
助成総額：１２００万円　　助成件数：５５件

　　　助成額：373万円　件数：16件

Ｎｏ． 申請団体・個人名 代表者
活動の

主な対象
所在地 活動のテーマ

1 一般社団法人　児島青年会議所 高橋良太郎 小・高・保・地 倉敷市 こどもたちの将来の夢を具体的にえがいてもらうための活動

2 一般社団法人　子どもの家運営委員会 小阪田　 徹 小・中・高 赤磐市 土曜日寺子屋

3 伊里学園支援地域協議会 梅延　正武 乳・小・中 備前市 地域のこども園・小・中学校への学習支援の在り方の研究

4 岡山県立大学　佐藤和順研究室 佐藤　和順 乳・保・他 総社市
保護者のワーク・ライフ・バランスに着目した「孤育て」から「個育て」への移行のための
子育て支援プログラムの構築

5 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」（３）
～生活と学習を総合した支援～

6 公益社団法人　岡山青年会議所 佐野　範一 小 岡山市 第３回キッズビジネスパーク　～ぼくたち・わたしたちのゆめさがし～

7 じ・ば・子のおうち運営委員会 本多　正志 小・地 津山市
城東地区の高齢者と子どもたちの交流を通じた文化（生き方・人との係わり・心の豊か
さ等）の伝承を通じて元気な地域づくりを目的に活動します

8 就実短期大学潜在保育士復職支援プロジェクト 澤津まり子 地・他 岡山市 潜在保育士復職支援研修

9 旬の会 田中　恵子 乳・小 笠岡市 家庭・地域で育てる心豊かな子ども　～「旬の会」の活動を通して～

10 せとうちこども合唱団ティンカーベル 上野　洋子 乳・小・中・高 瀬戸内市 歌を通じて、共に生きる喜びを人々に届けられるこどもたちの育成

11 チーム池田 髙杉　整二
乳・小・中
高・保・地

総社市 繋がり（幼・小・中・高・大・地域）で育む健やかな心と体

12 特定非営利活動法人 だっぴ 柏原　拓史 中・保・地・他 岡山市 中学生が地域の大学生や保護者、社会人と交流するキャリア教育授業の実施

13 特定非営利活動法人　備前プレーパークの会 北口ひろみ 乳・小・保・地 備前市
～幼老共生・自然共生・地域共生～
食と文化でつながる「地域交流コミュニティカフェ」プロジェクト

14 特定非営利活動法人　ポケットサポート 三好　祐也 他 岡山市 慢性疾病を抱える子どもへの学習支援を行うための大学生スキルアップ講座

15 本庄地区社会福祉協議会 武久　源男 乳・小 瀬戸内市 親子で楽しく学べる”本庄の寺子屋”

16 芳明っ子文庫 岡村　真美 小 岡山市 子どもたちのための地域子ども教室（子ども影絵劇団およびその他行事）

　　　助成額：640万円　件数：30件

Ｎｏ． 申請団体・個人名 代表者
活動の

主な対象
所在地 活動のテーマ

1 足守中学校区「未来へつながるプロジェクト」会議 藤原　孝憲 乳・小・中 岡山市 学びの連続性を視点においた中学校区における学力向上の研究

2 石井中学校通級教室グループ 藤本　直子 中 岡山市 「気持ちや考えを伝え合うコミュニケーションスキル」の育成

3 伊里小中一貫英語指導研究会 堀　　　道夫 小・中 備前市 小・中学校が連携して推進する英語学習

4 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
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」の製作
（継続テーマ）

5 岡大と小中連携理科研究部会 稲田　修一 小・中 岡山市 スマートグリッドモデルを用いたエネルギーの需要と供給の仕組みの探究

6 岡南小　きらり学習研究会 練苧　千之 小 岡山市 協同学習によるアクティブ・ラーニングの実践

7 岡山県小学校長会 太田　昌孝 他 岡山市 学力向上及び生徒指導上の課題解決に向けて

8 岡山県私立幼稚園連盟 岡本　壯二 乳 岡山市
豊かな感性を育む保育のあり方を探る
～自然の中で四季の移り変わりを感じつつ、生きる力を育てる～

9 岡山県総合教育センター　情報教育研究会 土肥　直樹 乳・小・中・高
加賀郡

吉備中央町
「ＩＣＴ活用事例集（Ｗｅｂ版）」の作成～効果的なＩＣＴ活用授業のためのヒント集～

10 岡山県総合教育センター 特別支援教育部研究会 木村　文吾 小・中・他
加賀郡

吉備中央町
通常の学級における特別支援教育の観点を取り入れた授業づくりに関
する研究　～アセスメントシート分析パッケージを活用して～

11 岡山県中学校教育研究会 嘉原　典彦 中 岡山市 新学習指導要領推進のための授業のあり方

12 岡山県立笠岡高等学校　総合学習検討委員会 松下　晶子 高・他 笠岡市
論理的思考力、コミュニケーション能力を育成するキャリア教育カリキュラムに関する研
究

13
岡山市立岡山後楽館高等学校
まちなかのふるさと教育実行委員会

上林　栄一 高 岡山市 まちなかのふるさと教育

14 岡山大安寺中等教育学校MLA研究会 影山　勝己 中・高・他 岡山市 学習効果を高めるコミュニケーション授業と包括的アプローチ

１  地域の子どもを応援する教育活動

◆平成28年度　教育活動助成　対象者一覧

２   子どもたちの「確かな学力」を育む活動
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Ｎｏ． 申請団体・個人名 代表者
活動の

主な対象
所在地 活動のテーマ

15 学力向上研究グループ 福田　　 聡 中 岡山市
思考力・判断力・表現力を身に付け、自分の考えを表現できる子どもの育成
～小中教員連携によるアクティブ・ラーニングの視点を生かした授業づくりを通して～

16 吉備総社教育サークル 川中　朋子 小・中・他 総社市 小学校と中学校のつながりのある理科教材の研究と実践

17 きらりん（リライト教材による活動） 光元　聰江 小・中・保 岡山市 国語教科書のリライト教材による親子での学習活動

18 倉敷中央高等学校　学びのネットワーク委員会 松岡　　　隆 中・高・保・地 倉敷市 「ティーチイン倉敷中央が結ぶ学びのネットワーク」

19 西大寺中学校区１２校園（保幼小中） 梶原　　敏 乳・小・中 岡山市
新学習指導要領におけるアクティブ・ラーニングによる「学力向上」を
めざす保幼小中の連携

20 図工のキラリをみつける会 高橋英理子 小 岡山市
「本物」を通して学びを深めていく子どもの姿を目指して
～芸術家とふれあう鑑賞活動～

21 瀬戸高ひたぶるプロジェクト研究委員会 乙部　憲彦 高 岡山市 生徒の主体的な学びを育む教育活動の研究

22 総社中央教育研究会 横山　昌弘 小・中 総社市
友だちと心を通わせながら 生き生きと学習する児童の育成
～特別支援教育の視点を生かし 思考の交流のある協同学習の実践を通して～

23 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その定着

24 高梁北教育研究会 荒木　　健 小・中 高梁市 小規模校の特性を生かした小中連携による教育活動の研究・実践

25 玉野商業ＴＭＮ６５プロジェクト 田中　雅子 高・地 玉野市 学びの地域連携を目指して　～学校と地域で育む確かな学力～

26 特定非営利活動法人 マザーリーフ 石原　訓志 小・中 岡山市 小中学校の子ども達の理科学力と発表力の向上を目指す

27 新高生き活き交流事業推進委員会 石田　　均 小・中・地 新見市 ふるさとを大切に想う心豊かな人材の育成

28 放課後等学力補充を進める会 芦田　愛五 小・中 津山市 大学と地域・小中学校との連携による学力補充　～学力の底上げをめざして～

29 南中学力向上委員会 見尾美恵子 中 倉敷市 学び直しを取り入れた授業モデル　～数学科を中心として～

30 美作アクティブラーニング研究会 内田　浩文 小・中・高・地 美作市 地域と共に創る「持続発展可能な社会」

　　　助成額：187万円　件数：9件

Ｎｏ． 申請団体・個人名 代表者
活動の

主な対象
所在地 活動のテーマ

1 石井小学校イマ―ジョン英語教育研究会 後閑　智美 小 岡山市 コミュニケーション能力の育成を目指した新しい英語教育の研究

2
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

浅沼　 　淳 高 岡山市 グローバル人材の育成のための国際交流

3
岡山県立倉敷商業高等学校
グローバル人材育成プロジェクトチーム

林　　嘉樹 高 倉敷市 倉敷美観地区を活用したグローバル人材育成

4 岡山県立津山商業高等学校学力向上委員会 槇野　滋子 高 津山市
「生徒の、生徒による、生徒のための」ランゲージカフェを中心としたコミュニケーション
力・プレゼンテーション力の育成

5 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 グローカルを目指した国際体験型実験教室の開催

6 国際性の育成研究グループ 中塚　多聞 高 倉敷市 グローバルに活躍できる科学技術系人材の育成

7 曽根小学校国際理解推進グループ 鈴木　　学 小 岡山市 異文化理解や国際支援活動を通したグローバル人材の育成

8
特定非営利活動法人　宇野港芸術映画座
／Ｕｎｏ　Ｐｏｒｔ　Ａｒｔ　Ｆｉｌｍｓ

上杉幸三マックス
タハラレイコ

乳・小・中
高・保・地

玉野市 第６回宇野港芸術映画座のキッズ部門「ユース・プログラム」と「こども映画座」

9 ぬくだまインターナショナルプロジェクト 齋野　和博 小・中・高・地 笠岡市 韓国の中学生をお招きし北木島の小中学生とグローバルな文化交流会開催

３   グローバルな意識を持つ子どもの育成活動
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