
２０２２年度　事業計画

（１） 実践研究助成 P2

　 ①　第４８回　助成　内容

②　第４８回　助成校　助成金贈呈式・スタートアップセミナー

③　第４６回　助成校　成果報告会

④　成果の普及活動

⑤　第４９回　助成校　募集・選考

（２） プレゼンテーションコンクール P3

（３） 共同研究 P4

　 ①　日本教育工学協会（JAET)との連携による実践研究と発信強化

②　教育関連団体及び大学研究者との、ＩＣＴ利活用促進に向けた調査・研究

③　新機材活用事例の開発研究

（１） フォーラムメンバー会議 P5

（２） 子どもたちの“こころを育む活動”表彰 P5

（１） 情報発信活動の拡充 P5

（２） 関係団体を通じての情報の収集・発信 P5

（詳細は次ページ以降に掲載）

２０２２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４８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、教育センター等

７２件　　　※ 助成先は、別紙１　参照

５０万円×７２件

小学校、中学校、高等学校

４件　　　　※ 助成先は、別紙１　参照

１５０万円（アドバイザー派遣 年３回）×４件

７６件　／　４,２００万円

②　第４８回　助成校　助成金贈呈式・スタートアップセミナー

２０２２年５月２７日（金）

オンライン開催

２０２２年度　助成対象校・団体　＊オンラインにて参加

①　奨励状の授与、オリエンテーション

②　スタートアップセミナー（実践事例紹介、グループディスカッション）

③　第４６回　助成校　成果報告会

２０２２年８月４日（木）、２０２２年８月５日（金）

大阪 （インテックス大阪）　＊第７回関西教育ICT展との併催

展示会に来場する、教員・教委等の教育関係者（来場総数約9000名）

④　成果の普及活動

２０２２年１０月２８日（金）、２９日（土）

春日井・全日本教育工学研究協議会全国大会

大会に来場する、教員・教委等の教育関係者（来場総数約1000名）

①　個別研究発表（特別研究指定校・2校＋一般助成優秀校・8校程度）

②　財団主催セミナー等

会　　　場

対　　　象

内　　　容

内　　　容

実　施　日

会　　　場

内　　　容

対　　　象

成果発表（第４６回特別研究指定校　２校）　

実　施　日

　１．学校教育に対する研究・助成事業

目　　　的

一般
（単年度）

対　　象

助成件数

助成金額

特別研究
指定校
（２ヵ年）

対　　象

助成件数

助成金額

合　計

実　施　日

会　　　場

対　　　象

2



⑤　第４９回　助成校　募集・選考

第４９回　実践研究助成　

初等中等教育現場での実践研究の支援

①　一般助成（６０～７０校）

②　特別研究指定校（３～５校）

４,１００万円程度（予定）

（２） プレゼンテーションコンクール

プレゼンテーションコンクール２０２２

過去の助成校だけでなくオープンに募集を行う

児童・生徒の情報活用能力育成の成果発表の場として

　４月 　 募集の告知

１０月末　 応募締切

１１月 予備審査

１2月 最終選考＆表彰式

スケジュール

名　　　称

目　　　的

内容・金額

名　　　称

対　　　象

内　　　容
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（３）　共同研究

①　日本教育工学協会（JAET)との連携による実践研究と発信強化

　

②　教育関連団体及び大学研究者との、ＩＣＴ利活用促進に向けた調査・研究

　

③　新機材活用事例の開発研究

　

対　　象 研究者、教育員会・学校及び事業部門

内　　容 学校現場での新たなICT機器・システムの活用研究

件数・金額 ２件程度 ： ５０万円

対　　象 教育関連団体及び大学研究者

内　　容 GIGAスクール構想を受けての学校現場や教育委員会との連携による研究

件数・金額 ２件 ： １５０万円

対　　象
日本教育工学協会（JAET)主催の
２０２３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
２０２３年度全国大会授業公開校での授業研究支援を行いその成果を広く発
信していく　　加えて助成校の優秀事例の発表の場としても活用する

件数・金額 1～２件程度 ： ２００万円
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（１） フォーラムメンバー会議

鷲田　清一　（大阪大学 名誉教授）　※座長

入江 杏（文筆家・「ミシュカの森」主宰・上智大学グリーフケア研究所非常勤講師）

小国 綾子（毎日新聞ジャーナリスト）

工藤 啓（認定NPO法人育て上げネット 理事長）

玄田 有史（東京大学社会科学研究所長）

鈴木 みゆき（國學院大學人間開発学部子ども支援学科教授）

高際 伊都子(渋谷教育学園渋谷中学高等学校)

福田 里香（パナソニック株式会社CSR･企業市民活動担当室 室長）

増田 明美（スポーツジャーナリスト･大阪芸術大学 教授）

山極 壽一（総合地球環境学研究所 所長・前京都大学総長）

　４月 方針策定

　６月、11月 募集・選考会義

　３月 次年度検討

（２）　子どもたちの “こころを育む活動” 表彰

２０２２年度　子どもたちの“こころを育む活動”表彰

① 子どもたちの“こころを育む活動”を発掘、表彰し、広く世間に知らしめる

② リアルとオンラインを併用した表彰式の実施

　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 受賞先発表

　２月 表彰式　（都内予定）

（１）　情報発信活動の拡充

・ 財団ホームページの利便性を改善し、応募促進や情報発信力の強化を図る

・ 学校現場の視点でメルマガの内容を充実させ、読者増と満足度向上を図る

・ 関係団体の研究会等イベントでの助成プログラム紹介や、財団認知度の低い地域の学校

へのリーフレットの直接送付などで、助成事業の認知拡大と応募促進を図る

（２）　関係団体を通じての情報の収集・発信

・ 教育助成等の関係団体との交流協議により、情報収集や学校現場への情報発信を強化する

名　　　称

内　　　容

スケジュール

　３. 広　報　関　係

　２. こころを育む総合フォーラム

内　　　容

フォーラムメンバー

スケジュール

子どもたちの “こころを育む活動”  表彰事業の方針策定と推進
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（別紙 １ ）

<一般　１カ年、５０万円>

小学校　（２９件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

北海道
国立大学法人北海道教育大学附属
函館小学校

静岡県 静岡市立南藁科小学校

北海道 札幌市立定山渓小学校 静岡県 浜松市立雄踏小学校

北海道 札幌市立中央小学校 愛知県 LCAグループ　瀬戸SOLAN小学校

宮城県 気仙沼市立面瀬小学校 愛知県 瀬戸市立效範小学校

福島県 棚倉町立高野小学校 三重県 国立大学法人三重大学教育学部附属小学校

茨城県 つくばみらい市立伊奈東小学校 京都府 京都市立二条城北小学校

栃木県 壬生町立壬生北小学校 京都府 相楽東部広域連合立和束小学校

埼玉県 戸田市立美女木小学校 大阪府 大阪市立今里小学校

千葉県 柏市立手賀東小学校 大阪府 河内長野市立三日市小学校

千葉県 山武市立日向小学校 大阪府 吹田市立山田第五小学校

東京都 小笠原村立小笠原小学校 兵庫県 伊丹市立池尻小学校

東京都 葛飾区立東金町小学校 島根県 安来市立荒島小学校

神奈川県 伊勢原市立緑台小学校 福岡県 筑紫野市立筑紫東小学校

神奈川県 横浜市立南吉田小学校 海外 コロンボ日本人学校

石川県 学校法人北陸学院　北陸学院小学校

中学校　（１４件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

福島県 福島市立吾妻中学校理科部 石川県 金沢市立小将町中学校特学分校

茨城県 鉾田市立鉾田南中学校 長野県 上田市立第六中学校

埼玉県 鳩山町立鳩山中学校 京都府 京都市立大淀中学校

東京都 世田谷区立世田谷中学校 大阪府 寝屋川市立第三中学校

東京都 三宅村立三宅中学校 兵庫県 加古川市立加古川中学校

神奈川県 愛川町立愛川東中学校 長崎県 長与町立高田中学校

新潟県 国立大学法人新潟大学附属新潟中学校 鹿児島県 瀬戸内町立諸鈍小中学校

特別研究指定　　  ４件 ：　小学校 ２件、　中学校 １件、　高等学校 １件

                                 教育委員会・教育センター/複数校の研究者による教育研究グループ ６件

■　2022年度（第48回）実践研究助成　助成先一覧（76件）　■
一　　般　　　　　　７２件 ：　小学校 ２９件、　中学校 １４件、　高等学校 １５件、

                                 義務教育学校・小中一貫校/中等教育学校・中高一貫校 ６件、　特別支援学校 ２件、
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高等学校　（１５件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

群馬県 群馬県立高崎北高等学校 京都府 京都市立京都工学院高等学校

東京都 東京都立小岩高等学校 大阪府 大阪府立今宮工科高等学校（全日制の課程）

富山県
富山県立魚津工業高等学校
情報環境科・環境科学部

大阪府 学校法人早稲田大阪学園　向陽台高等学校

富山県 富山県立氷見高等学校 大阪府
国立大学法人大阪教育大学附属高校
池田校舎

静岡県 静岡県立沼津工業高等学校 奈良県 奈良県立国際高等学校

静岡県 静岡県立浜松工業高等学校 愛媛県 愛媛県立西条農業高等学校

愛知県 愛知県立一色高等学校（定時制） 鹿児島県 鹿児島県立曽於高等学校

愛知県 学校法人日本福祉大学付属高等学校

義務教育学校・小中一貫校/中等教育学校・中高一貫校　（６件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

北海道
帯広市立大空学園義務教育学校
（現大空中学校）

宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教育学校

東京都
学校法人戸板学園
三田国際学園中学校・高等学校

海外 立教英国学院

滋賀県 滋賀県立河瀬中学校・高等学校 海外 ロッテルダム日本人学校

特別支援学校　（２件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

広島県 広島県立西条特別支援学校 福岡県 福岡県立築城特別支援学校

教育委員会・教育センター/複数校の研究者による教育研究グループ　（６件）

都道府県 学校名 都道府県 学校名

茨城県 つくば市教育局学び推進課教育相談センター 愛知県 「GIGAすごろく」開発研究会

新潟県 零の会 大阪府 大阪府公立小・中学校美術教育研究会

新潟県 村上体育の会 大阪府 守口Resource room研究会

<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

北海道 札幌市立星置東小学校 香川県
国立大学法人香川大学教育学部附属
高松中学校

兵庫県 国立大学法人神戸大学附属小学校 東京都 東京都立八王子桑志高等学校
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