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（１） 実践者への助成

平成25年度（第39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

　84件 ※ 助成先は、別紙１　参照

　総額　47,000,000 円 <単年度　一般> 500,000 円　× 79件　

<2ヵ年　特別研究指定校> 1,500,000 円　× 5件　

　① 活動写真レポート

・年3回の活動写真レポート提出→Web掲載

　② 贈呈式くるま座での取組みアドバイス

・情報化レベル及び校内研・公開研の日程確認

・研究者のアドバイスを受けての改善計画の提出

　③ 報告書に自己評価

・１年間の取組みを通して、情報化レベルの変化及び成果の自己評価

（２） イベント

　 助成金贈呈式

　平成25年5月24日（金）　

　パナソニックセンター東京

　① 奨励状贈呈

　② リスーピア等、施設見学

　③ 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、実践概要発表、意見交換。専門委員が助言

　第39回実践研究助成　助成校 72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

　 成果報告会　「ICT活用教育フォーラム2013」

　平成25年8月5日（月）

　ホテル ラングウッド　（東京）

　① 中間成果発表 第38回 特別研究指定校　中間報告

　② 成果発表 第37回 特別研究指定校　成果発表

　③ 講演 「学校における実践研究の継続・発展・普及の要因」

　④ パネルディスカッション 「学校におけるICT活用の定着・普及と地域連携」

　⑤ 情報交流会

　第37回実践研究助成　特別研究指定校  6件

　第38回実践研究助成　特別研究指定校  5件

　第39回実践研究助成　特別研究指定校  5件

　専門委員、選考委員

　文部科学省、関係団体、財団役員、他 90名

内　　容

　１．実　践　研　究　助　成

目　　　的

対　　　象

助成件数

助成金額

実　施　日

実施場所

内　　　容

参　加　者

実　施　日

実施場所

内　　　容

参　加　者
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＊　休止

＊　休止

（１） 国際交流プロジェクト

「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24年5月～平成25年9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） 40周年記念事業

　４０周年を記念して、財団設立以来、積上げてきた『実践研究助成』をベースに、

　地域、学校、パナソニックと連携した新しい事業を検討する。

　実践研究助成のテーマ、取組み報告等を分析。

　分析内容の検討会を実施。

　対象自治体及びアドバイザーの選定の検討及び調整。

　アドバイザーも参加し研究内容の最終確認会議を実施。

　対象自治体による計画書の作成。

① 名　　　称 ：ワンダースクール応援プロジェクト

② 研究内容 ：「２１世紀学力」と「１人１台の未来型授業（One to One)」の関連を自治体との

　　　　　　　　 　共同研究で実証し、その成果を全国の学校に還元

③ 研究機関 ：２年間（２０１４年４月～２０１６年３月）

④ 対象自治体 ：４自治体（愛知県春日井市、奈良市、富山市、千葉県柏市）

⑤ 主　　　査 ：東京工業大学　監事　清水　康敬

⑥ アドバイザー ：４名

　　　　　　　 　東北学院大学　准教授　　稲垣　忠 （春日井市担当）

　　　　　　 　奈良教育大学　教授　　　小柳　和喜雄 （奈良市担当）

　　　　　　 　富山大学　　　　准教授　　高橋　純 （富山市担当）

　　　　　　 　武蔵大学　　　　教授　　　中橋　雄 （柏市担当）

実　施　日

　４．共　　同　　研　　究

目　　　的

共同研究者

実　践　校

趣　　　旨

検 討 経 緯

４～５月

5月15日

６～12月

12月27日

１～３月

検 討 結 果

　３．研　　修　　事　　業

　２．先導的実践研究助成
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（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　3回

　・企画運営委員会　2回（定例）

　・山折座長を中心に、有識者との対談を通して、これからの日本人に必要な教養（こころ）

　　そしてそれをどう教え継承していくべきかを語っていただき、ＨＰにて発信。

　　（東洋経済オンラインとの共同企画）

　・ホームページをリニューアル。アクセス数“増”

（２） こころを育む全国運動

全国キャラバン　ｉｎ　近江八幡（滋賀県）

　平成25年7月6日（土）

　近江八幡市文化会館　（滋賀県　近江八幡市）

　①オープニング 江州音頭 はちまん江州音童のみなさん

　②基調講演 山折 哲雄（国際日本文化研究センター　名誉教授）

テーマ 　　「自然に学ぶ　子どもが育つ」

　③発表 テーマ 　　「こんな近江八幡が大好き」　市内中学生の作文発表

　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」

　200名

全国キャラバン　ｉｎ　伊丹（兵庫県）

　平成26年2月9日（日）

　いたみホール　（兵庫県　伊丹市）

　①輝く音楽 東中学校吹奏楽部・県立伊丹高校吹奏楽部

　②輝くお話 山折 哲雄（国際日本文化研究センター　名誉教授）

テーマ 　　「子どもが輝く家庭･学校にするにはどうしたらいいの？」

　③輝く学校 「私の学校紹介」　東中学校・緑丘小学校・瑞穂小学校のみなさん

　④パネルディスカッションテーマ 　　「私が学校を輝かせる」

　⑤一緒に楽しく総踊り（ソーラン）　　　東中学校ソーラン隊

　300名

2013年度　子どもたちの”こころを育む活動”　表彰式

　平成25年12月17日（火）

　帝国ホテル　（東京）

　① 表彰 「2013年度 子どもたちの”こころを育む”活動」　（4件）　※ 褒賞先は、別紙２　参照 　

　② 受賞事例発表

※同日開催のブレックファースト･ミーティングに出席の有識者他にご出席いただきました。

　41名

参　加　者

実　施　日

実施場所

　５．こころを育む総合フォーラム

目　　　的

会　　　議

有　識　者
対　　　談

広　　　報

内　　　容

参　加　者

実　施　日

実施場所

内　　　容

参　加　者

実　施　日

実施場所

内　　　容
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（３） 東日本大震災支援事業

トヨタ財団との共同プロジェクト

　「子どもの居場所づくりと次世代育成」

　岩手県 一般社団法人 子どものエンパワメントいわて 2,000,000円

　宮城県 特定非営利活動法人 「人間の安全保障」フォーラム 500,000円

　福島県 特定非営利活動法人 ビーンズふくしま 1,000,000円

（１） 「財団メールマガジン」　配信

　年52 回　Vol.143～190

4月 4 回 143 (4/2), 144(4/8), 145(4/15),146(4/23)

5月 3 回 147 (5/7), 148(5/21), 149(5/28)

　6月 4 回  150 (6/3), 151(6/10), 152 (6/17), 153 (6/25)

　7月 6 回 154(7/1),155(7/9),156(7/16),157(7/23),158(7/30),特別号(7/31)

　8月 4 回 特別号(8/5),159(8/6),160(8/20),161(8/27)

　9月 4 回 162(9/3),163(9/10),164(9/17),165(9/25)

　10月 5 回 166(10/1),167(10/8),168(10/15),169(10/22),170(10/29)

　11月 4 回 171(11/5),172(11/12),173(11/19),174(11/26)

　12月 5 回 175(12/3),特別号(12/5),176(12/10),177(12/17),178(11/24)

　1月 5 回  179(1/7),180(1/14),特別号(1/17),181(1/21),182(1/28)

　2月 4 回 183(2/4),184(2/12),185(2/28),186(2/25)

　3月 4 回  187(3/4),188(3/11),189(3/18),190(3/25)

　1,866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＆2012年度受賞事例集」

（３） 財団ホームページ（「こころを育む総合フォーラム」を含む）

※ 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

　６．広　　報　　関　　係

配　　　信

会　員　数

刊　行　物

アクセス数　平成25年度

延　人　数 464,509

総　　　数 2,412,605

目　　　的

助成先

助成団体
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■ 管理部門

（１） 理事会

第9回 理事会 （平成25年5月31日　決議の省略）

第1号議案 「公益財団法人パナソニック教育財団 平成24年度事業報告及び決算報告の件」

第2号議案 「平成25年度 助成先（こころを育む総合フォーラム）の件」

第3号議案 「第3回 定時評議員会の開催の件」

報告事項1 「平成25年3月1日～4月30日 職務執行の報告」

第10回 理事会 （平成25年6月17日）

第1号議案 「代表理事及び業務執行理事の選任の件」

第11回 理事会 （平成25年10月30日　決議の省略）

第1号議案 「臨時評議員会の開催の件」

第12回 理事会 （平成25年12月3日　決議の省略）

第1号議案 「代表理事（副理事長）の選任の件」

第2号議案 「こころを育む総合フォーラム　2013年度子どもたちの“こころを育む活動”受賞先（案）の件」

第13回 理事会 （平成26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26年度事業計画及び収支予算の件」

第2号議案 「事務局長の選任の件」

第3号議案 「臨時評議員会の開催の件」

報告事項1 「平成25年度（5月1日～2月28日）職務執行の報告について」

（２） 評議員会

第3回 定時評議員会 （平成25年6月17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　事業報告及び決算報告の件」

第2号議案 「理事の選任の件」

第3号議案 「評議員の選任の件」

報告事項1 「公益財団法人パナソニック教育財団 平成25年度　事業計画及び予算について」

臨時 評議員会 （平成25年11月14日）

第1号議案 「理事の選任の件」

臨時 評議員会 （平成26年3月27日）

第1号議案 「理事の選任の件」

　会 　議 　開 　催
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<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

小学校 東京都 板橋区立上板橋第四小学校 福岡県 福岡教育大学附属久留米小学校

中学校 愛知県 岡崎市立葵中学校 広島県 世羅町立世羅西中学校

特別支援教育 奈良県 奈良県立奈良養護学校

<一般　１カ年、５０万円>

都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

北海道 上川郡東川町立東川第二小学校 愛知県 名古屋市立志段味西小学校

北海道 AEEN　校内研修指導資料開発部 愛知県 春日井市立出川小学校

青森県 十和田市立三本木小学校 三重県 名張市立百合が丘小学校

岩手県 盛岡市立向中野小学校 三重県 度会郡大紀町立錦小学校

宮城県 仙台市立根白石小学校 滋賀県 守山市立物部小学校

宮城県 岩沼市立岩沼小学校 京都府 宇治市立菟道第二小学校

福島県 福島市立御山小学校 京都府 亀岡市立南つつじヶ丘小学校

福島県 岩瀬郡天栄村立牧本小学校 兵庫県 西宮市立小学校

茨城県 つくば市立桜南小学校 和歌山県 田辺市立三里小学校

茨城県 つくば市立栗原小学校 島根県 奥出雲町立八川小学校

東京都 墨田区立第一寺島小学校 岡山県 津山ＩＣＴ教育研究会

東京都 大田区立入新井第五小学校 山口県 下関市立（豊北）神田小学校

東京都 渋谷区立常磐松小学校 香川県 丸亀市立飯山北小学校

新潟県 燕市立粟生津小学校 高知県 高知市立小高坂小学校

山梨県 山梨学院大学附属小学校 長崎県 対馬市立今里小学校

岐阜県 揖斐川町立揖斐小学校 熊本県 小国町立小国小学校

静岡県 磐田市立長野小学校 鹿児島県 南九州市立頴娃小学校

愛知県 岡崎市立六ツ美中部小学校 沖縄県 石垣市立明石小学校

愛知県 岡崎市立本宿小学校 海外 ロンドン日本人学校

愛知県 岡崎市立羽根小学校 海外 北東イングランド補習授業校

小学校

（４０件）

■　第３９回　実践研究助成　助成先一覧（８４件）　■

特別研究指定　　５校　：小学校２校、　中学校２校、　特別支援教育１校

一 　般　　　　　 ７９校　：小学校４０校、　中学校１５校、　高等学校１３校、　特別支援教育９校、　教育センタ-２件

別紙 １ 
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都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

青森県 弘前大学教育学部附属中学校 兵庫県 宝塚市立宝塚中学校

茨城県 つくば市立竹園東中学校 鳥取県 北栄町立北条中学校

茨城県 つくば市立吾妻中学校 岡山県 倉敷市情報モラル教育を研究する会

福井県 福井県越前市技術・家庭科研究会 山口県 美祢市立美東中学校

長野県 富士見町立富士見中学校 徳島県 東みよし町立三加茂中学校

岐阜県 岐阜大学教育学部附属中学校 鹿児島県 龍郷町立龍南中学校

京都府 京都教育大学附属桃山中学校 海外 モントリオール日本語補習授業校

大阪府 大阪市立淡路中学校

都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

栃木県 栃木県立宇都宮工業高校 大阪府 「iPadではじめるe授業」研究グループ

栃木県 佐野日本大学高等学校 大阪府 大阪私学教育情報化研究会

東京都 東洋英和女学院中高部 岡山県 倉敷市立工業高等学校

東京都 東京工業大学附属科学技術高等学校 岡山県 岡山県立玉島商業高等学校

神奈川県 神奈川県立城山高等学校 愛媛県 愛媛県立伊予農業高等学校

新潟県 新潟市立万代高等学校 佐賀県 佐賀県立牛津高等学校

富山県 富山県立滑川高等学校　海洋科

都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

北海道 北海道札幌養護学校 岐阜県 各務原市特別支援教育推進部会

北海道 北海道真駒内養護学校 京都府
難聴学級等における今後のＩＣＴ活用に関
する京都市研究プロジェクト

宮城県 宮城教育大学附属特別支援学校 兵庫県 兵庫県立西はりま特別支援学校

秋田県 秋田県立養護学校天王みどり学園 鳥取県 琴浦町立東伯中学校

東京都 東京都立立川ろう学校

都道府県 学　　　校　　　名 都道府県 学　　　校　　　名

埼玉県 埼玉県立総合教育センター 滋賀県 滋賀県総合教育センター

教育センター

（２件）

中学校

（１５件）

高等学校

（１３件）

特別支援教育

（９件）
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■　こころを育む総合フォーラム

団　　　体　　　名

活　動　の　名　称

熊本市立出水南小学校

1000回の交流で育み続けるノーマライゼーションのこころ
　～隣接する学校のメリットを生かした34年間の積み重ね～

Wonder Art Production

Happy　Doll　Project

みんなでつくる学校　とれぶりんか

中学生と卒業生をつなぎ地域を変える

特定非営利活動法人　チームふくしま

福島ひまわり里親プロジェクト

奨励賞 福島県福島市

2013年度　子どものこころを育む活動　受賞先　■

受賞名 所在地

全国大賞 熊本県熊本市

優秀賞

東京都千代田区

大阪府枚方市

別紙 ２ 
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