
助成額：475万円　　助成件数：23件

1 育児ソーシャル・サポート研究会（岡山） 柏　まり 総社市 弧育てを解消するための祖父母力を活用するプログラムの開発

2 一般社団法人おかやまエコサポーターズ 小桐　登 玉野市 真庭市中和地区　真庭トンボの森における体験型環境学習

3 一般社団法人子どもの家運営委員会 小阪田　徹 赤磐市 土曜日寺子屋として、読み聞かせ、そろばん、習字の学習

4 岡山県ＬＤ等発達障がい親の会　はあとりんく 石原　訓子 岡山市 藤堂栄子先生講演会

5 おかやま昭和暮らしプロジェクト 山田　ゆきえ 総社市 子どもと大人が一緒に学ぶ『昭和の食・歴史・仕事・防炎』

6 岡山大学大学院教育学研究科「子どもと音楽」研究チーム 早川　倫子 岡山市
歌う学校づくり、歌う地域づくりによる子育て支援活動
～「親子と地域をつなぐ大合唱祭」の開催～

7 子育て応援会議 小川　瑞江　 倉敷市 粒江学区に住む親子が安心して育児ができる地域にするために

8 鴨東セカンドスクール 中山　誠 浅口市 地域ぐるみで子どもを育む鴨東セカンドスクール

9 環太平洋大学　体育学部体育学科　IPUスポーツサークル 常浦　光希 岡山市
大学と地域スポーツクラブとの連携によって活性化するスポーツライフ　～
体育・スポーツ好きを生みだすプログラム開発～

10 旬の会 田中　恵子 笠岡市 家庭・地域で育てる心豊かな子ども-「旬の会」の体験活動を通して-

11 勝央町カタルバ実行委員会 竹久　保 勝田郡 中高生発まちづくりアイデア講座「勝央町カタルバ講座」

12 城西まちづくり協議会 高須　昌明 津山市 まちばの寺子屋

13 新庄村小中学校連絡協議会 柴原　克彦 真庭郡 岡山大学との連携を通して、児童・生徒の「生きる力」を育む

14 チーム池田 高杉　整二 総社市 繋がり（幼・小・中・高・大・地域）で育む健やかな心と体

15 寺小屋　「高松」 三垣　昌章 岡山市 自ら学ぶ子どもを育てる地域の学習支援

16 特定非営利活動法人　マザーリーフ 石原　訓志 岡山市 小中学校の子ども達の理学の学力と発表力の向上を目指す

17 特定非営利活動法人青少年自立支援すたんど 野々宮　聡大 岡山市 放課後に居場所が無い子を対象にした放課後の居場所活動

18 西浦千万太教育研究会 西浦千万太 瀬戸内市 瀬戸内市本庄の三傑に学ぶ子どもたちの詩や画・書・研究発表会

19 福浜中学校ＰＢＩＳ研究会 福田　聡 岡山市 ＰＢＩＳの学校への導入時の工夫についての研究

20 フリースペースあかね 原　悠太 岡山市 野外活動を通して世界を広げよう

21 ｆｏｒ　結 会津　実枝 岡山市 口腔から子供たちの健康を育て隊

22 めだかの楽校実行委員会 高月　憲二郎 小田郡 中学生・高校生参画による子どもへの学習支援活動　

23 やかげ小中高こども連合　ＹＫＧ６０ 井辻　美緒 小田郡 地域創生の主役はこどもたち～こどもたちの主体的な活動づくり～

2　子どもたちの「確かな学力」を育む活動 助成額：425万円　　助成件数：17件

1 岡山市中学校通級教室グループ 藤本　直子 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」の指導方法の研究

2 伊里中学校学力向上研究会 金光　一雄 備前市
「岡山型学習指導のスタンダード」と
「家庭学習のスタンダード」を生かす学習指導の在り方

3 絵本による学び推進研究会,　岡山支部 小川　浩美 岡山市 子どもの育ちを支える絵本選びを促す研修プログラムの開発と実践

4 岡山県教育工学研究協議会 青木　将 加賀郡 「プログラミング的思考」を育成する授業づくり（小学校）

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

6 岡山県立岡山芳泉高等学校　高大接続推進委員会 國府島　貞司 岡山市 新航路・Ｍｙフライトプロジェクト

7 岡山大安寺中等教育学校ＭＬＡ研究会 影山　勝己 岡山市 ナナメの関係を取り入れたコミュニケーション授業の展開

8 笠岡市立真鍋小学校　交流研究会 河野　由美子 笠岡市 「交流」を軸にした表現力の育成

9 吉備国際大学　道徳を学ぶ会 川上　はる江 高梁市
特別な教科「道徳」の授業のあり方を考える
-地域小学校と大学の連携を通して-

10 西大寺中学校区１２校園（保幼小中） 梶原　敏 岡山市 アクティブ・ラーニング（協同学習）による「学力向上」をめざす連携

11 実感を伴う理解を推進する理科教育研究会 大橋　節子 岡山市 理科好きな子どもを増やすための小学校大学連携研修事業

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

13 高梁北教育研究会 荒木　健 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

14 早島幼稚園で幼児のサイエンスを実践する研究会 半田　民子 都窪郡 五感を生かす幼児のサイエンス遊び

15 人と科学の未来館サイピア　事業活用研究会 糸山　嘉彦 岡山市 ＩＣＴを活用した遠隔サイエンスショーでみんな科学が好きになる

16 美作サイエンスフェア実行委員会 國定　義憲 津山市 美作サイエンスフェア

17 矢掛町月曜日学習会実行委員会 日下　公貴 小田郡 大学と連携した、子どもたちの学習習慣と基礎学力定着のための取組

申請活動名No. 申請者（団体名称または個人名） 代表者 所在地

平成29年度教育活動助成対象者一覧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◆助成総額　1,200万円　　　◆助成件数　58件

1　子どもたちの「豊かな人間性」を育む活動  　

No. 申請者（団体名称または個人名） 代表者 所在地 申請活動名
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3　グローバル意識の育成や勤労観・職業観を育む活動 助成額：300万円　　助成件数：18件　　

1 ＩＰＵ留学生の地域貢献を推進する会 長野　真澄 岡山市
留学生による学校支援
－学校における国際交流及び外国籍児童に対する言語支援－

2 岡山県美作高等学校　地域活性化グループ 早瀬　直紀 津山市 地域から学び地域で豊かでたくましい人間力を育む教育活動

3
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 岡山市 グローバル人材育成のための国際交流活動

4 岡山県立笠岡高等学校　総合学習検討委員会 鳥越　信行 笠岡市
考える力とパブリックスピーキング力を育成するキャリア教育カリキュラムに
関する研究

5 岡山県立倉敷南高等学校町衆プロジェクト実行委員会 山下　陽子 倉敷市
「倉敷町衆プロジェクト」による地域と連携し、高い志を育成するキャリア教育
の推進

6 岡山県立津山商業高等学校　ランゲージカフェ 槇野　滋子 津山市
商業高校生のコミュニケーション力・プレゼンテーション力の育成「ランゲージ
カフェ」

7
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 岡山市 まちなかの地域資源を生かした「まちなかのふるさと教育」

8 環太平洋大学　グローバル人材育成プロジェクトチーム 大平　真紀子 岡山市 留学生による日本語スピーチコンテスト

9 環太平洋大学　現代経営研究所 沼田　秀穂 岡山市 雄町米プロジェクト

10 倉敷市工・ものづくりチーム 竹内　大志 倉敷市 人と人をつなぐ　ゼロハンカー　ものづくりを人がつながるきっかけに

11 倉敷市立精思高等学校　キャリアコンパスプロジェクト委員会 寺岡　直樹 倉敷市 キャリアコンパスプロジェクト（ＣＣＰ）

12 倉敷中央高等学校　学びのネットワーク委員会 河田　いづる 倉敷市 「ティーチイン倉敷中央」が繋ぐ地域活性ネットワーク

13 公益社団法人岡山青年会議所 高見　宣哉 岡山市 キッズビジネスパーク２０１７～「だれかのために！」で広げるおかやま～

14 つやま演劇教育研究会 桑守　正範 津山市 演劇を介した教育活動

15 「東商デパート」サテライト店 岡田　哲朗 岡山市 地域商店街の活性化を目指した「東商デパート」サテライト店の出店

16 本ものにふれる教育実行委員会ｉｎ就実 森　熊男 岡山市 日本の伝統文化としての書道を学び、外国の人に紹介する活動

17 美作大学　森本研究室 森本　恭子 津山市 発達障害者対象の健康料理教室の実施及びレシピ開発

18 和気町グローカル人材育成プロジェクト 香山　真一 和気郡 グローカル人材育成にむけ小中高と地域が連携する学習機会の創出
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