
１．新たな教育課題の解消に向けた活動 28件 560万円

Ｎｏ. 団体・個人名 申請代表者 所在地 活動のテーマ

①-1 ＃おかやまJKnote 光岡 歩美 岡山市 １８歳成人文化の創造－2022年度の成人式はどうなる？

①-2 CAPおかやま 山下 明美 岡山市 子育て中やこれから親になる人のための安心できる子育て支援事業

①-3 D-INTERNSHIP実行委員会 小山 悦司 倉敷市 大学生の人材育成プログラムD-INTERNSHIP

①-4 Fukiya design. 那須 啓文 倉敷市 『秘密基地生活』という名の子ども社会づくり研修

①-5 Maker Space SCULAB* 下山　凛 津山市 次世代を生き抜く小学校の為のSTEAM教育プログラムの開発

①-6 Neighbor Kitchen 杉本 克敬 岡山市 ツクル・タベルがつむぐ相互理解をインクルーシブな社会へつなぐ

①-7 Team夢源♡井原　夢源Supporters 藤井　剛 井原市 中高生×大学生×大人「ひらけ、未来へのトビラ！」プロジェクト

①-8 一般社団法人  おかやまエコサポーターズ 小桐　登 玉野市
旭川　上中下流域の小学校の持続可能な社会作りに向けた交流学
習

①-9 一般社団法人  クリエイティブシティ高梁推進協議会 石井 聡美 高梁市 ゲームジャム高梁2019及び関連事業

①-10 温羅カフェ 小野 朋子 岡山市 地域のこと　ジブンノコト　温羅カフェ

①-11 岡山学校情報化研究会 平松　茂 倉敷市 被災地域の子どもの笑顔が輝く”わくわくサイエンス”

①-12 岡山県教育工学研究協議会 梶元 達也 加賀郡 小学校プログラミング教育　クラブ活動を中心とした実践

①-13 岡山県総合教育センター情報教育研究会 井元 重文 加賀郡 小学校プログラミング教育における高等学校と連携した指導体制づくり

①-14 岡山県立岡山西支援学校　カリキュラムマネジメント室 平賀 和治 岡山市 発達障害児のためのタイル算を活用した特別支援学校国語、算数のカリキュラムマネジメント

①-15 岡山次世代スクール協会 安永 吉光 総社市 まびっことつくる「真備防災啓発プロジェクト」

①-16 おかやま昭和暮らしプロジェクト 山田 ゆきえ 総社市 昭和地区の子どもと一緒に作る学び場計画

①-17 岡山大学　まちづくり研究会 池田 智哉 岡山市 地域を明るくする大学生の取り組み

①-18 岡山大学被災地支援団体おかやまバトン 瀧原 茉友 岡山市 岡山の子どもたちを対象とした防災教育

①-19 サンサポート　オカヤマ ボウズ 満恵 岡山市 西日本豪雨で被災した真備地区の子どもとママをサポート支援

①-20 千種やんちゃっこ 松原 晃子 岡山市 千種学区における外遊びイベント「おそとであそぼっ！！」

①-21 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科学力とプレゼンテーション力の向上を目指
す

①-22 特定非営利活動法人  f.saloon 藤村　元 備前市 備前プログラミング（ドローン）ワークショップ

①-23 特定非営利活動法人  こくさいこどもフォーラム岡山 浜家 弘巳 岡山市 中高生がグローバル人材となるための学びの場の提供

①-24 認定特定非営利活動法人　ポケットサポート 三好 祐也 岡山市 インクルーシブ教育による病気を抱える子どもの交流企画と実践

①-25 備中「聞き書き」実行委員会 平田　勉 総社市 第10回高校生によるまちの匠への「聞き書き」～10年目を迎えて～

①-26 備中志事人 藤井　剛 井原市 若者と大人の志・志事　未来 『ジブンゴト化』 プロジェクト

①-27 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

※ ①-28 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～

2019年度　教育文化活動助成　対象者一覧
助成総額：２，８００万円　助成件数：１３４件　(※３ヵ年継続助成１４件含む)
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2019年度　教育文化活動助成　対象者一覧
助成総額：２，８００万円　助成件数：１３４件　(※３ヵ年継続助成１４件含む)

２．地域や他団体を巻き込んだ教育活動 31件 625万円

Ｎｏ. 団体・個人名 申請代表者 所在地 活動のテーマ

②-1 ＤＥＴＣＨ 花田 洋通 岡山市 池田動物園でトリックアート制作

②-2 ＬＩＦＥ 田淵 泰子 岡山市 メンタルヘルスリテラシー教育「こころの病気を学ぶ授業」普及活動

②-3
おかやま希望学園の
魅力を高めるプロジェクトチーム

岡本　啓 加賀郡 共同生活と地域交流で元気、自信、生きる力をはぐくむ活動

②-4 岡山県教育振興会 門野 八洲雄 岡山市
「教育県岡山の復活」のための活動　①「教師への夢を語る」－教員をめざす学生と教員ＯＢとのトーク
－　開催　②「教育講演会」開催　③学校支援参加ボランティア活動

②-5 岡山県こども備前焼作品展実行委員会 金重 有邦 備前市 備前焼を次世代に継承するための作品展

②-6
岡山県立笠岡高等学校
『Global English』実施委員会

鳥越 信行 笠岡市 グローバル社会で自分の考えを表現・発信できる生徒の育成

②-7 岡山県立瀬戸南高等学校　地域共育審議会 安井　盛 岡山市 地域との協働によるグローカル人財（将来のスペシャリスト）育成に関する研究

②-8
岡山県立大学
地域共同研究機構　ＣＯＣ＋推進室

沖　陽子 総社市 岡山県立大学サテライトキャンパス

②-9 岡山県立津山商業高等学校　TSUSHO Cafe 石下 義久 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「TSUSHO
Cafe」

②-10
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

姫路　勲 岡山市 「まちなかのふるさと教育」を通して生徒のシチズンシップを育む

②-11 岡山御津高校　探究学習検討委員会 神田 亮一 岡山市
地域に出て地域に学ぶ！！　高校生が参加する地域創生「御津キャンパス
学」「ルネス学」

②-12
川崎医療福祉大学　医療福祉デザイン学科
災害時避難誘導ピクトグラム開発プロジェクト

中村 俊介 倉敷市 言葉に頼らない災害時避難誘導ピクトグラム開発プロジェクト

②-13
環太平洋大学
国際センター　国際交流推進室

田村 綾子 岡山市 子どもたちが異文化と出会う、留学の母語による「お話会」

②-14
環太平洋大学
次世代教育開発センター（表現教育部門）

前田 一誠 岡山市 自己表現力向上のための歌とダンスのワークショップ

②-15 倉敷市内高校生協働企画　くすのきマルシェ 村上 洋之 倉敷市
倉敷市内高校生協働企画　くすのきマルシェ～地域のタカラを商業がチカラに
～

②-16 倉敷美観地区で倉商生と未来を繋ぐ会 川井 敏之 倉敷市
マチアルキ（東京書籍開発AR（拡張現実）アプリ）活用のためのウェブコンテン
ツ充実活動

※ ②-17 高校生地域ふくし実行委員会 姫路 真由美 倉敷市 高校生地域ふだんのくらしのしあわせ計画（情報発信・交流編）

②-18 砂川の淡水魚に親しみ保護する会 坪井 秀樹 赤磐市
学校・地域・大学との連携により児童の自然愛護・郷土愛を育む（2年
次）

②-19 精思高校地域防災協議会 土肥 直樹 倉敷市 地域と連携した防災に関する取組

②-20 セトリー運営指導委員会 萩原 康正 瀬戸内市 瀬戸内市と連携した地域学を通して地域のリーダーを育成する活動

②-21 玉野高校地域連携推進チーム 多田 一也 玉野市 学ぶ力の向上に向けたSTEM教育とeポートフォリオの地域展開

②-22
玉野市立日比中学校
キャリア教育総合プロジェクトチーム

岡本 浩明 玉野市 『中学生だっぴ』中学生に「大人になるのが楽しみ」と言わせる取組

②-23 地域学生団体ゆーまにわ 橋本 隆宏 真庭市 ゆーまにわキャンパスへの多目的部屋新設

②-24 チーム池田 岩井 博行 総社市 繋がり（幼・小・中・大・地域）で育む健やかな心と体

②-25 つやま育ち特別交流事業実行委員会 小坂田 裕造 津山市 つやま育ち特別交流事業

②-26 特定非営利活動法人　備前プレーパークの会 北口 ひろみ 備前市 森も人も育ちあう里山のようちえん

②-27 日本身体表現学協会 酒向 治子 岡山市 地域の活性化を目指すクリエイティヴ・ダンスプロジェクト

②-28 まなべしま（学べ島）プロジェクト 戸田 敬介 津山市 笠岡市真鍋島・六島（離島）地区の活性化のための親子交流活動

②-29 緑丘小地域学校協働本部実行委員会 片山 康之 倉敷市 ギャラリーミドリ～現役の小学校にあるアートギャラリー

②-30 楽知ん岡山 岡崎 則武 岡山市 親子孫で<たのしい仮説実験>講座in岡山

②-31 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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2019年度　教育文化活動助成　対象者一覧
助成総額：２，８００万円　助成件数：１３４件　(※３ヵ年継続助成１４件含む)

３．地域資源を活用した文化的活動 30件 610万円

Ｎｏ. 団体・個人名 申請代表者 所在地 活動のテーマ

③-1 「ＳＥＩ ∞ ＡＲＴ　Ｐroject」実行委員会 山形 忠正 備前市
「備前遊観－里海～里山へ－備前焼陶片・再利用の可能性を求め
て」

③-2 nawateアーカイブ 成田 海波 岡山市 家庭に眠る８ミリフィルムの発掘をきっかけとする映像と語りの地域アーカイブづくり

③-3 ＮＰＯ  地域・空間プランニンググループ瀬戸内市支部 藤井 雅司 瀬戸内市 数寄屋造り神坂邸古民家の再生と北前船の尻海の街並整備

③-4 NPO法人　永瀬清子生家保存会 岸本 都志子 赤磐市
第四回永瀬清子現代詩賞募集における県内応募者増加への取り組
み

※ ③-5 Re-discover Tsuyama チャールズ裕美 英田郡 みんなでLet's Re-discover Tsuyama！

③-6 あかいわアートラリー実行委員会 伊永 和弘 赤磐市 あかいわART RALLY2019

③-7 あかいわ美土里の和 白石　齊 赤磐市 『「磐山の陰陽石」と岡山のイワクラ』シンポジウム

③-8 出雲街道　勝山宿の会 石川 日出夫 真庭市
旧出雲街道を後世に残す事業の一環として、最後となる、映像化を
行う

③-9 井原の民話　昔むかし 鈴木　泉 井原市 新井原市の民話本を作り、後世に継承する。

③-10 江川三郎八研究会 難波 好幸 真庭市 建築技師江川三郎八と江川式建築の研究と顕彰

③-11 岡山民謡同好会 村田 耕泉 岡山市 埋もれた伝統文化の継承のための「岡山の伝承民謡コンサート」

③-12 落合郷土文化財研究会 白石　亘 真庭市 「落合の地神様」の発刊と「郷土むかし話」の教室を開催

③-13 勝山町並み・体験クラフト市　実行委員会 加納 容子 真庭市 勝山まちなみ体験クラフト市

③-14 古代三都物語岡山実行委員会 松畑 煕一 岡山市 日本遺産認定記念「古代三都物語　出雲・吉備・大和」岡山大会

③-15 作州絣保存会 日名川 茂美 津山市 郷土伝統工芸作州絣の継承伝承そして作州地域の観光産業活性化

③-16 白石踊会 河田 裕善 笠岡市 高校生アイデアを基にした若者世代の白石踊後継者育成事業

③-17 曹源寺美術展実行委員会 今西 通好 岡山市 「第３回曹源寺美術展　Ｚen ＆ Ｂe-Zen　I I I」

③-18 総社芸術祭実行委員会 塩尻　司 総社市 第４回　総社芸術祭２０１９

③-19 高梁音楽祭実行委員会 井上　友裕 高梁市 「頑張ろう！高梁」高梁音楽祭2019

③-20 玉野しおさい狂言会 斉藤 章夫 玉野市 「しおさとまつり」の開催

③-21 津山語りの会　いろりばた 田村 洋子 津山市 「立石おじさんの語りの学校」開催

③-22 津山だんじり保存会館 延原　宏 勝田郡 「津山だんじり完全ガイド（そーやれ津山）」の発行と配付

③-23 とっとこクラブ 川勝 浩子 瀬戸内市 地域ゆかりの戦国武将について知るための学習・啓発と交流

③-24 飛島ガーディアンプロジェクト 日置　幸 小田郡 飛島の伝統文化を継承するための活動

③-25 中津井やまびこ会 池田 安夫 真庭市 「雛の文化まつり」、「いやしの里カラクリ祭り」等地域づくり活動

③-26 にいみ木のおもちゃの会 藤本 忠男 新見市 にいみ木にかかわりビトプロジェクト2019

③-27 彦崎地区伝統文化・文化財保存会 田嶋 正憲 岡山市
灘崎地区活性化のための地域遺産伝統文化(彦崎貝塚等）活用事
業

③-28 備中神楽　総社社中 福本 里志 総社市 「神楽針子衆」備中子供神楽の衣装・道具つくり（型紙・マニュアル配信）

③-29 方谷研究会 朝森　要 岡山市 「調査研究」と「方谷の書簡を読む会」及び「機関誌の刊行」

③-30 OKUTSU芸術祭実行委員会 安藤 辰正 苫田郡 ＯＫＵＴＳＵ芸術祭の開催
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2019年度　教育文化活動助成　対象者一覧
助成総額：２，８００万円　助成件数：１３４件　(※３ヵ年継続助成１４件含む)

４．芸術の質の向上、普及、創造活動 31件 600万円

Ｎｏ. 団体・個人名 申請代表者 所在地 活動のテーマ

④-1 「老いと演劇」OiBokkeShi 菅原 直樹 勝田郡 「老いと演劇」OiBokkeShi　新作公演

④-2 「ニシガワ図鑑」実行委員会 額田 信一 岡山市
多ジャンルの表現者による実験的な舞台表現の実施「ニシガワ図鑑
Ⅳ」

④-3 「野良のあそび箱」実行委員会 浦西　朔 岡山市 野良のあそび箱in夏休みⅡ

④-4 ＡＲＴ×ＡＲＥＡ×ＣＵＴＥ 黒川 彩芽 岡山市 ＡＲＴ×ＡＲＥＡ×ＣＵＴＥ

④-5 cine/maniwa シネマニワ 山崎 樹一郎 真庭市 映画の特集上映会（ポーランド）

④-6 ＤＡＮＣＥ ＡＬＩＶＥ　実行委員会 新山 順子 総社市 人と人を繋ぎ学び合う　現代舞踊公演と関連ダンス・ワークショップ

④-7 ＧＯＯＤ　ＢＵＢＢＬＥ　実行委員会 粟井 健太 岡山市 ＧＯＯＤ　ＢＵＢＢＬＥ　　「 or 」　展

④-8 OKAYAMA ショートムービー祭実行委員会 中田　徹 岡山市 OKAYAMA ショートムービー祭

④-9 Piacere/Coro Piace/コール・ファミーユ 大森 友美子 都窪郡
七夕ジョイントコンサート～星に祈りを込めて～（西日本豪雨災害復興
支援）

④-10 ＳＯＳＵ 二宮 麻衣子 総社市 子育てをもっと楽しもう！

④-11 一般社団法人　岡山県美術家協会 蛭田 二郎 岡山市 第14回岡山県美術家協会展

④-12 岡山アコーディオンクラブ 檜山 武雄 岡山市 第50回記念　岡山アコーディオンクラブ演奏会

④-13 カウントハードジャズオーケストラ 松井 大圓 倉敷市 ジャズを通じた音楽教育活動の振興と普及のための共術鑑賞会

④-14 合唱団こぶ 大山 敬子 総社市 第１３回合唱団こぶ定期演奏会（こぶこん２０１９）

④-15 北川　太郎 ― 姫路市 五感を通して楽しめる作品展　北川太郎彫刻展　－手仕事信仰－

④-16 公益財団法人　美作学術文化振興財団 竜門 幸司 勝田郡
美作地区学術文化活性化のための当別展及び関連イベント「岡本綺堂歿後
80年・岡本経一生誕110年」記念事業および関連イベント

④-17 壽谷　静香 ― 岡山市
電子テクノロジーを活用したユニバーサルデザインの参加型ミュージカルプロ
ジェクト

④-18 ジュクン・ミュージック 小谷野 哲郎 真庭市 南洋神楽プロジェクト岡山公演

④-19 図工のキラリをみつける会 高橋 英理子 岡山市
図画工作科授業における美術文化との出合いを通し　学びを深めていく子ども
の姿を目指して

④-20 総社土曜大学 小林 耕二 総社市 笠井叡「日本国憲法を踊る」

④-21 田賀屋狂言会 田賀屋 夙生 笠岡市 御大典祝賀寿ぎ狂言会（仮称）

④-22 玉野みなと芸術フェスタ実行委員会 斉藤 章夫 玉野市 玉野こども芸術アプローチ

※ ④-23 特定非営利活動法人　岡山高等学院 木村 浩輔 岡山市
不登校・ひきこもり当事者が社会・仲間とつながるための美術体験活
動

④-24 パブリックアートを蘇生する会 池田 靖嗣 岡山市 パブリックアートのメンテナンス・蘇生

④-25 備前未来塾 森本 道明 備前市
備前文化のよさを発進する為の創作茶会・講演会・研究会・冊子の
刊行

④-26 A labo 谷尾 暁子 津山市 アートと人をつなぐ「まちミュージアム」

④-27 美作クリニカル・アート 青山 利通 美作市 アートでつながる“まびの笑顔”

④-28 八重むぐらの会 野澤 千佳子 倉敷市 古典を未来にプロジェクトwith金子あい

④-29 籔井佑介エレクトーン・プロジェクト・ジャパン実行委員会 牧　浩市 倉敷市 世代を繋ぐ世界最先端楽器による籔井佑介コンサート～和魂洋彩～

④-30 山路　みほ ― 倉敷市 山路　みほ　箏曲リサイタル　～音よそほひ～

④-31 朗読塾 沖田 喜一 倉敷市 朗読塾第23回公演「人情奇話と国民的通俗小説」
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2019年度　教育文化活動助成　対象者一覧
助成総額：２，８００万円　助成件数：１３４件　(※３ヵ年継続助成１４件含む)

※ ３ヵ年継続助成 14件 405万円

Ｎｏ. 団体・個人名 申請代表者 所在地 活動のテーマ

1 一般社団法人 岡山に夜間中学校をつくる会 城之内 庸仁 岡山市 小・中学校形式卒業者および日本語学習者のための夜間中学校

2
一般社団法人岡山県ユニバーサルスポー
ツ文化協会　岡山デビルバスターズ

安藤 久志 倉敷市 視覚障がい者サポーターを育成するブラインドサッカー教室

3 巨瀬学園ＣＳ推進チーム 西村　肇 高梁市 巨瀬地域も巨瀬学園も輝くＣＳを目指して

4 「東商デパート」サテライト店 岡田 哲朗 岡山市 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

5 ボランティアサークルあい　犯罪被害者支援チーム 上地 玲子 岡山市 自分もみんなも大切な命プロジェクト

6
一般社団法人日本建築学会中国支部
岡山支所岡山近代建築研究会

上田　恭嗣 岡山市 建築家の思想と技術が岡山の昭和期建物に与えた歴史的評価

7 特定非営利活動法人つくぼ片山家プロジェクト 滝口　美保 倉敷市 「つくぼ片山家」を地域の「プラットホーム」にしよう！(第2期)

8 インターナショナル・シェアハウス・照ラス 姜　侖秀 真庭市 多国籍パフォーマーによる地域滞在型創作プロク゜ラム

9 おかやま演劇サロン 角野　功一 岡山市 夏の幻想庭園における狂言・現代劇・ミュージカルの共演舞台の制作

10 オペラプラザ岡山 広瀬　千加子 岡山市 ユニヴァーサルデザインオペラ「天空の町」～別子銅山と伊庭貞剛～(全幕)の上演

11 きらぼし★アート展実行委員会 阪本　文雄 岡山市 岡山県内在住障害者のアート公募展「第3回きらぼし★アート展」

12 美咲芸術世界実行委員会 板垣　正寿 久米郡 オオハガ楽市楽座

13 風の音コンサート 篠原　加代子 倉敷市 風の音コンサート、障がい当事者との勉強会

14 瀬戸内ブッククルーズ実行委員会 根木　慶太郎 玉野市 イチョウ並木の本まつり
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