
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 岡山市岡南認定こども園 人とのかかわりが楽しいと感じることができる遊びの環境の工夫と援助

2 岡山市中山認定こども園 人とのかかわりの中で育ち合う子どもをめざして

3 岡山市灘崎認定こども園 自ら遊びに取り組む園児の育成

4 岡山市立吉備東幼稚園 対話的な学びを生み出すための環境構成や教師の援助を探る

5 岡山市錦認定こども園 自ら遊びに取り組む園児の育成

6 岡山市立今幼稚園 対話的な学びを生み出すための教師の援助と環境の工夫を探る

7 岡山市立平井幼稚園 「一緒にしよう」「こうしたらどうかな」「また続きをしよう」と思えるような遊びの充実をめざして

8 新見市立新見中央認定こども園 協同する幼児の姿を求めて

9 岡山市立陵南幼稚園 自ら環境にかかわり主体的に遊ぶ幼児の育成

10 玉野市立荘内幼稚園 やってみたい！一緒にしたい！もっとやりたい！幼児をめざして

11 浅口市立寄島認定こども園 意欲的に楽しく遊べる子どもを目指して

12 岡山市立操南幼稚園 生き生きと活動する姿を目指して、気づきを深めるための環境構成を探る

13 岡山市立福浜幼稚園 幼児の「好奇心」や「やる気」を引き出し、活動につなげるための援助

14 岡山市立芥子山幼稚園 特別支援教育の視点をもち、どの子にとっても魅力ある保育のあり方

15 倉敷市立旭丘幼稚園 友達大好き

16 岡山市立吉備西幼稚園 心つながる温かい集団作りを目指して

17 岡山市立浦安幼稚園 主体的に活動する幼児をめざして

18 新見市立上市認定こども園 心を動かし、意欲的に遊ぶ子どもの育成

19 備前市立香登認定こども園 こころ・からだ・人をつなぐ言葉を育むために

20 新見市立哲西認定こども園 自己肯定感を育むための環境構成と保育教諭の関わり方を探る

21 岡山市立平島幼稚園 心を通わせ、思いを伝え合うことができる幼児をめざして

22 岡山市立旭操幼稚園 意欲的に根気強く取り組む幼児を目指して

23 岡山市立鯉山幼稚園 遊びを通してコミュニケーション能力を育てる

24 津山市立鶴山幼稚園 人とつながりながら遊び込める幼児をめざして

25 岡山市立財田幼稚園 主体的に活動する力の育成

26 岡山市立古都幼稚園 身近な人とかかわる中で、思いや考えを伝え合う幼児をめざして

27 岡山市立加茂幼稚園 ひととの関わりの中で育ち合う幼児の育成

28 岡山市立浮田幼稚園 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

29 新見市立神代認定こども園 一人一人が自分らしく活動するためには

30 岡山市立牧石幼稚園 伝え合う喜びが味わえる教師の援助や環境構成

31 岡山市立政田幼稚園 進んで人とかかわり合いながら、生き生きと学ぶ子どもの育成

32 高梁市立高梁幼稚園 幼児が心を動かしながら、夢中になって遊び込める保育をめざして

33 岡山市立幸島幼稚園 思いを伝え合い、いきいきと活動する幼児をめざして

34 津山市立高田幼稚園 幼稚園教育と小学校研究との接続について

35 岡山市立開成幼稚園 友達と思いを出し合い、いきいきと遊びや生活をする幼児の育成

36 吉備中央町立円城幼稚園 育もう！やりたい・やってみたい・もっとやりたいと感じる心

37 総社市立維新幼稚園 幼児が身近な人に親しみをもち、意欲的に生活する

38 岡山市立御休幼稚園 小人数のよさを生かす保育づくり

39 高梁市立福地幼稚園 ともに育ち合う幼児をめざして

40 高梁市立巨瀬幼稚園 地域とともに育つ幼児の育成について

平成30年度　学校研究助成（助成金）　該当校園一覧
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41 井原市立青野幼稚園 心身ともに　たくましく遊ぶ幼児の育成

42 津山市立加茂幼稚園 加茂幼稚園ありがとうプロジェクト

43 倉敷市立柏島幼稚園 地域力を取り入れた効果的な保育

44 岡山市立角山幼稚園 自分や相手の気持ちに気づき、その気持ちを伝え合う幼児をめざして

45 岡山市立西小学校 豊かな関わりを大切にして伝え合うことで、学びを創る子どもの育成

46 岡山市立吉備小学校 仲間との学び合いの中で、考えを深める子どもの育成

47 岡山市立大元小学校 主体的に学ぶ子どもを育てる授業づくり

48 倉敷市立大高小学校 家庭・学校・地域が協働して「うるおいといきおいのある大高っ子」を育てる学校の創造

49 倉敷市立中島小学校 多様な考えに触れ、主体的に学ぶ児童の育成

50 岡山市立宇野小学校 つながり、学び合う子どもを育てる授業の創造

51 岡山市立津島小学校 子どもの学びを豊かにする授業づくり

52 岡山市立平井小学校 よりよい生活を願い、考え、実践する子供をめざして

53 倉敷市立帯江小学校 一人ひとりの児童が自己存在感・成就感を実感できるような授業を目指して

54 岡山市立御野小学校 若手教員の育成

55 岡山市立三勲小学校 新しい自分に出会い、自己の生き方を豊かにする道徳の学習

56 岡山市立操明小学校 主体的に学び、自分の思いを表現し合うことができる子どもを育てる

57 岡山市立竜之口小学校 自ら考え、ともに学び合う子どもの育成

58 倉敷市立万寿東小学校 自ら学び、伝え合う児童の育成

59 岡山市立財田小学校 学び合い育ち合う授業づくり

60 岡山市立旭操小学校 豊かにかかわりあう子ども

61 岡山市立西大寺小学校 一人一人の思いや願いでつくりあげる授業を目指して

62 倉敷市立菅生小学校 地域とともに未来を創る学校

63 岡山市立大野小学校 自分の思いをもち、学び合い、高め合う授業

64 勝央町立勝間田小学校 自ら学び、共に伸びる児童の育成

65 津山市立鶴山小学校 自ら学び、考え、自分の思いを豊かに伝え合う子どもの育成

66 総社市立山手小学校 児童一人一人が確かな学力の向上をめざして

67 真庭市立遷喬小学校 思いを伝え合い、共に学び合える子どもの育成

68 岡山市立芳泉小学校ひばり分校 誰もが学びやすくなる学習環境の整備

69 総社市立総社中央小学校 友だちと心を通わせながら生き生きと学習する児童の育成

70 浅口市立六条院小学校 自主・協働を育む学級づくり・授業づくり

71 赤磐市立山陽小学校 特別支援学級（知的障害）における姿勢保持の向上をめざして

72 総社市立清音小学校 学ぶ意欲をもち、共に伸びる清音っ子の育成

73 岡山市立彦崎小学校 特別支援教育の視点を生かした授業づくり実践研究

74 倉敷市立第五福田小学校 認め合い、学び合い、共に高め合う児童の育成

75 倉敷市立箭田小学校 「わかる」「できる」「たのしい」が実感できる授業づくり

76 倉敷市立味野小学校 自分の思いや考えを書いて伝える力の育成

77 津山市立林田小学校 主体的・協同的な学びの力の育成

78 岡山市立牧石小学校 主体的な学びを生み出す授業づくり

79 岡山市立加茂小学校 ともに関わり合い、自分の学びを豊かにできる子どもをめざして

80 津山市立北小学校 生き生きと伝え合い、学び合う子どもの育成
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81 岡山市立政田小学校 進んで人とかかわり合いながら、生き生きと学ぶ子どもの育成

82 岡山市立甲浦小学校 自分の考えをもち、表現し学び合う授業づくり

83 倉敷市立琴浦南小学校 分かった！できた！を味わうことができる算数科の授業づくり

84 岡山市立西大寺南小学校 思いや考えを伝え合い、高め合う子どもの育成

85 美作市立美作第一小学校 自分の思いや考えを伝え合うことができる授業づくり

86 倉敷市立岡田小学校 読書活動を通して主体的に判断し、表現する児童の育成を目指して

87 津山市立加茂小学校 多様な学びの機会を得て、夢を膨らませる児童の育成

88 津山市立大崎小学校 人とのつながりを大切にできる子どもの育成

89 浅口市立寄島小学校 自己を見つめ、よりよく生きていこうとする子どもの育成

90 岡山市立平津小学校 豊かなかかわりの中で、自己のよりよい生き方について考える子どもの育成

91 井原市立芳井小学校 「楽しい」外国語の授業づくりに　Let's　Try!

92 岡山市立千種小学校 主体的に考え、豊かに表現する力の育成

93 美咲町立加美小学校 学ぶ楽しさを実感できる授業づくり

94 岡山市立曽根小学校 自分の考えや思いをもち、学び合う子どもの育成

95 岡山市立七区小学校 協働的な学びを通して自分の考えを伝えたり深めたりすることができる児童の育成

96 岡山市立野谷小学校 伝え合う力、学び合う力の育成

97 岡山市立第三藤田小学校 人・社会・自然などと自分とのつながりに関心を持ち、主体的に関わろうとする子どもの育成

98 岡山市立御休小学校 文章を読み取ったり書いたりする力を高める学習指導のあり方

99 倉敷市立連島北小学校 自己を見つめ心豊かに表現する児童の育成

100 岡山市立清輝小学校 自然事象の「おもしろさ」を引き出す「楽しい」理科授業の創造

101 岡山市立蛍明小学校 学び合いを通して、学びを深める子どもの育成

102 備前市立日生西小学校 「わかった！」「できた！」を実感できる算数科の授業づくり

103 新見市立刑部小学校 自分の考えを伝え合い、高め合うことのできる児童の育成

104 真庭市立川東小学校 主体的に取り組み、伝え合う学び合う児童の育成

105 瀬戸内市立牛窓東小学校 道徳科における対話を通して、自己の生き方を振り返り、よりよい自己実現を図る

106 津山市立高倉小学校 自分の思いや考えをもち、生き生きと伝え合う子どもの育成

107 玉野市立大崎小学校 社会的自立を実現するために

108 真庭市立木山小学校 自分の考えをもち、伝え合う授業をめざして

109 真庭市立川上小学校 共に認め合いながら、主体的に学ぶ児童の育成

110 岡山市立雄神小学校 互いを認め合いながら、自他のよさを伸ばす児童の育成

111 久米南町立弓削小学校 より良い人間関係を築き、主体的に考え活動する児童の育成

112 倉敷市立呉妹小学校 一人ひとりの人権意識を高める授業づくりの工夫

113 総社市立新本小学校 外国語に親しみ、進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成

114 高梁市立津川小学校 自ら考え表現できる児童の育成

115 吉備中央町立吉備高原小学校 未来を生き抜く力を育てる

116 倉敷市立下津井西小学校 自分で考え判断し、よりよい人間関係を築くことができる子をめざして

117 吉備中央町立御北小学校 仲間と関わり合いながら、生き生きと主体的に学ぶ子の育成

118 岡山市立福渡小学校 豊かな感性や情操を育てるための音楽科授業の工夫

119 鏡野町立奥津小学校 自分のことばで表現しようとする子どもの育成

120 井原市立県主小学校 確かに読み取ることができる児童の育成
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121 真庭市立河内小学校 自己の生き方を豊かにする道徳の学習

122 矢掛町立中川小学校 落ち着いた学習環境づくりと諸連携による学力向上の取組

123 岡山市立竹枝小学校 音楽科の学習を通して人とのつながりを豊かにし、音楽表現の喜びを味わう

124 高梁市立富家小学校 自分の考えをもち、学び合う児童の育成

125 岡山市立灘崎小学校迫川分校 言語活動の充実を通して、豊かに学び合う授業の創造

126 高梁市立玉川小学校 考えを伝え合い、学び合う児童の育成

127 新見市立神郷北小学校 確かな読みの力をつける国語科の授業をめざして

128 新見市立矢神小学校 見通しをもち、主体的に活動できる子どもの育成

129 岡山市立小串小学校 見直そう　私たちの小串

130 新見市立千屋小学校 自分の思いや考え伝え合い、高め合う子どもの育成

131 真庭市立樫邑小学校 自ら学び、共に高め合うことのできる児童の育成

132 津山市立津山東中学校 積極的に生徒と生徒をつなげる授業づくり

133 倉敷市立福田中学校 自ら学ぶ意欲を高める指導の工夫

134 倉敷市立連島中学校 魅力ある授業作り

135 倉敷市立多津美中学校 中学校区における幼小中連携の効果的な取組について

136 岡山市立福南中学校 自ら表現し、学び合う授業づくり

137 倉敷市立玉島西中学校 授業力の向上

138 岡山市立興除中学校 中学校区・小・中連携教育における中学校教職員の役割

139 岡山市立石井中学校 主体的に学び合う集団づくり

140 新見市立新見第一中学校 主体的に学び合い、高め合う生徒の育成を目指して

141 岡山市立岡山中央中学校 特別支援教育の視点を活かした授業づくり

142 岡山市立藤田中学校 学び合いを取り入れ、「わかる」「できる」でつながる授業づくり

143 倉敷市立南中学校 豊かな人間性と実践力を育成するための取組

144 倉敷市立連島南中学校 ALで育つ生徒を指導する教職員組織活性化

145 玉野市立荘内中学校 キャリア教育の視点にたった、生きる力を育む教育課程の工夫

146 吉備中央町立加賀中学校 認め合い、支え合う人間関係を土台とした学力の向上

147 総社市立総社中学校 ふるさと総社から自己の将来を見つめ、意欲をもって学び続ける生徒の育成

148 美咲町立中央中学校 聴き合い、学び合う授業づくり

149 高梁市立成羽中学校 支え合う人間関係づくりを通した学力向上の取り組み

150 岡山市立建部中学校 自他の人権を大切にし、互いを高め合う人間関係づくり

151 赤磐市立赤坂中学校 子どもの主体的な活動力の向上を図る

152 笠岡市・矢掛町中学校組合立小北中学校 一人ひとりの「学び」の保障と温かい支持的集団づくりを目指して

153 新見市立大佐中学校 通常学級における特別な支援が必要な生徒の理解と支援の工夫

154 倉敷市立黒崎中学校 主体的に学び、互いに認め合い高め合う生徒の育成

155 赤磐市立吉井中学校 自律した学習者の育成

156 和気町立佐伯中学校 地域とつながる学校づくり

157 新庄村立新庄中学校 小中一貫教育の推進

158 倉敷市立水島中学校 アクティブ・ラーニングの視点を取り入れた授業改善

159 岡山県立倉敷古城池高等学校 主体的に学び、社会に貢献する生徒の育成

160 岡山県立岡山東商業高等学校 地域の環境改善のための主体的な社会貢献活動の実践
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161 岡山県立岡山大安寺中等教育学校 How to 学習

162 岡山県立倉敷工業高等学校 生徒に育成したい資質・能力を明確にした指導と評価の一体化

163 岡山県立玉野光南高等学校 チーム光南「授業力アップ」～効果的なALの実践を目指して～

164 岡山県立興陽高等学校 iPadを支援ツールとして活用した協働的に学び合う授業の実践研究「iPad 5 project」

165 岡山県立玉島商業高等学校 新たな学びの創出

166 岡山県立瀬戸高等学校 ひたぶるタイムで「6つの力」をつける人材育成プロジェクト

167 岡山県立玉野高等学校 生徒の学ぶ意欲や課題解決能力向上

168 玉野市立玉野商工高等学校 災害対応ロボットを事例とした人命救助、捜索シミュレーションに関する研究

169 岡山県立高梁城南高等学校 城南モザイクプロジェクト

170 岡山県立和気閑谷高等学校 国内外の学校間連携によるグローカル人材の育成

171 岡山県立勝間田高等学校 ユニーバーサルデザインの考えを取り入れた授業改善の取組

172 岡山県立真庭高等学校落合校地 森林資源等を活用したまちづくり

173 岡山県立津山工業高等学校 地域資源の特長を生かした人材育成の取組

174 岡山県高梁市立宇治高等学校 地域イベント（宇治物産まつり）に参加し、勤労観を育む

175 岡山県立岡山聾学校 言語指導・言語活動の充実をめざして

176 岡山県立岡山盲学校 視覚障害児に対するデジタル教材の有効性について
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