◆ 平成24年度 教育研究助成 助成対象者一覧
１
№

助成総額 1200万円

助成件数

56件

学力・人間力の育成（40件）
学校
種別

助成対象者

代表者

研究題目

保護者や地域と連携した幼稚園教育の推進
～保護者を啓発する「親学講座」の開催と地域の教育力の取り組みを通して
～
岡田 良男 小中学校の連携による「生きる力」を持った子どもの育成

1

幼稚園 西大寺南学区の教育を考える会

岸 誠一

2

小学校 旭小中学校一貫教育研究会

3

小学校 新しい算数学力育成実践研究会

4

小学校 石井小学校 イマージョン・英語研究会

小森 順子 話したい、聞きたい、伝え合いたい子どもを育てる英語教育の研究

5

小学校 石相小学校特別支援教育研究会

金光 一雄 特別支援教育の視点に立つ通常学級における授業づくりの工夫

6

小学校 荏原小学校算数研究推進協議会

藤井 孝行

7

小学校 大井小学校人間関係づくり研究会

岡田 達也 人間関係づくりを土台にした学習集団の育成

8

小学校 大江小学校国語教育推進協議会

藤井 美江 学び合いを通して、確かな読みを育む授業づくりを目指して

9

小学校 岡山県小学校教育研究会社会科部会

池田 清美 社会科授業力を養成するプログラム研究

糸島 耕太郎 活用力を育成する算数授業

文、図、式の相互変換を中心とした数学的な表現力・思考力の育成
～読みと表現の研究を通して～

10 小学校 岡山市立牧石小学校「若手の会」

松本 拓也 若手育成のための研修モデル

11 小学校 岡山大学教育学部附属小学校算数部

鈴木 隆幸 数学的コミュニケーション力を育てる説明教具の開発

12 小学校 外国語活動研究会

時光 康成

13 小学校 吉備小学校社会科教育推進協議会

西村 健一 社会に対する見方・考え方を確かにし、よりよい社会を考える社会科学習

14 小学校 木村 正徳
15 小学校 協調学習による学びを考える会

―
井上 徹

Let's Enjoy English!
～楽しく伝え合う外国語活動の創造～

小学校社会科歴史学習で児童の読解力を育成する指導法の研究
言語活動の充実を図る授業作りに関する研究
～R-PDCAサイクルを導入した授業改善研修を通して～

16 小学校 倉敷市立水島小学校 算数研究会

松浦 孝昭 豊かな発想力を育てるオープンエンドの授業の創造

17 小学校 津島小学校「学び合いの継続」研究会

吉森 昌次

18 小学校 六条院小学校学習支援研究協議会
19 中学校 Green Chemistry研究会
20 中学校

岡山市立西大寺中学校
「聴き合い、学び合う」授業づくり推進協議会

横溝 勇
難波 治彦

「対話」を通して、共に学び合う喜びを感じ、考える力を高める授業づくり
～学び合いの継続を探る～
子どもたちの学びや育ちを大切にした支援のあり方
Micro scaleを用いた実験（2）
～デンプンの消化実験を中心として～

佐藤 信治 聴き合い、学び合う授業の創造

21 中学校 久世中学校区研究推進協議会

為本 正己 小・小、小・中連携を活かした学力の向上を目指した教育の推進

22 中学校 社会科の授業改革と自律学習を進める会

岩藤 公明 予習を重視し学習習慣を培う社会科教育

23 中学校 高梁北中学校教育研究会
24 中学校 だれもが行きたくなる学校づくり研究会
25 中学校 道徳カリキュラムナビ笠岡
26 中学校 ノートルダム清心学園小中連携英語教育研究会
27 中学校 ふれあい講座「いきいき学校園づくり」
28 中学校 「学び合い」を推進・普及する会
29 中学校 物作り教材研究の会

原 範幸

小規模校における、コミュニケーション能力育成の試み
～社会的スキル学習と他学年と合同の行事を中心として～

板野 敬二 だれもが行きたくなる学校づくり
二階堂 孝一 研修サークルによる道徳教育推進の試み
岩井 久子 小中連携を視野に入れた英語力育成の研究
平松 茂

「ふれあい講座」の実践とその効果の研究
～IFプラン5の普及啓発に向けて～

森山 隆行 「学び合い」による授業の効果の検証と普及
東 伸彦

教材を自作、改良・修理しその思いのもと迫力ある授業設計を目指す
理科教員の育成
学校設定教科「かけはし」のカリキュラム・教材開発
～定時制高校における学び直しを含めた表現・思考・課題解決力の育成～

30

高校

岡山県井原市立高等学校
学校設定教科「かけはし」開発チーム

内田 弘子

31

高校

探究授業推進委員会

三宅 美緒 探究力育成教育プログラムの深化

№

学校
種別

32

高校

プロジェクトIT

33

高校

美作アクティブ・ラーニング研究会

34

高校

森 泰三

助成対象者

代表者

樋上 潔

36 特別支援 倉敷支援研究グループ
37 その他 岡山県教育工学研究協議会

「学び合い」による授業実践の研究

遠藤 昌樹 アクティブ・ラーニングを取り入れた授業・単元の開発
―

35 特別支援 岡山瀬戸高等支援学校 授業づくり研究会

研究題目

高等学校地理におけるESDの考え方を取り入れた探究学習の指導法と実践・効果

金島 一顕 社会参加・社会自立を目指す「職業」の授業づくり
安藤 きよみ 国際生活機能分類（ICF）を活用した個別の指導計画の改善と授業への活用
平松 茂

教師のICT活用と指導技術向上のためのセミナーの開催とその評価に関する研究

38 その他 岡山県国際理解教育研究会

村尾 剛介 「多文化共生」と「コミュニケーション」

39 その他 岡山県総合教育センター 教科教育研究グループ

西林 哲郎 新学習指導要領の趣旨を踏まえた新しい学習評価の在り方に関する研究

40 その他

２
№

道徳の授業で取り組む
情報モラルの心の教育推進協議会

藤本 義博 道徳の授業で取り組む情報モラルの心の教育に関する教師力向上に関する研究

地域教育力の育成（16件）
学校
種別

助成対象者

代表者

研究題目

1

小学校 一宮小学校読み聞かせボランティア

神埼 ムツ子 読み聞かせボランティアの実践力向上と学校との連携

2

小学校 声を出して子どもとともに論語を読む会

大河原 喬 論語の素読 先人の学習

3

小学校 竜之口理科実験サポーター

片岡 祐子

4

小学校 豊洲小学校区いきいき子ども支援の会

厨司 一博 地域の伝統やよさを知り、地域に誇りと愛着をもとう！

5

小学校 東鶴山おはなし会

6

小学校 牧石子どもプロジェクト 黄にらっ子

森本 寿美 地域力向上のための居場所作り

7

中学校 赤坂中学校支援実行委員会

藤原 洋文 赤坂中学校における学校支援地域本部事業の取り組みの成果を検証する

有道 満

アクティブラーニングの手法を導入した、地域における理科実験教室
「竜之口サイエンスラボ」

読み聞かせを通して豊かな心を育てる
～地域の人とのふれあいの中で～

8

高校

かいわれの会

柏原 拓史 「働き方百科」進路を考える若者が働き方に出会えるトークイベント

9

高校

全国アルゴリズム教育協会岡山支部

和田 憲尚

地元商店街・他校と連携したビジネスデザイン能力の育成
～にぎわい創出プロジェクトの実践～

江草 信子

あおぞらにサンサン輝け☆英語が好きな子どもたち
～おかやまご当地グルメ英語チャンツづくりとフルーツパフェ屋さん開催

10 特別支援 あおぞら英語クラブ
11 その他 岡村 幸代

―

「子育て支援」の場における絵本の読み聞かせが
参加者としての母親に与える心理的効果

12 その他 岡山市青年協議会

武市 昌之 子ども天文教室プログラム作り

13 その他 吉備中央町読書推進委員会

山本 順子 すべての子どもたちが読書に親しむ環境づくりを目指して

14 その他 びぜん子ども読書ネットワーク

延本 安子

15 その他 美作地域不登校支援ネットワーク

日笠 完治 不登校支援ネットワークの効果的活用

16 その他 みゅーじかる劇団きんちゃい座

官民協働による地域に根付いた子どもの読書活動推進のあり方について
～びぜん子ども読書ネットワークの活動から～

中西 由美子 演劇活動を介した地域教育力の育成

