
玉名市

（大野小、睦合小、鍋小、高
道小、岱明中）

小中一貫教育推進事業 H27～29

玉名 和水町
（三加和小、三加和中）

小中一貫教育推進事業 H27～29

八代
八代市

（全小中学校）
※小学校24校、中学校15校

小中一貫教育推進事業 H27～29

玉名 府本小学校 小中学校における起業体験推進事業 H28 ○

玉名 南関第三小学校 小中学校における起業体験推進事業 H28 ○

球磨 深田小学校 小中学校における起業体験推進事業 H28 ○

天草 本渡東中学校 小中学校における起業体験推進事業 H28 ○

指定の種類 期間 新規 発表予定日

宇城 豊福小学校 学力充実研究推進校 H28 ○ H28.11.25

玉名 玉名中学校 学力充実研究推進校 H27，28 H28.11.28

菊池 隈府小学校 学力充実研究推進校 H28 ○ H29.1.26

上益城 龍野小学校 学力充実研究推進校 H28 ○ H28.11.16

八代 麦島小学校 学力充実研究推進校 H28 ○ H29.2.7

芦北 湯浦小学校 学力充実研究推進校 H28 ○ H29.2.2

球磨 錦中学校 学力充実研究推進校 H27，28 H28.10.21

天草 本渡南小学校 学力充実研究推進校 H27，28 H28.10.31

学校等名

(１)「生きる力」を育む研究指定校

２　県指定



宇城 緑川小学校 心の教育研究推進校 H28 ○ H29.1.20

阿蘇 阿蘇中学校 心の教育研究推進校 H28 ○ H28.12.9

上益城 御船小学校 心の教育研究推進校 H28 ○ H29.2.17

上益城 乙女小学校 心の教育研究推進校 H28 ○ H29.1.25

芦北 水俣第一中学校 心の教育研究推進校 H27，28 H29.2.6

菊池 菊陽南小学校 小学校英語教育研究推進校 H28 ○ H29.2.8

上益城 小坂小学校 小学校英語教育研究推進校 H28 ○ H29.2.15

上益城 嘉島東小学校 小学校英語教育研究推進校 H28 ○ H29.1.20

球磨 西瀬小学校 小学校英語教育研究推進校 H27，28 H28.11.25

指定の種類 期間 新規 発表予定日

宇城 美里町 幼・保等、小・中連携実践研究事業 H27～28 H28.12.9

管内 市町村 指定の種類 期間 新規 発表予定日

玉名
玉名市
（天水中）

子どもたちによるいじめ防止推進事業 H27～28 H28.11.18

八代
八代市
（鏡中）

子どもたちによるいじめ防止推進事業 H27～28 H28.10.28

天草
天草市
（有明中）

子どもたちによるいじめ防止推進事業 H27～28 H28.11.25

(２)幼・保等、小・中連携実践研究事業

市町村名

(３)子どもたちによるいじめ防止推進事業


