
助成総額：1100万円　　　助成件数：58件
※＝３ヵ年継続助成対象者（本年度 １件）

No. 団体名称または個人名 代表者 対象学校種 所在地 テーマ

1 環太平洋大学幼児教育言語力育成研究会 岡野　聡子 幼稚園 岡山市 伝達力・思考力を育む言葉の保育カリキュラムの開発

2 あかいわネイチャーサイエンス教室　実行委員会 岸本　勝義 小学校 赤磐市
地域の教育力を生かし科学への関心を高めるためのネイチャーサイエンス教室
の活動づくりについて

3 石相の子どもを育てる会 森阪　信樹 小学校 赤磐市 学校・保護者・地域で取り組む学力向上

4 石原　訓志 石原　訓志 小学校 岡山市 こどもの理科学習力の向上を図る

5 井原ICT活用研究会 平木　康晴 小学校 井原市 通常の学級における授業での効果的な視覚支援

6 荏原小学校算数研究推進協議会 藤井　孝行 小学校 井原市
文、図、式の相互変換を中心とした数学的な思考力・表現力の育成～読みと表
現の研究を通して～

7 岡山県教育工学研究協議会 井上　克彦 小学校 吉備中央町 デジタル教科書活用推進リーフレットの開発

8 牛窓ブロック家庭学習研究会 谷原　純子 小学校 瀬戸内市
主体的に家庭学習に取り組むことのできる児童生徒の育成ー小・中連携を図り
ながらー

9 鏡野町立南小学校学力・人間力向上推進委員会 神田　真一 小学校 鏡野町 地域と学び、地域の将来を考える児童の育成

10 岡南小　きらり学習研究会 練苧　千之 小学校 岡山市 つながり合い、学び合う授業づくり

11 琴浦西小学校算数研究会 豊岡　幸太郎 小学校 倉敷市
学ぶ楽しさ　ふれあう喜びを　味あわせる　算数科の授業の創造～基礎基本を
踏まえて学ぶことの真価を見出し　算数的活動を通して～

12 高梁市立高梁小学校　授業改善研究会 平山　竜美 小学校 高梁市
児童の確かな学力向上に向けて学習に意欲的に取り組み学び合いのある授業
改善

13 山陽小授業のユニバーサルデザイン研究グループ 武藤　幹夫 小学校 赤磐市 ユニバーサルデザインの視点を生かした授業づくりに関する実践的研究

14 菅生小ユニバーサルデザイン研究会 長濱　美根子 小学校 倉敷市 ユニバーサルデザインの推進による援助集団の形成と学力向上

15 成羽っ子教育推進研究協議会 西井　秀明 小学校 高梁市 小中及び地域との連携による学力向上について

16 総社西小学校授業改善研究会 井上　克彦 小学校 総社市 ＩＣＴ活用と協同学習を取り入れた授業改善による学力向上

17 津山市立加茂小学校授業づくり研究会 後河　肇 小学校 津山市 学び合う子どもを育てる授業づくり（仮）

18 津島小学校「学び合いの接続」研究会 吉森　昌次 小学校 岡山市
「対話」を通して、共に学び合う喜びを感じ、考える力を高める授業づくり～学び
合いの接続を探る～

19 読解力育成研究会 木村　正徳 小学校 瀬戸内市
理科的な読解力を育成する指導法の研究～小学校６年生理科B生命地球分野
を中心に～

20 保幼小中長船ブロック特別支援教育研究会 大谷　正 小学校 瀬戸内市 特別支援教育に係る保幼小中連携のあり方

21 岡山学校評価研究会 原　範幸 中学校 浅口市
学校改善につながる学校評価の在り方に関する実践的研究ー学力向上をめざ
してー

22 「教えて考えさせる授業」推進研究会 金谷　修男 中学校 玉野市 「教えて考えさせる授業」の研究と実践

※ 23 「聴き合い学び合う」授業づくり合同推進協議会 片山　安基夫 中学校 岡山市 学力向上をめざす「聴き合い学び合う」授業の創造

24 久米中協同学習研究会 岡　晋平 中学校 津山市 生徒も教師もわくわくしながら知的世界を追求する協同学習の授業づくり

25 赤坂中学校支援実行委員会 藤原　洋文 中学校 赤磐市
学校と地域で学ぶ力を育てる～地域が学校にできること、学校が地域にできる
こと～

26 総社西中学校　ＳＥＬ－８Ｓ研究会 三上　禎子 中学校 総社市 豊かなコミュニケーション力を身に付け、互いに高め合う生徒の育成

27 岡山一宮高校社会科学の学力向上研究グループ 森　泰三 高校 岡山市
高校地歴における学力要素の分解・分析および資質改善自己チェックリストによ
る学力向上

28 岡山県立烏城高等学校キャリア教育研究グループ 樋上　潔 高校 岡山市 定時制高等学校における「基礎的・汎用的能力」の育成

29 岡山操山中・高等学校　英語科 山本　浩史 高校 岡山市 「操山Can-doリスト」を活かした授業と評価の改善

30 高梁市立宇治高校ソーシャルスキル研究会 臼井　道世 高校 高梁市
自学自習の習慣と社会性を育む学校設定教科「ソーシャルスキル」の指導法の
改善

31 山田　直史 山田　直史 高校 倉敷市 継続的な中高生スタッフの育成を伴う科学教室の開催

32 商業教育授業づくり研究会 佐柳　勇 高校 倉敷市
教科「商業」における思考力の育成に関する研究ービジネス基礎におけるキー
ワードを関連付けた言語活動の工夫ー

33 美作アクティブラーニング研究会 内田　浩文 高校 美作市
地域社会の未来を予測し課題を解決する態度と能力の向上をはかる～森と海
をつなぐ吉井川流域をフィールドとして～

34 芳泉まごころボランティア推進委員会 豊岡　秀明 高校 岡山市
芳泉知地域の活性化を図るために、ボランティアの拠点校としての役割を果た
すプロジェクト

35 問田　雅美 問田　雅美 高校 倉敷市 英語ディベートを軸とした実践的英語力育成

36 邑久高校「学び合い」研究推進協議会 谷川　真利子 高校 瀬戸内市 「学び合い（協同学習）」～自ら考え、共に高め合う授業づくり～

37 岡山聾学校情報研究会 碇　加代 その他 岡山市
重複生徒の学力向上に向けた取り組み～タブレットを使った継続的な学習の有
効性の検証～

38 倉敷支援キャリア教育研究チーム 川口　洋二 その他 倉敷市 キャリア教育の視点をふまえた「はたらく人」を育てる授業づくり

39 NPO法人0-99おかやまおしえてネット 洲脇　美智子 その他 岡山市 マイサポ（毎日の学習サポート）

40 笠岡市教育研修所 岡田　達也 その他 笠岡市 教育課題に対応した効果的な研修の在り方～教員の力量アップをめざして～

◆平成25年度　教育研究助成　助成対象者一覧

　１　　子どもたちの学力向上を図る研究・実践活動　　　助成額：948万円　　件数：49件



41 算数・数学学力向上推進委員会 平岡　弘正 その他 倉敷市
岡山県における小・中学生の算数・数学の学力の向上のための取組に関する
研究（第２次中間研究）～教育委員会として、学校として、教師として取り組むべ
き課題とその内容～

42 子ども学習教室 堀口　修 その他 吉備中央町 子どもたちの学力向上をめざして

43 思考力・表現力をも高めるための授業改善協議会 藤本　義博 その他 倉敷市
思考力・表現力をも高めるための授業アイディア例の開発と授業改善を促進す
る教員研究

44 寺子屋「高松」 三垣　昌章 その他 岡山市 地域の児童・生徒の学習習慣と心の育成

45 総社市中小企業振興特別委員会 晝田　眞三 その他 総社市 子どもたちの職業観の創造と地元企業への回帰を促進する活動

46 日本珠算連盟岡山県連合会 岡下　君子 その他 岡山市 そろばん文化の普及と算数の学力向上に向けた指導者養成事業

47 美作ネットワーク協議会 延原　宏 その他 奈義町
インターネット教育ラジオ放送局の開設と運営ー小・中学生を対象とした学力育
成につなげる試み

48 矢掛町親学実行委員会 池田　敏之 その他 矢掛町 家庭教育力及び学力の向上

49 竜之口理科実験サポーター 片岡　裕子 その他 岡山市 草の根活動としての理科実験教室の地域における展開

No. 団体名称または個人名 代表者 対象学校種 所在地 テーマ

1 岡山県国際理解教育研究会 村尾　剛介 小学校 岡山市 「多文化理解」と「コミュニケーション」

2 石井小学校　イマージョン英語教育研究会 小森　順子 小学校 岡山市 聞きたい、話したい、伝え合いたい子どもを育てる英語教育の研究

3 京山中学校二年団 山本　清美 中学校 岡山市 外国人との交流事業を通した国際社会に生きる生徒の育成

4 IPU国際教育学科イングリッシュキャンプ研究会 長野　真澄 高校 岡山市 イングリッシュキャンプ実施による地域貢献及びキャリア教育

5
岡山県立岡山城東高等学校　グローバル人材育成
プロジェクト実行委員会

石井　一郎 高校 岡山市 グローバル人材の育成

6 こくさいこどもフォーラム岡山 今西　通好 高校 岡山市 国際理解教育

7 My Dream Project 異文化理解グループ 岸本　奈緒子 高校 美作市 中山間地域における、地域理解・国際理解を通したグローバル人材の育成

8 浅口市国際交流協会 瀬良田　信雄 その他 浅口市 イングリッシュキャンプ

9 一般社団法人　アジア国際交流協会 金　昌男 その他 岡山市 英語キャンプによる子供のアジア異文化交流

  ２　　グローバルな意識を持つ子どもの育成活動　　　助成額：152万円　　件数：9件


