
助成総額：1200万円　　　助成件数：56件
※＝３ヵ年継続助成対象者1件（2年目）

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 ちちとコくらぶ 小谷　雅彦 保幼小 岡山市 地域活動として行う子どもの健全育成

2 岡山幼児教育研究会 池内　伸江 幼稚園 瀬戸内市
幼児一人一人が自分らしさを発揮し、いかされる集団づくりをめざして
～家庭・幼稚園・小学校とのつながりの中で～

3
「学び愛のまち にいみ」
プロジェクト実行委員会

門原　眞佐子 幼小中 新見市
子どもの学びを支援するT-ラーニング事業
～CATVを活用して～

4 高梁東中学校区教育推進研究協議会 田中　道彦 幼小中 高梁市 幼小中及び地域との連携による学力向上について

5
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

6 柳井原小家庭学習研究グループ 藤澤　 隆 小学校 倉敷市 予習を取り入れた授業改善　～小学校における予習・復習のあり方～

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

8 高梁北教育研究会 土井　政宏 小学校 高梁市
仲間と共に学び合う子供を目指して
～小規模校合同授業の実践を通して～

9 ホリデーわくわく 山下　裕美 小学校 美咲町
地域で行う土曜日学習会により、児童の学習意欲の向上や
学習習慣の定着を図り、学力向上を図る取組

10 金光小学校学力向上委員会 髙原　康則 小学校 浅口市 金光小学校学力向上プロジェクト

11 高梁小学校学力向上委員会 三村　秀樹 小学校 高梁市 「説明力」を伸ばす学び合いのある授業づくり

12
さくらが丘こどもセンター
学力サポート事業まなびや

池田　裕樹 小学校 赤磐市 勉強に課題やつまずきを感じるこどもたちへの学習支援

13
あすなろこどもセンター
学力サポート事業のびのび

平中　健 小学校 赤磐市 勉強に課題やつまずきを感じるこどもたちへの学習支援

14 岡山県小学校長会特別研究委員会 岸　誠一 小学校 岡山市 学力向上及び生徒指導上の課題解決に向けて

15
NPO法人
0-99おかやまおしえてネット

山本　典子 小学校 岡山市 おしえてドクター！キッズスクール

16
特定非営利活動法人
マザーリーフ

石原　訓志 小中 岡山市 小中学校の理科学習力の向上

17 美作ネットワーク協議会 鷲田　雅人 小中 奈義町 ゲーミフィケーションを活用した小・中学校教育への一考察

18 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～

19 元気KOYO委員会 平田　俊治 中学校 赤磐市 生徒の元気を育て、学力向上をはかる

20 邑久中学校読書ボランティア「ゆめ読」 谷原　和子 中学校 瀬戸内市
絵本の読み聞かせ活動による中学生の情操教育と地域と学校、
行政の連携の在り方

21 新吉中学校 学力向上グループ 木村　茂徳 中学校 笠岡市 人間関係づくりを基盤にした学力向上を目指して

22 寄島中学校学力向上研究会 藤澤　勝巳 中学校 浅口市
人間関係を基盤にした学力向上への取組
～協同学習とピア・サポートを中心にして～

※ 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 学力向上をめざす授業方法の研究

24 わくわく科学塾 山田　直史 小中高 倉敷市
中高大接続によるサイピアを活用した持続的な市民参加プログラム
の開発

25 岡山県教育工学研究協議会 井上　克彦 小中高 吉備中央町
デジタル教科書活用に関する研修用授業事例コンテンツの開発
～QRコードを付記したパンフレットの活用を通して～

26
就実大学大学院医療薬学研究科分子生物
臨床診断学研究室

中西　徹 高校 岡山市
iPS細胞を用いた体験学習による中高理系志望人材の発掘と科学
リテラシーの向上

27 特別支援プロジェクトKTK11 橋本　達也 高校 備前市 特別支援教育的な観点からの授業づくり

28
倉敷市立倉敷翔南高等学校総合的な学習
の時間研究委員会

乙部　憲彦 高校 倉敷市 考える力を育む総合的な学習の時間のプログラムの研究・開発

29 高農環境を考える会 坪　弘文 高校 岡山市 スイゲンゼニタナゴ生息環境保護活動

30
ものづくりによる自己肯定感を醸成の研究
グループ

村井　康典 高校 倉敷市
自分たちのスペシャリティーカー『ゼロハンカー』を製作し全国大会へ！
～夜間定時制工業高校生でもできるんだ！～

◆平成26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779万円　　件数38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

31
岡山県高等学校工業研究協会デザイン系
部会

藤原　亨祐 高校 津山市 岡山県高校デザイン展 ３０周年記念事業

32
岡山県立邑久高等学校
学力向上委員会

猪木　晴二 高校 瀬戸内市
語彙力・読解力を充実し、将来を切り開く力を身に付けさせる取組
～視野を広げ、学力の土台をつくる～

33 和気あいあい学びプロジェクト委員会 香山　真一 高校 和気郡 自立した個を育てる学び合いの研究　キーワード：『論語』の学び

34
岡山県立玉島商業高等学校
地域活性研究チーム

山口　裕行 高校 倉敷市
生徒プロデュースによる地域活性化
～生徒の生きる力を向上させる試み～

35
岡山芳泉高校
まごころボランティア推進委員会

豊岡　秀明 高校 岡山市 芳泉高校生による地域の学力向上に向けたボランティア活動

36 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

37
岡山県立津山工業高等学校
デザイン科

河本　智弓 高校 津山市
故きを温ねて新しきを知る　～地域の伝統的工芸の手法を学びながら
新しい産業や地域のデザインについて考える～

38
特別支援学校技能検定検討会議PC検定
ワーキンググループ

土肥　直樹 特別支援 岡山市 岡山県特別支援学校のPC検定(ワープロ）テキストづくりとその活用

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 朝日小学校国際交流グループ 西　弘子 小学校 岡山市
グローバル社会を生き抜く子どもの育成
～スカイプを使った国際交流・国際貢献～

2 一般社団法人アジア国際交流協会 金　昌男 小学校 岡山市 英語キャンプによるアジアの子供の異文化交流

3 京山中学校国際理解プロジェクト 河本　政浩 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 RE:プログラム　いじめちょっとでもなくし隊 為清　淑子 中学校 岡山市
中学生のいじめ防止プログラム（ワークショップ）実施により、豊かな
心の育成とコミュニケーション能力の向上

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 グローバル教育研究グループ 小寺　裕之 高校 倉敷市 グローバル人材育成プログラムの開発

7
岡山県立西大寺高等学校
グローバル教育推進委員会

松本　誠一 高校 岡山市 豊かな語学力を支えるコミュニケーション育成プログラムの研究開発

8
県立津山商業高校グローカル人材育成
プログラム2014実行委員会

吉田　信 高校 津山市
グローカル人材育成の「海外インターンシップ・海外販売実習の取組」
と「キッズビジネスタウンの取組」によるビジネス専門高校生の思考力、
会話力向上に向けた指導について

9 こくさいこどもフォーラム岡山 今西　道好 高校 岡山市 グローバル人材育成のための「INTERKIDS国際塾」

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 県北「学びの環境作り」研究会 渡邊　義雄 小学校 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」
　～地域間学力格差の解消をめざして～

2 はつらつした「楓っ子」を育てる会 平岡　弘正 小学校 倉敷市
子どもたちに自己実現を図り、学力向上を図る研究（第１次中間研究）
～学校、家庭・地域、大学との連携を通して～

3
岡山県立大学情報工学部スポーツシステ
ム工学科体力科学分野

綾部　誠也 小学校 総社市
小学生の学力向上と心身の健やかな成長に寄与する運動・スポーツの
条件に関する包括的研究
～運動習慣・身体組成・学業成績の長期追跡調査～

4 岡山大学と連携したSST開発研究会 稲田　修一 小中 倉敷市
不登校児の基礎学力の向上を目指して
　～ソーシャルスキルトレーニングを取り入れて～

5 放課後等学力補充研究会 渡邊　義雄 小中 津山市
大学と地域小・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～

6 留学生による学校支援を研究する会 松岡　律 小中 岡山市 異文化交流による問題行動の是正・学習支援

7 子ども実践学研究会（岡山） 佐藤　和順 保幼 総社市 外国籍の子どもの教育・保育の質を保障する支援体制構築に関する研究

8 中国学園教育支援人材育成研究会 松畑　煕一 幼稚園 岡山市 教育支援人材青年指導者養成講座

9 くらしき放課後児童クラブ大学連携研究会 赤木　恒雄 特別支援 倉敷市 放課後児童クラブにおける障がい児支援教材の研究開発

　２　　グローバルな意識を持つ子どもの育成活動　　　助成額：205万円　　件数9件

　３　　大学・短期大学が地域と連携して行う活動　　　助成額：216万円　　件数9件


