
（１） 実践研究助成 P2

　 ①　第４４回　助成　内容

②　第４４回　助成校　助成金贈呈式

③　第４３回　助成校　成果報告会

④　第４５回　助成校　募集・選考

（２）　共同研究 P3

　 ①　日本教育工学協会（JAET)との連携による発信強化

②　教育委員会との連携による普及に向けた発信強化・調査活動

③　新機材活用事例の開発研究

④　他団体との連携

（１）  有識者会議 P4

（２）　“こころを育む活動”表彰 P4

（３）　全国キャラバン P4

（１）　ホームページの充実 P5

（２）　刊行物 P5

（３）　教育機関・学会等との連携による情報発信 P5

（４）　学校関係団体、ＮＰＯ、地域団体等への情報発信 P5

（詳細は次ページ以降に掲載）

平成３０年度　事業計画 

　１．学校教育に対する研究・助成事業

　２. こころを育む総合フォーラム

　３. 広　報　関　係
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（１） 実践研究助成

①　第４４回　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

７４件　　　※ 助成先は、別紙１　参照

５０万円×７４件

小学校、中学校、高等学校、特別支援学校

４校　　　　※ 助成先は、別紙１　参照

１５０万円（アドバイザー派遣 年３回）×４校

７８件　／　４,３００万円

②　第４４回　助成校　助成金贈呈式

平成３０年４月２７日（金）

東京　パナソニックセンター東京

平成３０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　第４３回　助成校　成果報告会

平成３０年８月２日（木）

東京　パナソニックセンター東京

第４２回　特別研究指定校 ６ 校

第４３回　特別研究指定校 ６ 校 ＋ 一般表彰校　１５校

第４４回　特別研究指定校 ４ 校 ＋  一  般  校　  ７４校

①　成果発表（第４２回特別研究指定校、教育委員会他）　

②　第４３回 一般助成校の表彰

③　第４４回 一般助成校のフォローミーティング

④　パネルディカション

④　第４５回　助成校　募集・選考

第４５回　実践研究助成　

初等中等教育現場の実践者への支援

①　一般（単年度）に、テーマ枠設定

②　特別研究指定校

４,６００万円程度（予定）

内容・金額

対　　象

助成件数

実　施　日

助成金額

特別研究
指定校
（２ヵ年）

名　　　称

目　　　的

　１．学校教育に対する研究・助成事業

会　　　場

対　　　象

内　　　容

実　施　日

会　　　場

対　　　象

内　　　容

目　　　的

一般
（単年度）

対　　象

助成件数

助成金額

合　計
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（２）　共同研究

①　日本教育工学協会（JAET)との連携による発信強化

　

②　教育委員会との連携による普及に向けた発信強化・調査活動

　

③　新機材活用事例の開発研究

　

④　他団体との連携

他団体との協力による財団活動の発信強化　…　１００万円

対　　象

対　　象

内　　容

対　　象

研究者、学校及び事業部門

360°ｶﾒﾗ、ｳｴｱﾗﾌﾞﾙｶﾒﾗ等を活用しての発話データ解析による授業研究
防災教育とセキュリティ商材との活用研究

日本教育工学協会（JAET)主催の
2019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

教育委員会及びその関連団体等

内　　容
ICT活用の普及にはずみをつける各教育委員会のICT教育担当のネットワーク
づくり及び地域別のICT活用セミナーの実施
教育委員会のICT活用度合の調査研究

件数・金額 ３件程度 ： ３００万円

２件程度 ： ２５０万円

件数・金額 ３件程度 ： ３５０万円

平成３１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
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（１） 有識者会議

第二期 有識者会議（仮称）

鷲田　清一　（京都市立芸術大学学長、元大阪大学総長）

 ４月 　 有識者メンバー選定

５～６月　 有識者会議

１１～１２月 有識者会議

２月 シンポジウム検討

（２）　“こころを育む活動”表彰

①　地域活動表彰

平成３０年度　地域活動表彰（仮称）

 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

②　子どもたちの表彰

平成３０年度　子どもたちの表彰（仮称）

 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３０年秋頃予定

長野県

平成２９年度“こころを育む活動”全国大賞受賞の

「長野市立城東小学校」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を奨励し、

地域主催のシンポジウムに参加し、活動の輪を広げる

スケジュール

名　　　称

名　　　称

スケジュール

座　　　長

　２. こころを育む総合フォーラム

スケジュール

実　施　日

内　　　容

場　　　所

名　　　称
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（１）　ホームページの充実

・ 助成事業、褒賞事業の募集強化を図るとともに、広く情報を発信していくために

ホームページを充実させていく

（２）　刊行物

（３）　関係団体を通じての情報収集

・ 会員になっている団体を通じて、教育関係の財団と情報交流会を実施

・ 他財団の贈呈式等に参加し、ノウハウの収集および情報交換

（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

３月　　こころを育む総合フォーラム　平成３０年度活動報告書

　　平成３０年度　実践研究助成　研究成果報告書

刊　　　　　行　　　　　物 発行月

　３. 広　報　関　係

８月
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（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

青森県 青森市立新城中央小学校 大阪府 大阪市立大空小学校

岩手県 盛岡市立緑が丘小学校 大阪府 大阪体育ＩＣＴ研究会

山形県 高畠町立高畠小学校 大阪府 豊中市立新田小学校

福島県 会津若松市立一箕小学校 大阪府 岬町立深日小学校

群馬県 前橋市立細井小学校 兵庫県 伊丹市立瑞穂小学校

東京都 荒川区立第二日暮里小学校 島根県 雲南市立木次小学校

東京都 小平市立小平第五小学校 広島県 世羅町立甲山小学校

東京都 世田谷区立尾山台小学校 広島県 広島市立藤の木小学校

東京都 世田谷区立烏山小学校 広島県 福山市立日吉台小学校

東京都 東京学芸大学附属小金井小学校 香川県 小豆島町立苗羽小学校

神奈川県 内田学園七沢希望の丘初等学校 香川県 高松市立川添小学校

石川県 北陸学院小学校 大分県 中津市立鶴居小学校

静岡県 静岡市立清水浜田小学校 宮崎県 日向市立塩見小学校

愛知県 岡崎市立竜谷小学校 鹿児島県 徳之島町立手々小学校

愛知県 豊橋市立多米小学校 海外 杭州日本人学校

京都府 京都教育大学附属桃山小学校

中学校　（１６校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

茨城県 鉾田市立旭中学校 大阪府 大阪市立新巽中学校

茨城県 鉾田市立鉾田南中学校 兵庫県 篠山市立西紀中学校

千葉県 木更津市立木更津第二中学校 奈良県 広陵町立真美ヶ丘中学校

東京都 お茶の水女子大学附属中学校 奈良県 五條市教科等研究会技術部会

岐阜県 各務原市地域特別支援教育推進部会 和歌山県 白浜町立三舞中学校

愛知県 岡崎市情報教育推進委員会 鳥取県 北栄町立北条中学校

滋賀県 立命館守山中学校・高等学校 熊本県 長洲町立長洲中学校

京都府 京都府立南陽高等学校附属中学校 海外
在マレーシア日本国大使館附属クアラルンプール
日本人会日本人学校

特別研究指定　　４校　：　小学校  ２校、　中学校   ２校

■　平成30年度（第44回）実践研究助成　助成先一覧（78件）　■
一 　般　　　　　 ７４件　：　小学校 ３１校、　中学校 １６校、　高等学校 １７校、　

　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援学校 ９校、　教育センタ- １件

6



高等学校　（１７校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

山形県 山形県立米沢東高等学校 京都府 京都府立桃山高等学校

東京都 聖徳学園中学・高等学校 大阪府 大阪市立鶴見商業高等学校

東京都 東京工業大学附属科学技術高等学校 大阪府 大阪市立東高等学校

神奈川県 神奈川県立麻生総合高等学校 島根県 島根県立三刀屋高等学校掛合分校

福井県 福井県立鯖江高等学校 山口県 山口県立岩国高等学校

岐阜県 岐阜県立池田高等学校 福岡県 福岡県立糸島高等学校

愛知県 名古屋市立名古屋商業高等学校 福岡県 福岡県立春日高等学校

三重県 三重県立名張高等学校 大分県 大分県立津久見高等学校

京都府 京都府立久美浜高等学校

特別支援学校　（９校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

北海道 北海道小樽高等支援学校 大阪府 大阪府立大阪北視覚支援学校

東京都 東京学芸大学附属特別支援学校 大阪府 大阪府立豊中支援学校

神奈川県 神奈川県立中原養護学校 奈良県 奈良県立奈良西養護学校

長野県 信州ABA研究会 熊本県 九聾ネットワーク

滋賀県 特別支援ICT研究会

教育センター　（１件）

都道府県 学校名

岡山県 岡山県総合教育センター情報教育部

<特別研究指定校　２カ年、１５０万円>

小学校　（２校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

佐賀県 武雄市立武内小学校 岐阜県 岐阜大学教育学部附属学校

中学校　（２校）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

東京都 八王子市立高尾山学園 新潟県 三条市立大島中学校

7




