
公益財団法人日本教育公務員弘済会岡山支部

№ 学　　校　　名 研究主題

1 倉敷市立庄幼稚園 心と体を動かし、生き生きと遊びに取り組む幼児をめざして

2 岡山市立大元幼稚園 自ら考え、主体的に遊び進める幼児をめざして

3 岡山市立富山幼稚園 絵本選びの視点を育てる研修プログラムの開発とその実践

4 備前市立片上認定こども園 こころ・からだ・人をつなぐ言葉を育むために

5 倉敷市立帯江幼稚園 心身ともにたくましい幼児を育てよう

6 岡山市立竜之口幼稚園 自分の思いをいきいきと表現しながら、共に育ち合う幼児をめざして

7 倉敷市立中庄幼稚園 身近な人とのかかわりの中で、遊ぶ楽しさを味わうためには

8 岡山市立庄内幼稚園 自分で考え主体的に取り組む幼児を目指して

9 岡山市立江西幼稚園 いきいきと活動し、思いを伝え合う幼児をめざして

10 岡山市立桃丘幼稚園 一人一人の持ち味が生かされ、人とのかかわりを喜ぶ子どもを育成する

11 倉敷市立小川幼稚園 楽しんで聞いたり話したりしながら、豊かな心を育てるには

12 西粟倉村立西粟倉幼稚園 ”3つのE-ね”を大切にする教育の実践研究

13 総社市立総社北幼稚園 共に育ち合う就学前教育

14 井原市立荏原幼稚園 遊び込む幼児をめざして

15 倉敷市立郷内幼稚園 友達大好き！先生大好き！幼稚園大好き！な心豊かな幼児を

16 高梁市立落合幼稚園 小学校への滑らかな接続を目指して

17 岡山市立石井幼稚園 人とのかかわりを通して、伝え合う力を育成する

18 津山市立院庄幼稚園 進んで人とつながりながら、生き生きと活動するたくましい幼児をめざして

19 津山市立大崎幼稚園 友達とかかわり合いながら遊び込む子どもを育てるために

20 美作市立東粟倉幼稚園 心身ともに健康で明るくたくましい子どもの育成を目指して

21 岡山市立高島小学校 つながる・つなげる授業づくり

22 倉敷市立中庄小学校 課題に向き合いながら、身に付けた力を活用し続ける子どもの育成

23 岡山市立横井小学校 児童一人一人が自分の考えをもち、分かりやすく伝え合おうとする授業づくり

24 岡山市立岡山中央小学校 「子どもたちがともに学び合い、学ぶことに喜びを感じる授業」の創造

25 岡山市立福浜小学校 学び合いながら、考え表現する子ども

26 岡山市立伊島小学校 学びの質を高め、確かな学力を育む授業づくり

27 倉敷市立中洲小学校 基礎基本を大切にしながら、共に学び合う子どもの育成

28 早島町立早島小学校 心はずませ進んで学ぶ子の育成

29 岡山市立中山小学校 課題の解決に向け、友だちといっしょに考え、表現する学びを楽しむ子どもの育成

30 倉敷市立第四福田小学校 児童の学力向上への取り組み

31 岡山市立平福小学校 自分の考えをつなぎ、学び合う楽しさを実感できる授業づくり

32 倉敷市立倉敷南小学校 自分の考えをもち、学び合う児童の育成

33 岡山市立庄内小学校 外国語活動における指導者の役割を明確にした活動の設定

34 岡山市立操南小学校 豊かなかかわりを大切にして、自分の思いを伝え合う子どもの育成

35 岡山市立芳田小学校 ともに学ぶ喜びを感じる子どもをめざして

36 岡山市立妹尾小学校 自分の思いや考えを豊かに表現し、伝え合う子どもの育成

37 赤磐市立山陽東小学校 伝統文化に親しみ、学習規律を身に付けた児童の育成

38 岡山市立東疇小学校 新しい自分に出会い自己の生き方を豊かにする子どもの育成

39 岡山市立岡南小学校 聴き合い、学び合う授業づくり

40 岡山市立石井小学校 コミュニケーション能力の育成を目指した新しい英語教育の研究

平成28年度　学校研究助成（助成金）　該当校園一覧
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41 倉敷市立第三福田小学校 一人ひとりの考えを大切にし、互いに学び合う子どもの育成

42 倉敷市立連島神亀小学校 算数科における指導法の研究と実践

43 高梁市立高梁小学校 新しい自分に出会い

44 倉敷市立旭丘小学校 自分の思いや考えをもち、主体的に取り組む子どもをめざして

45 倉敷市立柏島小学校 自ら考え、共に学び合い、伝え合う子どもの育成

46 津山市立河辺小学校 生き生きと自己表現できる心豊かな子どもの育成

47 倉敷市立連島西浦小学校 自ら学び、考え、表現する児童の育成

48 津山市立向陽小学校 向陽探検隊（ふるさと学習と向陽プライドの育成）

49 井原市立西江原小学校 ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり

50 岡山市立古都小学校 意欲的に伝え合い、表現し、学ぶ子をめざして

51 高梁市立落合小学校 基礎・基本を身につけ、伝え合う力の育成をめざして

52 赤磐市立山陽西小学校 自己肯定感の育成をもとに学力向上を図る

53 笠岡市立笠岡小学校 基礎・基本を身につけ、意欲的に学習に取り組む児童の育成

54 岡山市立平島小学校 自分の思いや考えを豊かに表現できる子どもの育成

55 岡山市立箕島小学校 確かな学力を身に付けるための工夫

56 井原市立井原小学校 子どもの確かな読みをつくる

57 岡山市立桃丘小学校 人とかかわりながら学ぶ楽しさを感じる子どもの育成

58 倉敷市立緑丘小学校 言葉にかかわる力を高め豊かに表現する子どもを目指して

59 岡山市立足守小学校 互いのよさを認め合い、自分の思いを生き生きと表現する児童をめざして

60 津山市立院庄小学校 自ら考え、伝え合う授業づくり

61 岡山市立浮田小学校 考える力を育てる授業づくり

62 玉野市立第二日比小学校 能動的・協働的に学ぶ子どもの育成

63 岡山市立旭竜小学校 よりよい自分や集団をめざして、進んで思いや考えを伝え合う子どもの育成

64 笠岡市立城見小学校 人とかかわる力を育み、自ら学びに向かう子どもの育成

65 瀬戸内市立今城小学校 自分の考えを論理的に書ける子どもの育成をめざして

66 倉敷市立本荘小学校 子どもの主体性を高め、目的に応じて読む能力の育成をめざして

67 玉野市立日比小学校 グローバル化に対応するための英語教育充実

68 真庭市立八束小学校 勤労生産・奉仕的行事　古代米とトウモロコシの栽培

69 倉敷市立水島小学校 友達と進んで交流し、自分の考えを広げたり深めたりすることができる子どもの育成

70 岡山市立御南小学校 ともに支え合い、心豊かにたくましく生きる児童の育成

71 岡山市立御津南小学校 関わり合い深め合う授業づくりの研究

72 井原市立木之子小学校 学びの基礎力を高め、主体的・協働的に学ぼうとする児童の育成

73 総社市立阿曽小学校 工夫された表現や仕掛けに反応し、よりよい読みができる子どもの育成

74 玉野市立築港小学校 主体的に聞き、自分の思いや考えを表現できる児童の育成

75 岡山市立馬屋下小学校 かかわり合い、学び合い、共に高め合う子どもの育成

76 玉野市立胸上小学校 学びを実感しながら育つ子ども

77 真庭市立米来小学校 地域と協働しての「豊かな人間性をもつ児童」の育成

78 鏡野町立鶴喜小学校 思考力を高め、自分の思いを伝え合う子どもの育成を目指して

79 津山市立中正小学校 自ら学びともに学び合う児童の育成

80 玉野市立山田小学校 主体的に学習に取り組み、考え、学び合う子どもの育成

2 / 4 ページ



公益財団法人日本教育公務員弘済会岡山支部

№ 学　　校　　名 研究主題

平成28年度　学校研究助成（助成金）　該当校園一覧

81 赤磐市立石相小学校 表現し合う楽しさを味わう授業づくり

82 津山市立誠道小学校 自分の思いや考えを表現できる子を目指して

83 真庭市立湯原小学校 根拠を明らかにして、表現できる子どもの育成

84 新見市立本郷小学校 確かな学力を身につけた児童の育成

85 高梁市立川上小学校 9年間の学びを見据えた小中連携の取組

86 赤磐市立豊田小学校 どの子も楽しく「わかる」「できる」が実感できる授業づくり

87 津山市立秀実小学校 自分の考えを持ち、交流し合うことを通して、思考力・表現力を身につけていく

88 備前市立三石小学校 確かな読みの力を発揮する子どもの育成

89 備前市立西鶴山小学校 進んで友達とかかわり合い、学び合う児童の育成

90 新見市立西方小学校 主体的に言葉に関わり、豊かに伝え合う子どもの育成

91 高梁市立有漢西小学校 基礎学力の向上をめざした指導法の工夫

92 玉野市立後閑小学校 豊かな心を持ち、よりよく生きようとする子どもを育てる

93 岡山市立五城小学校 小規模校の学習に活性化を促す学校放送番組を活用した授業づくり

94 矢掛町立美川小学校 主体的に学び合う児童の育成

95 新見市立塩城小学校 自分の考えを伝え、つながり合う授業の創造

96 和気町立石生小学校 自分の考えをもち、仲間とともに、いきいきと活動する子どもの育成

97 高梁市立巨瀬小学校 学び愛、考えを深める子どもの育成

98 和気町立日笠小学校 地域の方との閉校記念事業を実施することを通して「ふるさと日笠」のよさを実感

99 高梁市立松原小学校 思いや考えをもって、生き生きと表現する子どもをめざして

100 笠岡市立神島外小学校 英語に親しみ、進んでコミュニケーションを図ろうとする子どもの育成

101 高梁市立中井小学校 自分や友達のよさを知り、夢をもって進んで学ぶ児童の育成

102 倉敷市立南浦小学校 自分の考えをもち、伝え合う児童の育成

103 鏡野町立香北小学校 わかって　できて　好きになる

104 倉敷市立琴浦北小学校 社会現象に目を向ける子どもをめざして

105 岡山市立竜操中学校 高い人権意識を持ち、主体的に行動できる生徒の育成

106 岡山市立京山中学校 英語で情報発信をする力を伸ばす活動

107 岡山市立操南中学校 特別支援教育の視点を生かした授業づくり実践研究

108 倉敷市立新田中学校 生徒が主体的に学ぶ、魅力ある授業づくりについて

109 倉敷市立玉島北中学校 落ち着いた学習集団づくり

110 岡山市立操山中学校 魅力ある学校づくり調査研究事業

111 岡山大学教育学部附属中学校 深い学びを引き出し、これからの時代に求められる資質・能力を育む

112 倉敷市立玉島東中学校 アクティブ・ラーニングを取り入れた授業づくり

113 倉敷市立琴浦中学校 学級経営の充実と確かな学力の育成

114 岡山市立高松中学校 互いを理解し、違いを認め支え合う共生社会実現のための実践活動

115 浅口市立鴨方中学校 生徒の主体的な学びのための「鴨中スタイル」構築の実践

116 岡山市立福田中学校 学び合いによる学力と表現力の育成

117 早島町立早島中学校 「学び合う授業づくり」をめざした実践研究

118 勝央町立勝央中学校 主体的に学び仲間と共に高まろうとする生徒の育成

119 岡山市立岡輝中学校 協同学習を通したアクティブ・ラーニングの取組

120 和気町立和気中学校 自分の考えをもち、表現できる生徒の育成
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121 倉敷市立船穂中学校 「豊かな心」の醸成と、更なる「基本的生活能力」の向上を図る

122 玉野市立玉中学校 人権意識の高揚をめざして

123 岡山市立上南中学校 地域学習を通して、地域の良さを発信できる生徒の育成

124 新見市立新見南中学校 互いに認め合い支え合う望ましい集団の育成

125 津山市立加茂中学校 アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業づくり

126 浅口市立寄島中学校 人間関係を基盤にした学力向上への取組

127 高梁市立高梁北中学校 小規模校の特性を生かした小中連携による教育活動の研究・実践

128 高梁市立高梁東中学校 知・徳・体の調和のとれた生徒の育成

129 美作市立勝田中学校 わたしもあなたも互いに活きて磨き合う仲間づくり

130 高梁市立備中中学校 道徳の時間の指導の充実

131 おかやま希望学園 吉備高原希望中学校 学ぶ意欲、人と関わる楽しさを取り戻すための有効な支援の在り方

132 岡山県立倉敷商業高等学校 倉敷美観地区を活用したグローバル人材育英

133 玉野市立玉野備南高等学校 生徒の自己肯定感を高め、情報化・共生化社会への適応を図る

134 岡山県立津山東高等学校 VYRを活用した授業改善による若手教員育成に関する研究

135 岡山県立烏城高等学校 烏城高校におけるアクティブ・ラーニングの実践

136 興譲館高等学校 清掃活動を通じた道徳的実践力の育成

137 倉敷市立倉敷翔南高等学校 生徒の社会適応能力を育てる授業の実践と評価

138 岡山県立真庭高等学校（久世校地） ICT機器を使った双方向型授業の開発

139 岡山県共生高等学校 イメージを立体化させる

140 倉敷市立玉島高等学校 いちたまで生徒が意欲的に学ぶ授業についての研究

141 岡山県井原市立高等学校 市高イノベーション人材の育成

142 倉敷市立工業高等学校 災害対応内部調査ロボットを事例とした材料、遠隔操作、シミュレーションに関する研究

143 岡山県立岡山南支援学校 知的障害特別支援学校における学習場面でのiPadの効果的な活用について

144 倉敷市立倉敷支援学校 一人一人を伸ばす授業づくり
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