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■ 事業部門

（１） 第37回　実践研究助成

　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

　77件 ※ 助成先は、別紙１　参照

　総額　44,500,000 円 <単年度　一般> 500,000 円　× 71件　

<2ヵ年　特別研究指定校> 1,500,000 円　× 6件　

（２） 第37回　実践研究助成　助成金贈呈式

　平成23年5月20日（金）　

　ホテル ラングウッド　（東京）

　① 奨励状贈呈

　② くるま座ディスカッション

・地域ごとのグループにわかれ分科会を実施

・全体総括 ：新潟大学　理事・副学長　生田 孝至（財団理事）

　③ 情報交流会

　第37回実践研究助成　助成校 69件

　専門委員、選考委員

　文部科学省、関係団体、財団役員、他 　140名

（３） 第36回　実践研究助成　成果報告会

　平成23年8月4日（木）

　ホテル ラングウッド　（東京）

　① 基調講演 「21世紀型学力につなげる実践研究」

白鴎大学　教授　赤堀　侃司（財団常務理事／アドバイザー）

　② 分科会 「第36回助成先　成果報告」　（19分科会）

　③ シンポジウム 「第35回特別研究指定校　成果報告」

　④ ポスターセッション 「第35、36、37回特別研究指定校」

　⑤ 情報交流会

　第35回実践研究助成　特別研究指定校  3件

　第36回実践研究助成　助成校 69件

　第37回実践研究助成　助成校 12件

　専門委員、選考委員

　文部科学省、関係団体、財団役員、他 152名

実　施　日

内　　　容

対　　　象

助成金額

　１．実　践　研　究　助　成

参　加　者

実施場所

助成件数

実　施　日

実施場所

目　　　的

内　　　容

参　加　者
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（１） 平成23年度　先導的実践研究助成

　初等中等教育現場を支援するための研究に対する助成

　大学

　9件 ※ 助成先は、別紙２　参照

　総額　11,054,000 円 ※ 助成金額は、別紙２　参照

（２） 平成23年度　先導的実践研究助成　助成金贈呈式

　平成23年4月24日（日）　

　パナソニックセンター東京

　① 奨励状贈呈

　② 助成者のプレゼンテーションと専門委員によるヒヤリング､アドバイス 他

　⑤ 情報交流会

　平成23年度先導的実践研究助成　助成者 8件

　専門委員、選考委員、財団役員、他 18名

（３） 平成23年度　先導的実践研究助成　成果物　（初等中等教育現場に還元）

　「教育の情報化支援サイト」

研究者 ：国立教育政策研究所 主任研究官 榎本　聡 

　「家庭科かくれんぼ」

研究者 ：兵庫教育大学 准教授 永田　智子

　「カリキュラムマネジメントを促進する教員研修の企画・運営ガイド」

研究者 ：中村学園大学 講師 田村　知子 

　「情報教育の実践と評価のためのポータルサイト」

研究者 ：東京女子体育大学 准教授 小田　和美 

　「ミドル･リーダーのためのメンタリング・ハンドブック　～若手教師支援の充実を目指して～」

研究者 ：高知大学 講師 島田　希

　「つくってつたえる　～メディア制作を助けるWeb教材～」

研究者 ：東北学院大学 准教授 稲垣　忠

　「思考スキルに焦点化した授業設計のためのパンフレット ～思考力育成を目指す授業のために～」

研究者 ：園田学園女子大学 非常勤講師 泰山　裕 

※ 上記の成果物は、ホームページにて発信。

実　施　日

参　加　者

普　及　型

モデル型

内　　　容

目　　　的

助成金額

実施場所

対　　　象

助成件数

　２．先 導 的 実 践 研 究 助 成
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（１） 地域コミュニティの形成による研修事業を検討

ブログシステムを活用した研究会交流の実証研究

　平成23年4月～平成24年3月

　全国７地域の教育研究会の活動報告に活用

SNSを活用した助成先コミュニティに関する検討

　平成24年1月～3月に研究者を交えた打合せを実施（3回）

　平成24年度の実証テストに向けた課題の抽出と運営方法の検討

（１） パナソニックグループとの共同研究

「HDコミュニケーションシステム活用　日豪国際交流プロジェクト」

　ハイビジョン対応のデジタル機器を用いた国際交流に関する共同研究を行う。

　関西大学 教授　 黒上　晴夫

　平成23年5月～12月　毎週１回日豪オンライン授業を実施

　・日本 関西大学初等部

　・豪州 Cromer校

（２） 研究者との共同研究

「電子黒板の利用技術研修カリキュラムの開発と試行」

　京都教育大学　 教授 浅井　和行

　・カリキュラム開発検討回の実施（５回）

　・現職教員、大学生、大学院生への電子黒板活用に関するアンケートの実施

　・京都教育大学附属桃山小学校でのカリキュラムに基づいた研修実践トライアル

「学校における実践研究の継続・発展・普及の要因に関する研究

～特別研究指定校の取り組みの追跡を通して～」

　大阪教育大学 教授 木原　俊行

　・平成20～21年度特別研究指定校（4校）の実践研究推進リーダーへの聞き取り調査

　・上記特別研究指定校のアドバイザーへの聞き取り調査

　・聞き取り調査まとめ（実践研究の継続・発展・普及を促し支える要因の抽出・整理）

　電子黒板の利用技術研修のカリキュラム開発を行い、試行することによって、教育委員会や情報教育
　主任が研修を行いやすくすると共に、授業における教員のICT活用の力量形成に貢献する。

内　　　容

実　践　校

目　　　的

実　施　日

実施期間

内　　　容

　３．研　　修　　事　　業

内　　　容

共同研究者

実　施　日

　４．共　　同　　研　　究

目　　　的

共同研究者

　過去に特別研究指定校となった学校の研究推進リーダーやアドバイザーに対する聞き取り調査に
　よって、学校における実践研究の継続・発展・普及の要因を明らかにし、構造化する。

共同研究者

内　　　容

目　　　的
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「義務教育段階の情報教育に関する次世代教育課程の在り方に関する研究」

　玉川大学 教授 堀田　龍也

　・現行の情報教育の教育課程の課題の整理

　・情報活用能力の育成に深く関わってきた実践研究者による会議（研究課題についての明確化）

　・今後の研究課題に関する構造図に作成と具体的な研究計画の策定

（３） 先進的小学校との共同研究

「未来の教室」プロジェクト

　ICT活用の先進的な授業を広く公開・発信することによって、普及促進を図る。

　日野市立平山小学校

　・年６回の公開視察日を実施

　・日本教育工学会で、５人の先生がポスターセッションを実施

（１） 有識者による提言活動

　・21世紀の日本人のこころのあり方を探求し、社会提言を行う。

　・「こころを育む」運動を全国に広げていくための活動を行う。

　・有識者会議　5回（分科会 4回、臨時 1回）

　・企画運営委員会　2回（定例）

（２） こころを育む全国運動

全国キャラバン　ｉｎ　熊本

　平成23年11月23日（祝水）

　くまもと森都心プラザ（熊本県）

　① 「少年の主張」熊本県大会最優秀者による発表

　② 熊本県青少年育成県民会議表彰

　③ 基調講演 講師 ： 山折 哲雄 氏（国際日本文化研究センター名誉教授、フォーラム座長）

演題 ： 「こころを育むとは ～危機と不安のなかで生きる～」

　④ パネルディスカッション

　 テーマ ： 「子どもたちの笑顔のために ～地域ぐるみで夢とこころを育もう～」 

　300名

シンポジウム及び表彰式

　平成24年 2月4日（土）

　津田ホール（東京）

　① 表彰 ： 「2011年度 子どもたちの”こころを育む”活動」　　※ 褒賞先は、別紙３　参照 　　

　② 受賞事例発表

　③ パネルディスカッション

テーマ ： 「いま､子どもたちのこころを育むとは ～東日本大震災の復興支援に向けて～｣

　203名

目　　　的

実施場所

内　　　容

参　加　者

内　　　容

参　加　者

実　施　日

実　施　日

共同研究者

内　　　容

実施場所

　義務教育段階の情報教育に関する次世代教育課程について、その在り方の検討、具体的な教育
　内容と各教科等の学習活動との対応づけ、教材や学習材の開発、実践による検証等を行う。

会　　　議

　５．こころを育む総合フォーラム

内　　　容

共同研究校

目　　　的

目　　　的
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（３） 東日本大震災支援事業

トヨタ財団・パナソニック教育財団　共同プロジェクト

　「子どもの居場所づくりと次世代育成」

　いわてＧＩＮＧＡ－ＮＥＴプロジェクト（岩手県）

　5,000,000円

（１） 「財団メールマガジン」　配信　（年　39 回）

　5月 1 回 （5/30） 

　6月 4 回 （6/6、6/13、6/20、6/27）

　7月 4 回 （7/4、7/11、7/19、7/25） 

　8月 4 回 （8/1、8/8、8/22、8/29） 

　9月 4 回 （9/5、9/12、9/20、9/26） 

　10月 5 回 （10/3、10/11、10/17、10/24、10/31) 

　11月 4 回 （11/7、11/14、11/21、11/28）

　12月 4 回 （12/5、12/12、12/19、12/26）

　1月 4 回 （1/10、1/16、1/23、1/30）

　2月 4 回 （2/6、2/13、2/20、2/27） 

　3月 2 回 （3/5、3/14）

　1,389名

（２） 刊行物

　こころを育む総合フォーラム 「全国運動　活動のご案内＆2010年度受賞事例集」

（３） 財団ホームページ

※ 助成事業に関するすべての成果物は、ホームページにて発信。

助成金額

助成団体

目　　　的

刊　行　物

1,227,147

配　　　信

会　員　数

総　　　数

アクセス数　平成23年度

256,941延　人　数

　６．広　　報　　関　　係
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■ 管理部門

（１） 理事会

第1回 理事会 （平成23年6月7日）

第1号議案 「財団法人パナソニック教育財団 平成22年度事業報告及び決算報告の件」

第2号議案 「公益財団法人パナソニック教育財団 平成23年度事業計画及び収支予算の件」（追認）

第3号議案 「代表理事、業務執行理事選任の件」（追認）

第4号議案 「評議員会の開催の件」

報告事項1 「役員及び評議員について」

第2回 理事会 （平成23年10月11日　決議の省略）

第1号議案 「東日本大震災支援 トヨタ財団との共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ及び平成23年度収支補正予算書(案)の件」

報告事項1 「平成23年度（4月1日～8月31日）職務執行の報告」

第3回 理事会 （平成23年12月15日　決議の省略）

第1号議案 「こころを育む総合フォーラム　2011年度子どもたちの“こころを育む活動”受賞先（案）の件」

第2号議案 「本理事会の議事録署名人の選任の件」

報告事項1 「平成23年度（9月1日～11月30日）職務執行の報告」

第4回 理事会 （平成24年3月13日）

第1号議案 「公益財団法人パナソニック教育財団 平成24年度事業計画及び収支予算の件」

報告事項1 「平成23年度（12月1日～2月29日）職務執行の報告について」

（２） 評議員会

第1回 定時評議員会 （平成23年6月24日）

第1号議案 「財団法人パナソニック教育財団 平成22年度　事業報告及び決算報告の件」

報告事項1 「公益財団法人パナソニック教育財団 平成23年度　事業計画及び予算について」

報告事項2 「役員及び評議員について」

　会 　議 　開 　催
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別紙 １

<一般　単年度>

都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

北海道 札幌市立幌西小学校 北海道 札幌市立緑丘小学校

北海道 北海道情報教育研究サークル 青森県 十和田市立北園小学校

宮城県 情報活用型授業を深める会 福島県 子どもの未来を創る会

茨城県 つくば市立竹園東小学校 茨城県 つくば市立桜南小学校

東京都 東京教育メディア活用研究会 神奈川県 小田原市立足柄小学校

神奈川県 カリタス小学校 新潟県 下越情報教育研究会

富山県 氷見市立明和小学校 山梨県 山梨学院大学附属小学校

静岡県
小学校英語を創る会
インターネットコラボレーショングループ

愛知県 半田市立雁宿小学校

愛知県 岡崎教材制作サークル 三重県 名張市立桔梗が丘南小学校

三重県 四日市市立楠小学校 三重県 津市立倭小学校

滋賀県 滋賀大学教育学部附属小学校理科部 京都府 亀岡市立南つつじヶ丘小学校

大阪府 河内長野市立天見小学校 大阪府 寝屋川市立田井小学校

大阪府 羽曳野市立高鷲小学校 大阪府 大阪府放送・視聴覚教育研究会

大阪府 東大阪市立楠根東小学校 大阪府 五領小学校

兵庫県 丹波市立和田小学校 兵庫県 丹波市立新井小学校

兵庫県 南あわじICT活用授業研究会 岡山県
岡山市立三勲小学校
（岡山三勲ＩＣＴ活用研究会）

岡山県 岡山市情報教育研究会 岡山県 瀬戸内市立国府小学校

広島県 福山市立内海小学校 徳島県 東みよし町立足代小学校

高知県 香南市立吉川小学校 福岡県 大牟田市立明治小学校

宮崎県 都城市立高城小学校 沖縄県 宮古島市立南小学校

海外 ロンドン日本人学校

岩手県 盛岡市立厨川中学校 秋田県 大館市立第二中学校

栃木県 宇都宮市立古里中学校 新潟県 佐渡市立内海府中学校

石川県 石川県立金沢錦丘中学校 岐阜県 白川町立白川中学校

愛知県 岡崎市立矢作中学校 京都府 亀岡市立南桑中学校

大阪府 寝屋川市第二中学校 大阪府 フード＆アグリアクションプラン研究会

岡山県
倉敷市立東中学校
道徳教育研究部会

■　第37回実践研究助成　助成先一覧（77件）　■
一　般　　　　　　 71校　：小学校41校、　中学校11校、　高等学校10校、　特別支援学校5校、　教育センタ-4件

特別研究指定　　6校　：小学校4校、　中学校1校、　高等学校1校

小
　
　
　
学
　
　
　
校

中
　
　
学
　
　
校
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<一般　単年度>

都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

北海道 北海道帯広工業高等学校 宮城県 ＭＩＥＴＡ

埼玉県 早稲田大学本庄高等学院 長野県 エクセラン高等学校

大阪府 大阪府立東百舌鳥高等学校 兵庫県 兵庫県立姫路工業高等学校

兵庫県 兵庫県立篠山東雲高等学校 香川県 香川県立志度高等学校

熊本県 熊本県立鹿本商工高等学校 沖縄県
沖縄県高等学校
中国語教育研究会ICT国際交流学習部会

山形県 山形県立山形聾学校 愛知県 愛知県立みあい養護学校

島根県 津和野町立津和野小学校 福岡県 福岡県立築城特別支援学校

熊本県 熊本県立熊本聾学校

北海道
北海道立教育研究所附属理科教育センターＩＣ
Ｔ活用研究グループ

群馬県 藤岡市教育研究所

佐賀県 佐賀県教育センター 鹿児島県
鹿児島県総合教育センター
情報教育研修課

<特別研究指定校　２カ年>

都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

福井県 勝山市立村岡（むろこ）小学校 大阪府 守口市立橋波小学校

兵庫県 西宮市立北六甲台小学校 鹿児島県 鹿児島市立山下小学校

中
学
校

山形県 酒田市立飛鳥中学校

高
等

学
校

京都府 京都府立乙訓高等学校

特
別
支
援

教
育

教
育

セ
ン
タ
ー

小
学
校

高
　
等
　
学
　
校
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別紙 ２

研究タイプ 勤務先名 研究代表者 職名 研究テーマ
助成金額
（千円）

国立教育政策研究所 榎本　聡 主任研究官
教育情報ナショナルセンターの学習オブジェクト
メタデータを活用したデジタル教材及び指導案・
実践事例共有システムの開発と評価

1,380

兵庫教育大学大学院 永田　智子 准教授
ICTを活用した小学校家庭科ガイダンスと振り返
り授業を行うための授業実践パッケージの開発

1,174

中村学園大学 田村　知子 講師
学力向上をめざしたカリキュラムマネジメントの促
進・定着のための集合型教員研修の開発と普及

1,000

東京女子体育大学 小田　和美 准教授
新学習指導要領に対応した『情報教育の実践・
評価のためのポータルサイト』の構築

1,000

高知大学 島田　希 講師
若手教師へのメンタリングを行うミドル・リーダー
のためのハンドブックの開発

1,500

東北学院大学 稲垣　忠 准教授
「つくって伝える」学びの質的向上を目指した
ルーブリック連動型Web教材の開発

1,500

園田学園女子大学 泰山　裕 非常勤講師
思考力育成を目指す授業設計のためのパンフ
レットの作成

1,500

徳島大学 光原　弘幸 講師
協調と競争を織り交ぜたLocation-based
Learningによる防災学習

1,000

東京農工大学 江木　啓訓 助教
初等中等教育における筆記行為の検知に基づ
く学習支援手法に関する研究

1,000

11,054

■　平成23年度　先導的実践研究助成　助成先一覧（9件）　■

    普及型

   モデル型

萌芽型

助　　成　　総　　額
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別紙 ３

■　こころを育む総合フォーラム

■団体の部

団　　　体　　　名

活　動　の　名　称

石榑の里コミュニティ

子どもは地域の宝　地域全体で子どもを守り育てる
～交流・協働・共育の学校づくり、人づくり、里づくり～

福島県田村郡三春町立沢石中学校

絆プロジェクト

特定非営利活動法人　ＮＰＯカタリバ

対話型ワークショップ「カタリ場」

特定非営利活動法人　阿羅漢

山代ファミリーサポートセンター施設事業
～チャレンジ活動とたそがれハウス事業～

特定非営利活動法人　高知こどもの図書館

本と地域が支える子どもの文化
～民間の図書館発、子どもの未来行き～

しんぐう・こが・ふくつ・むなかたアンビネット協議会

子どものまるごと体験フェスティバル
～地域通貨を使って仕事体験～

（北海道・東北） ぱん・ぱん・ぱんぷきん 北海道河東郡士幌町

（関東） ＫＯＰＡ（Ｋｉｄｓ、Ｏｕｔｏｄｏｏｒ，Ｐｌａy　Ａｃｔｉｖｉｔｙ） 東京都世田谷区

（関東） キャラバン隊『空』 千葉県市川市

（関東） 特定非営利活動法人　全国不登校新聞社 東京都北区

（中部） 特定非営利活動法人　野外教育学修センター　魚沼伝習館 新潟県魚沼市

（近畿） 「商店街の寺子屋」運営委員会 兵庫県小野市

（近畿） 特定非営利活動法人　日本クリ二クラウン協会 大阪府大阪市

（中国・四国） 都会と田舎を結ぶ食育ネット 愛媛県喜多郡内子町

（九州・沖縄） 一般社団法人　日本バースセンター協会　九州バースセンター 姥が懐 福岡県遠賀郡芦屋町

■個人の部

個　　　人　　　名 所在地

個人賞 （近畿） 矢野　未友木＆百花 兵庫県西宮市

奨励賞 （北海道・東北） 中嶋　真理 岩手県奥州市

　2011年度　子どものこころを育む活動　受賞先　■

高知県高知市

九州・沖縄 福岡県糟屋郡新宮町

受賞候補 ブロック名 所在地

全国大賞

ブロック大賞

北海道・東北

奨励賞

受賞候補 （ﾌﾞﾛｯｸ名）
個　人　の　部

東京都杉並区

中部

近　　畿 三重県いなべ市

石川県加賀市

中国・四国

福島県田村郡三春町

 関東
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