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（１） 実践研究助成

①　平成２８年度　実践研究助成　内容

平成２８年度（第４２回）実践研究助成　

初等中等教育現場の実践者への支援

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、教育センター

７４件　　　※ 助成先は、別紙１　参照

５０万円×７４件　→　　３，７００万円

初等中等教育現場の実践者への支援

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

６校　　　　※ 助成先は、別紙１　参照

１５０万円×６校　→　　９００万円

８０件　／　４,６００万円

②　平成２８年度　実践研究助成　助成金贈呈式

平成２８年４月２７日（水）

東京　パナソニックセンター東京

平成２８年度　助成対象

①　奨励状の授与

②　グループディスカッション

③　平成２８年度　実践研究助成　成果報告会

平成２８年８月２日（火）

東京　パナソニックセンター東京

平成２８年度　特別研究助成校 ６ 校

平成２７年度　特別研究助成校 ６ 校 ＋ 一般

平成２６年度　特別研究助成校 ４ 校

①　教育委員会からの発表

②　一般助成先の表彰

③　成果発表

④　パネルディスカッション

④　平成２９年度　実践研究助成　募集・選考

平成２９年度（第４３回）実践研究助成　

初等中等教育現場の実践者への支援

一般・特別研究指定校あわせて　８０件　／　４,６００万円　程度　（予定）

実　施　日

会　　　場

対　　　象

内　　　容

実　施　日

会　　　場

対　　　象

内　　　容

合　計

目　　的

対　　象

助成件数

助成金額

　１．学校教育に対する研究・助成事業

名　　　称

一般
（単年度）

特別研究
指定校
（２ヵ年）

目　　的

対　　象

助成件数

助成金額

件数・金額

名　　　称

目　　　的
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（２）　共同研究

①　教育委員会等との共同研究

　

②　ワンダースクール応援プロジェクト（４０周年事業）まとめ

１人１台の未来型授業（One to One）の効果測定と授業実践の

２年間（平成２６～２７年度）の成果を全国の自治体及び学校に還元する

富山市 富山市立芝園小学校

愛知県春日井市 春日井市立出川小学校

奈良市 奈良市立佐保小学校

千葉県柏市 柏市立大津ケ丘第一小学校

・プロジェクト成果の出版、書籍化

・成果発表会の実施

③　他団体との交流

内　　容 ICT教育のさらなる普及・拡大を目指して他団体との交流を促進する

対　　象
自治体及び実践校

対　　象 教育委員会

内　　容
学校現場において、ICTの効果的な活用を普及させるための研修モデルや
仕組みについて研究する

件数・金額 ４件程度 ： ４００万円

目　　的

内　　容
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（１） 有識者会議

こころのあり方を継続的に検討･討議し､フォーラムからのメッセージとして発信

（開催予定　４回 ： ４月、７月、１０月、１月）

新たな提言に向けて検討

（２）　“こころを育む活動”表彰

平成２８年度　子どもたちの“こころを育む活動”　全国大賞

 ７ ～ ９月 募集　（ＷＥＢ、チラシ等を用いて関係各所へ案内）

１０～１２月 選考

１２月中旬 受賞先決定

１月 表彰式　（都内にて）

３月 「年間報告書」制作

（３）　全国キャラバン

平成２８年１１月１９日（土）

秋田県鹿角市　：平成２７年度“こころを育む活動”全国大賞受賞の

「鹿角市立八幡平中学校」とともに開催

山折座長が現地を訪れ、学校や地域で活動している方々奨励し、

地域主催のパネルディスカッションに参加し、活動の輪を広げる

（４）　共同イベント

少年の非行防止と健全育成活動への支援

少年問題シンポジウム（１１月２日（水）開催予定）の開催や内容を

冊子にまとめ、全国の関係先に配布する活動を支援

公益社団法人 全国少年警察ボランティア協会

（５）　有識者メンバーの選任

１年間（平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日）

１８名

※メンバーは、別紙２　参照

名　　　称

有識者会議

提言検討

協　力　先

　２. こころを育む総合フォーラム

有識者メンバー

任　　　期

スケジュール

実　施　日

会　　　場

内　　　容

内　　　容
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（１）　ホームページの改修

ホームページをリニューアルすることによって、情報発信力の強化を図る

（２）　刊行物

（３）　教育機関・学会等との連携による情報発信

・ 日本教育工学協会（JAET）と連携し、全国大会（佐賀県）やセミナー等で、

特別研究指定校の取組みを発表

・ 助成財団センター、日本教育工学振興会、社会教育団体振興協議会と連携し、

その関係先に財団活動を紹介

（４）　学校関係団体、ＮＰＯ、地域団体等への情報発信

・ 教育委員会、PTA他の学校関係団体に財団の活動案内を配布するともに、

ＮＰＯなど関連する団体を通じて、定期的に情報の発信

８月

３月　　こころを育む総合フォーラム　平成２８年度活動報告書

　　平成２８年度　実践研究助成　研究成果報告書

刊　　　　　行　　　　　物

　　ワンダースクール応援プロジェクトの成果の書籍化 ６月

発行月

　３. 広　報　関　係
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（別紙１）

<一般　１カ年、５０万円>

小学校　（３６校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

福島県 福島市立笹谷小学校 愛知県 岡崎市立下山小学校

福島県 南会津町立田島第二小学校 愛知県 春日井市立出川小学校

茨城県 つくば市立吾妻小学校 三重県 伊勢市立有緝小学校

茨城県 守谷市立御所ケ丘小学校 京都府 京都市立梅小路小学校

栃木県 下野市立国分寺小学校 京都府 京都教育大学附属桃山小学校

埼玉県 北本市立北小学校 奈良県 御所市立名柄小学校

千葉県 柏市立大津ケ丘第一小学校 鳥取県 鳥取市立湖南学園小学校・中学校

東京都 世田谷区立九品仏小学校 香川県 小豆島町立苗羽小学校

東京都 狛江市立狛江第六小学校 福岡県 大牟田市立高取小学校

東京都 青ヶ島村立青ヶ島小学校 福岡県 苅田町立片島小学校

神奈川県 カリタス小学校 佐賀県 武雄市立武内小学校

神奈川県 平塚市立みずほ小学校 佐賀県 白石町立白石小学校

新潟県 新潟市立小針小学校 熊本県 高森町立高森中央小学校

新潟県 上越市立南本町小学校 宮崎県 日向市立東郷学園若竹分校

福井県 丹生郡越前町立萩野小学校 鹿児島県 伊佐市立湯之尾小学校

山梨県 甲府市立池田小学校 海外 聖学院アトランタ国際学校

岐阜県 羽島市立正木小学校 海外 ルクセンブルグ補習授業校

静岡県 伊東市立旭小学校 海外 パナマ日本人学校

中学校　（１６校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

北海道 札幌市立平岡中学校 新潟県 阿賀野市立安田中学校

北海道 美唄市立東中学校 福井県 福井市明道中学校

宮城県 大崎市立古川中学校 滋賀県 守山市立明富中学校

茨城県 つくば市立春日学園義務教育学校 兵庫県 宝塚市立西谷中学校

千葉県 君津市立君津中学校 奈良県 奈良女子大学附属中等教育学校

千葉県 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代中学校 広島県 世羅町立世羅西中学校

東京都 目黒区立目黒中央中学校 香川県 土庄町立豊島小学校・土庄町立豊島中学校

神奈川県 平塚市立土沢中学校 福岡県 飯塚市立小中一貫校頴田校中学部

　　　　　　　　　　　　　　　　 特別支援教育 ８校、　研究グループ ３件、　教育センタ- １件

■　平成28年度（第42回）実践研究助成　助成先一覧（79件）　■

特別研究指定　　５校　：　小学校  ３校、　中学校   １校、　高等学校   １校

一 　般　　　　　７４件　：　小学校 ３６校、　中学校 １６校、　高等学校 １０校、　
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高等学校　（１０校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

宮城県 宮城県仙台第三高等学校 島根県 島根県立益田翔陽高等学校

神奈川県 神奈川県立柏陽高等学校 岡山県 岡山県立矢掛高等学校

静岡県 静岡県立沼津工業高等学校 広島県 広島県立御調高等学校

大阪府 大阪市立鶴見商業高等学校 山口県 山口県立宇部商業高等学校

兵庫県 兵庫県立長田商業高等学校 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校

特別支援教育　（８校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

北海道 北海道拓北養護学校 長野県 長野県稲荷山養護学校

山形県 山形県立山形聾学校 愛知県 愛知県立みあい特別支援学校

東京都 筑波大学附属大塚特別支援学校 滋賀県 滋賀大学教育学部附属特別支援学校

富山県 富山大学人間発達科学部附属特別支援学校 高知県 高知県立高知若草養護学校

教育研究グループ　（３件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

愛知県 岡崎市情報教育推進委員会 京都府 京都市立中学校教育研究会音楽部会

滋賀県 守山市ICT活用研究会(M-ICT Leaders)

教育センター　（１件）

都道府県 学校名

栃木県 鹿沼市教育委員会

<特別研究指定校　２カ年、１５０万円>

都道府県 学校名 都道府県 学校名

茨城県 古河市立上大野小学校 兵庫県 篠山市立丹南中学校

大阪府 大阪教育大学附属平野小学校 神奈川県 神奈川県立生田高等学校

広島県 広島市立藤の木小学校
※ 一般優秀校より１校選定（予定）
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（別紙２）

＜平成２８年度＞

氏　　名 現　　　　　職

1 安西　祐一郎 日本学術振興会　理事長

2 石井　幹子 ㈱石井幹子デザイン事務所　主宰

3 市川　伸一 東京大学大学院　教育学研究科　教授

4 上田　紀行
東京工業大学ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｾﾝﾀｰ長・教授
兼任・社会理工学研究科価値ｼｽﾃﾑ専攻

5 葛西　敬之 東海旅客鉄道㈱　代表取締役名誉会長

6 梶田　叡一 奈良学園大学　学長

7 佐々木　毅 東京大学名誉教授

8 滝鼻　卓雄 元　読売新聞東京本社　会長

9 竹内　洋 関西大学　東京センター長

10 張　富士夫 トヨタ自動車㈱　名誉会長

11 遠山　敦子 パナソニック教育財団　顧問

12 長榮　周作 パナソニック㈱　会長

13 中村　桂子 ＪＴ生命誌研究館　館長

14 野依　良治 科学技術振興機構　研究開発戦略センター長

15 平野　啓一郎 小説家

16 三村　明夫 新日鐵住金㈱　相談役名誉会長

17 山折　哲雄
国際日本文化研究センター名誉教授　　　※座長
宗教学者

18 鷲田　清一 京都市立芸術大学　理事長・教授

（５０音順、敬称略）

こころを育む総合フォーラム　有識者メンバー
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