
（１） 実践研究助成

　 ①　平成２９年度　実践研究助成　内容

②　平成２９年度　実践研究助成　助成金贈呈式

③　平成２９年度　実践研究助成　成果報告会

④　平成３０年度　実践研究助成　募集・選考

（２）　共同研究

　 ①　教育委員会等との共同研究

②　日本教育工学協会（JAET)との共同研究

③　次期学習指導要領に基づくテーマ研究

（３）　選考委員

（１） 有識者会議

（２）　“こころを育む活動”表彰

（３）　全国キャラバン

（４）　有識者メンバー

（１）　ホームページの充実

（２）　刊行物

（３）　教育機関・学会等との連携による情報発信

（４）　学校関係団体、ＮＰＯ、地域団体等への情報発信
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　３. 広　報　関　係



（１） 実践研究助成

①　平成２９年度　実践研究助成　内容

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

７２件　　　※ 助成先は、別紙１　参照

５０万円×７２件　→　　３，６００万円

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

５校　　　　※ 助成先は、別紙１　参照

１５０万円×５校　→　　７５０万円

平成２８年度実践研究助成（一般）の最優秀研究報告書

１校　

１５０万円×１校　→　　１５０万円

７８件　／　４,５００万円

②　平成２９年度　実践研究助成　助成金贈呈式

平成２９年４月２８日（金）

東京　パナソニックセンター東京

平成２９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２９年度　実践研究助成　成果報告会

平成２９年８月１日（火）

東京　パナソニックセンター東京

平成２７年度　特別研究指定校 ６ 校

平成２８年度　特別研究指定校 ６ 校 ＋ 特別指定校＋ 一般

平成２９年度　特別研究指定校 ６ 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３０年度　実践研究助成　募集・選考

平成３０年度　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　７８件　／　４,５００万円　程度　（予定）

　１．学校教育に対する研究・助成事業

助成件数
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対　　象
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（２ヵ年）

特別
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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　日本教育工学協会（JAET)との共同研究

　

③　次期学習指導要領に基づくテーマ研究

　

（３）　選考委員
（５０音順、敬称略）

２年間（平成２９年４月１日～平成３１年３月３１日）

赤堀 侃司（東京工学大学　名誉教授）　　　

安西 祐一郎（日本学術振興会　理事長）　　

磯 寿生（文部科学省生涯学習政策局情報教育課　課長）　　

清水 康敬（東京工学大学　学長相談役）　　　

美馬 のゆり（公立はこだて未来大学　教授）

平成３０年度の全国大会での授業公開及び研究発表に向けて、モデル校の選
出及びその学校の授業研究支援を行い、その成果を発表していく

件数・金額 ２件程度 ： 1００万円

教育委員会

内　　容
ICT教育に意欲ある自治体と連携し、その教育委員会等とICT活用の授業を拡
げていくための仕組み（研修他）の研究を行う

件数・金額 ２件程度 ： ２００万円

１件程度 ： １００万円

研究者及びその実践校

研究者と新たな教育プログラム（アクティブラーニング、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ教育等）の効
果的実践の研究

日本教育工学協会（JAET)主催の
平成３０年度全日本教育工学研究協議会 全国大会開催自治体

内　　容

件数・金額

対　　象

任　　期

選考委員

対　　象

内　　容

対　　象



（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　３回 ： ７月、１０月、１月）

『次世代に伝えたい日本人のこころ』をテーマに検討

（２）　“こころを育む活動”表彰

平成２９年度　子どもたちの“こころを育む活動”　表彰

 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」作成

（３）　全国キャラバン

平成２９年秋頃予定

和歌山県

平成２８年度“こころを育む活動”全国大賞受賞の

「和歌山県立熊野高等学校Kumanoｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞﾘｰﾀﾞｰ部」とともに開催

フォーラムとして現地を訪れ、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）　有識者メンバー

１年間（平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日）

１８名

※メンバーは、別紙２　参照

提　　言

　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

場　　　所

内　　　容

名　　　称

有識者会議



（１）　ホームページの充実

ホームページのより充実を図るために、教育関係、学校現場に携わる方々に参考になる

情報を整理し、広く発信していく

（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（和歌山県）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２９年度活動報告書

　　平成２９年度　実践研究助成　研究成果報告書

刊　　　　　行　　　　　物

　　有識者対談の冊子化

発行月

７月

　３. 広　報　関　係



（別紙１）

<一般　１カ年、５０万円>

小学校　（３１校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

北海道 帯広市立広野小学校 静岡県 浜松市立金指小学校

宮城県 仙台市立蒲町小学校 愛知県 刈谷市立住吉小学校

宮城県 大河原町立大河原小学校 京都府 長岡京市立長岡第五小学校

山形県 山辺町立作谷沢小・中学校 大阪府 大阪市立堀江小学校

茨城県 土浦市立土浦小学校 大阪府 池田市立秦野小学校

茨城県 古河市立大和田小学校 大阪府 八尾市立刑部小学校

埼玉県 川越市立新宿小学校 山口県 周防大島町立浮島小学校

千葉県 柏メディア教育研究会 香川県 小豆島町立苗羽小学校

千葉県 山武市立鳴浜小学校 愛媛県 松山市立椿小学校

東京都 東京学芸大学附属小金井小学校 佐賀県 武雄市立武内小学校

東京都 八王子市立高尾山学園 熊本県 宇城市立不知火小学校

東京都 狛江市立狛江第三小学校 大分県 臼杵市立臼杵小学校

新潟県 新潟市立大通小学校 宮崎県 宮崎大学教育学部附属小学校

新潟県 下越情報教育研究会 宮崎県 宮崎市立国富小学校

山梨県 南アルプス子どもの村小学校 宮崎県 西米良村教育研究会

岐阜県 各務原地域特別支援教育推進部会

中学校　（２２校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

北海道 北海道特別支援教育ＩＣＴ活用ＰＪ 京都府 京都市立中学校教育研究会音楽部会

青森県 藤崎町立明徳中学校 大阪府 大阪教育大学附属天王寺中学校

茨城県 つくば市立竹園学園東中学校 大阪府 東大阪市立意岐部中学校

東京都 三宅中学校ICT教育推進委員会 兵庫県 西宮市立塩瀬中学校

東京都 品川区立荏原第六中学校 奈良県 奈良女子大学附属中等教育学校

東京都 目黒区立目黒中央中学校 和歌山県 白浜町立三舞中学校

福井県 福井大学教育学部附属中学校 鳥取県 三朝町立三朝中学校

静岡県 下田市立下田中学校 鳥取県 鳥取市立鹿野中学校

愛知県 岡崎市立新香山中学校 広島県 広島市立中広中学校

三重県 多気町立勢和中学校 高知県 高知市立西部中学校

滋賀県 守山市立明富中学校 福岡県 田川市立小中一貫校猪位金学園

　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援学校 ６校、　教育センタ- ２件

■　平成29年度（第43回）実践研究助成　助成先一覧（77件）　■

特別研究指定　　５校　：　小学校  １校、　中学校   ３校、　特別支援学校   １校

一 　般　　　　　 ７２件　：　小学校 ３１校、　中学校 ２２校、　高等学校 １１校、　



高等学校　（１１校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

福島県
福島成蹊学園福島成蹊高等学校・福島成蹊中学
校

滋賀県 滋賀県立虎姫高等学校

栃木県 栃木県立宇都宮女子高等学校 京都府 京都府立桃山高等学校

神奈川県 神奈川県立麻生総合高等学校 大阪府 大阪市立東高等学校

岐阜県 岐阜県立加茂高等学校定時制課程 大阪府 大阪府立枚方高等学校

静岡県 静岡県立沼津工業高等学校 岡山県 岡山県立倉敷商業高等学校

滋賀県 滋賀県立八幡商業高等学校

特別支援学校　（６校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

神奈川県 横浜市立上菅田特別支援学校 岐阜県 岐阜県立可茂特別支援学校

福井県 福井県立福井東特別支援学校 三重県 牟婁地区スクラッチ実践研究会

長野県 信州ABA研究会 滋賀県 滋賀県立守山養護学校

教育センター　（２件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

千葉県 船橋市総合教育センター 滋賀県 滋賀県総合教育センター

<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

大阪府
大阪初芝学園
はつしば学園小学校

京都府 長岡京市立長岡中学校

北海道  北海道教育大学附属函館中学校 愛知県 愛知県立みあい特別支援学校

神奈川県  川崎市立川崎高等学校附属中学校



（別紙２）

＜平成２９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 東京工業大学リベラルアーツ教育研究院長・教授

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㈱　代表取締役会長

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・学長

（５０音順、敬称略）

（別紙２）

こころを育む総合フォーラム　有識者メンバー


