
助成総額：１１００万円　　助成件数：４３件
※３ヶ年継続助成対象者1件（3年目）

　　　助成額：713万円　件数：29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 岡山県私立幼稚園連盟 岡本　壯二 保・幼 岡山市北区
『伝え合うよろこびを感じる保育のあり方を探る』･･････人や自然との
ふれあいを通して･･････

2 岡山市立富山幼稚園絵本の会 高橋　靖子 保・幼 岡山市中区
絵本選びの視点を育てる研修プログラムの開発とその実践-保育の質
向上を目指す幼稚園・地域・大学との連携-

3 聴覚障害幼児の学力の基礎を考える会 藤井　裕士 保・幼 岡山市中区
遊びを通して聴覚障害幼児の学力の基礎を育てるための知育アプリ
活用

4 成羽っ子教育推進研究協議会 西井　秀明 幼小中 高梁市 小中及び幼保や地域等との連携で取り組む学力向上

5 高梁東中学校区研究推進協議会 加賀　英範 幼小中 高梁市
知・徳・体の調和のとれた児童・生徒の育成～地域の教育力を生かし
て～

6 岡山県小学校長会 岸　誠一 小 岡山市北区 学力向上及び生徒指導上の課題解決に向けて

7 石相国語教育研究会 森坂　信樹 小 赤磐市
国語科において、児童が読みを深め、交流し、表現する力を高める指
導法の研究

8 NPO法人0-99おかやまおしえてネット 洲脇　美智子 小 岡山市北区 おしえてドクター！キッズスクール

9 公益社団法人岡山青年会議所 後藤　学 小 岡山市北区
真にありたいまち岡山創生プロジェクト「キッズビジネスパークin岡山」
わくわく未来の仕事探し

10 総社市立清音小学校　学力向上研究グループ 竹内　詳治 小 総社市 仲間づくりを通して、確かな学力を育成する

11 岡南小　きらり学習研究会 練苧　千之 小 岡山市北区 聴き合い、学び合う授業づくり

12 特定非営利活動法人マザーリーフ 石原　訓志 小中 岡山市南区 小中学校の子ども達の理科学習力と発表力の向上を目指す

13 浅口市学力向上研究会 佐々野　信治 小中 浅口市
市全体としての学力向上への取組～研究推進員委員会を中心として
～

14 高梁学習サポート教室実行委員会 石井　保 小中 高梁市
地域で育てる、子どもたちの確かな学力と学力の定着の機会-高梁学
習サポート教室の実践-

15 小田郡PTA連合会 堀　賢一 小中 小田郡
学校・家庭・地域が連携した小・中学生の家庭学習習慣定着のための
取組

16 学力向上研究グループ 福田　聡 中 岡山市南区
学び合いを活性化させるための授業モデルの開発～知識・技能を活
用する力の育成をめざして～

17 岡山県中学校教育研究会 森本　茂 中 岡山市北区 新学習指導要領推進のための授業のあり方

※18 「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 岡山市北区 学力向上をめざす授業方法の研究

19 寄島中学校研究推進委員会 藤澤　勝巳 中 浅口市
人間関係を基盤にした学力向上への取組　２年次　～授業のユニ
バーサルデザイン化、ワーキングメモリの視点から～

20 数学力向上推進委員会 村田　敏彦 中 倉敷市
全国学力調査問題を生かした授業改善を通して、生徒の数学力向上
の指導の在り方とその提案～中学校・大学教育との連携及び数学の
本質を貫く良問作成を通して～

21 就実中学校ICT教育研究グループ 木多　功彦 中 岡山市北区 タブレット端末を活用したe-learningの在り方に関する研究

22 倉敷理科学力向上研究会 東　伸彦 中 倉敷市
シンプル化した観察・実験により、生徒自ら学び表現することで、学力
を高める授業・評価の設計

23 わくわく科学塾 山田　直史 小中高 倉敷市　 サイピアを活用した学生プロデューサーの育成　その２

24 倉敷市立倉敷翔南高校「STEP・UP!」研究チーム 乙部　憲彦 高 倉敷市
生徒が生きる力を身に付けるための、ライフスキルトレーニングを中心
としたプログラムの作成・実施

25 エコ発電「防犯ホタルくん」プロジェクトチーム 豊福　尚男 高 岡山市中区 自然エネルギーを利用した地域防犯システム「防犯ホタルくん」の制作

26 美作アクティブラーニング研究会 内田　浩文 高 美作市 地域連携型ESDの実践的研究

27 玉野高校地域連携推進チーム 福本　まゆみ 高 玉野市 学ぶ意欲を向上させる校外連携活動の研究開発と地域展開

28 高梁市立宇治高等学校キャリアスキル研究会 臼杵　道世 高 高梁市
体験的な学習を通して、職業観・勤労観を育成する学校設定教科
「キャリアスキル」の指導法の改善

29 美作ネットワーク協議会 延原　宏 小中 勝田郡奈義町 論理ゲームを活用したアルゴリズム育成教室の運営について
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① 子どもたちの学力向上を図る研究・実践活動



　　　助成額：252万円　件数：9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 岡山大学工学部創造工学センター技術支援部門 中村　有里 小 岡山市北区 グローカルを目指した日中体験型実験教室の開催

2 石井小学校イマージョン英語教育研究会 後閑　智美 小 岡山市北区 コミュニケーション能力を育む小学校英語をめざして

3 岡山の学び続ける教師の会 小山　真二 中 岡山市東区
技術・家庭科（技術分野）におけるグローバル教育の実践　～グロー
バリゼーションを実感する情報学習プランの構築～

4 こくさいこどもフォーラム岡山 今西　通好 中高 岡山市北区
中学生・高校生を対象としたグローバル人材育成のための「Interkids
国際塾」開催　他

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 岡山市中区 グローバル人材の育成

6 岡山県立西大寺高等学校　グローバル教育推進委員会 三善　真 高 岡山市東区
豊かな語学力を支えるコミュニケーション能力育成プログラムの研究
開発

7 グローバル教育推進研究会 三浦　隆志 高 岡山市東区
グローバル人材育成事業を通じて育成される「生きる力」を捉える　～
専門高校の生徒の意識変容から考察する～

8 津商アクティブプラン実行委員会 吉田　信 高 津山市
「津商アクティブプラン：ローバルプレゼンテーション～地域に世界に
PR～」ローバルの視点で、思考力・判断力・表現力を育成する

9
『地域から世界へ』
吉備・陵南文化発信プロジェクトチーム

佐生　武彦 大 岡山市北区 吉備・陵南英語劇プロジェクト

　　　助成額：135万円　件数：5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 にいみ子育てカレッジ運営協議会 片山　啓子 幼小 新見市
地域協働による新見公立大学内子育て支援拠点「ひろば“にこたん”」
の交流事業について　～世代間交流と利用者（パパ・ママ）・学生ス
タッフ活動の促進を目指して～

2 県北「学びの環境作り」研究会 渡邉　淳一 小 津山市
大学と地域小学校との連携による「学びの環境作り」（２）　～学習習慣
の定着をめざして～

3 放課後等学力補充研究会 芦田　愛五 小中 津山市
大学と地域の小中学校との連携による「放課後等学力補充」－学力の
底上げをめざして-

4 岡大と中高連携理科研究会 稲田　修一 中高 岡山市北区
透過型赤外線センサーを用いた計測システムによる問題解決的学習
指導法の工夫改善に関する研究-大学を拠点とした理科における中・
高連携-

5 岡山大学スクールボランティア推進チーム 佐藤　大介 大 岡山市北区
大学生による主体的な学校支援ボランティア実践による地域教育効果
に関する調査

②グローバルな意識を持つ子どもの育成活動

③大学・短期大学が地域と連携して行う活動


