
 

2018（平成 30）年度教育振興事業の選考結果について 
    2018年 8月 24日（金）開催の教育振興事業選考委員会にて下記の所属所は承認されました。 

１．教育研究助成事業 

(1) 教科等研究助成   

小学校    

地  区 申 請 校 テ ー マ 

神 戸 

（18） 

神戸市立向洋小学校 生涯にわたって生きる読書活動をめざして 

神戸市立宮本小学校 『つたえる・つながる』～人・もの・お金を大切に～ 

神戸市立春日野小学校 
自分の考えをもち、書くことや伝えることを通して、豊かに表

現する子供を目指して 

神戸市立雲中小学校 協同的な学びを大切にし、問題解決の学習展開に挑戦する 

神戸市立湊小学校 防災教育の推進 

神戸市立会下山小学校 
放課後学習の充実 

～これからの放課後学習の実践と研究～ 

神戸市立水木小学校 マイノートを活用した算数授業の改善に関する取組 

神戸市立宮川小学校 
子供を加害者にも被害者にもさせないために～携帯・スマート

フォンと安全につきあうための指導の工夫～ 

神戸市立妙法寺小学校 
児童のニーズに応じた指導の研究（ユニバーサルデザインの授

業作り） 

神戸市立横尾小学校 論理的な思考力を高めるプログラミング学習 

神戸市立神陵台小学校 ＩＣＴ環境の整備とＩＣＴ機器の利活用推進による授業改善 

神戸市立東町小学校 小学校英語学習における地域リソースとの効果的な連携 

神戸市立小寺小学校 
一人一人の力をのばし仲間とともに学びあう学習指導を目指し

て 

神戸市立井吹の丘小学校 情報活用能力を養う学習指導のあり方 

神戸市立月が丘小学校 
子どもたちが笑顔で楽しく毎日を過ごせる学校づくりを目指し

て 

神戸市立玉津第一小学校 自分を大切に 友達も大切にする 学習集団を目指して 

神戸市立枝吉小学校 基礎学力向上のための研究 

 神戸市立岩岡小学校 子どもたちのために力を高め合える教師集団を目指して 

阪 神 

（19） 

尼崎市立名和小学校 
自己の生き方についての考えを深め、共によりよく生きる児童

を育む道徳教育 

尼崎市立武庫小学校 
自己の考えを豊かに表現し、ともに学ぶ子どもの育成を目指し、

学び合いを通して、一人一人の考えを深める授業づくり 

尼崎市立立花南小学校 公立小学校における「特別の教科 道徳」 

尼崎市立浜小学校 
自ら学び、互いを認め合い、共に生きる子をめざしてー「伝え

合う力」を育てる工夫 

 

 



 

地  区 申 請 校 テ ー マ 

阪 神 

（19） 

西宮市立高木小学校 
個々の学力に関係なく全ての子供に学ぶ場を作り、学び合う高木

っ子を育てる研究 

西宮市立鳴尾小学校 ぬくもりのある子供～根拠をもとに表現する子供を育てる～ 

西宮市立春風小学校 つながりあって 伸びる 聴き合う 学び合う 授業づくり 

西宮市立上ヶ原南小学校 かかわり合いを活かした授業の工夫 

宝塚市立逆瀬台小学校 小学校外国語活動・外国語科実施に向けての取り組みから 

宝塚市立山手台小学校 
自ら考え、共に高まる 学びをめざして～自己表現力を高める授

業づくり～ 

宝塚市立高司小学校 
語彙を豊かにし、対話を通して自分の考えを広げ深める子どもの

育成 

伊丹市立瑞穂小学校 
深い学びに向かう子どもの姿をめざして～形だけでの話し合い活

動で終わらせない手立てを探る～ 

伊丹市立有岡小学校 
自ら考え意欲的に学ぶ子をめざして～問題解決の力を高めるため

のあり方をさぐる～ 

川西市立多田小学校 主体的・対話的な学習を通して、深い学びを生む授業づくり 

川西市立緑台小学校 
「こころ豊かで志をもって自分の未来を切り拓く」子どもたちの

活動をめざす、新しい道徳教育 

三田市立けやき台小学校 
学びに向かう力を育てる～子どもたちが主体的に考え、つなぎ、

高め合う授業を目指して～ 

三田市立すずかけ台小学校 
伝え合い 高め合いながら 学ぶ力を身につけていく子をめざし

て  

芦屋市立打出浜小学校 地域に学び、子どもたちの国際性・創造性を育てる 

猪名川町立松尾台小学校 児童のコミュニケーション能力を高める授業研究 

東播磨 

（13） 

明石市立人丸小学校 主体的に思考し、対話的な学びを通して高め合う子どもの育成 

明石市立山手小学校 豊かに学びあい、自信と誇りをもつ子どもの育成 

加古川市立川西小学校 「学ぶ楽しさを実感し、主体的に課題に取り組む児童」の育成 

加古川市立別府小学校 主体的に考え、よりよく生きようとする児童の育成 

高砂市立米田小学校 
豊かな言葉で 豊かに関わり合える子～「考える わかる でき

る」をとおして～ 

稲美町立天満小学校 豊かな心と実践力を育み、未来を拓く家庭科教育 

西脇市立西脇小学校 地域に根差したキャリア教育のとりくみ 

三木市立中吉川小学校 
自分の考えを生き生きと表現し、主体的に学習する子の育成～豊

かな対話による算数科の授業を通して～ 

三木市立東吉川小学校 
つながり合い、学びに向かう子をめざしてー対話的な学びを軸に

した思考を深める授業の創造ー 

小野市立大部小学校 
日常生活に社会福祉が深く関わっていることを知り、自分ができ

ることや、未来の便利なものを考える 

加西市立富田小学校 生き生きと自分の考えを表現し、主体的に学び合う子の育成 

加東市立三草小学校 
筋道を立てて考え、表現できる子の育成～ともに学び、高め合う

授業づくり～ 

多可町立杉原谷小学校 こころ豊かにたくましく生きるふるさと大好き杉小っ子の育成 

 

 



 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

中 播 

（9） 

福崎町立高岡小学校 
いいたい ききたい かんがえたい だから たのしい「特別の

教科 道徳」 

姫路市立高岡小学校 国語好きな子どもを育てる国語科授業の創造 

姫路市立豊富小学校 
自ら考え、行動する自立した消費者の育成～消費者市民を目指し

て～ 

姫路市立城西小学校 
豊かな人権感覚を培い、共に学び共に生きていこうとする児童の

育成～特別の教科 道徳の授業改善を目指して～ 

姫路市立荒川小学校 自ら考え、伝え合うことによって学びを深める授業づくり 

姫路市立林田小学校 
次代を担う子どもたちに自立と共生の力を育む人権教育の充実を

図る 

姫路市立別所小学校 
家庭や地域との絆を深め、協働して豊かな生活を創り出す家庭科

教育 

姫路市立青山小学校 
自ら学び、伝え合い、深く学ぼうとする子の育成をめざした授業

の創造 

姫路市立船場小学校 自分も大切にし、他も大切にする人権教育の創造 

西 播 

（7） 

相生市立矢野小学校 人や自然とふれあうことによって学ぶ教育 

赤穂市立御崎小学校 
豊かなこころで互いに高め合い、夢をもって進んで行動する児童

の育成 

赤穂市立坂越小学校 
「地域で育つ坂越っ子」～地域のひと・もの・ことで育まれる豊

かな心～ 

上郡町立高田小学校 
夢に向かって自ら学び、たくましく生きる力の育成～食を通して

気づき、学び、生かすことのできる子に～ 

佐用町立利神小学校 「視点」と「問い」の質を高めることで追究する子どもを育てる 

宍粟市立河東小学校 主体的・対話的で深い学びのある授業づくり 

たつの市立神部小学校 「主体的・対話的で深い学び」授業改善促進 

但 馬 

（7） 

 

新温泉町立温泉小学校 未来につながる社会科学習 

養父市立広谷小学校 
「つくりだす喜び・ひびきあう楽しさ」～ひらめく つかむ や

ってみる～ 

豊岡市立竹野南小学校 豊かな人間関係を育む特別活動 

豊岡市立府中小学校 かかわり合いを通して 学ぶ喜びをあじわう児童の育成 

豊岡市立奈佐小学校 違いを大切にし、自らつながる児童の育成 

香美町立小代小学校 
「ふるさと小代で心豊かに学ぶ」～少人数・小規模校の特色を生

かした小中一貫化教育への取組～ 

朝来市立竹田小学校 主体的、協働的な学修により、児童自らが創り上げる授業の研究 

丹 波 

（5） 

篠山市立城北畑小学校 いきいきと伝え合い、友だちとつながる外国語の授業づくり 

篠山市立城東小学校 
動ける身体をつくり元気な子を育成する～「楽しさ」や「喜び」

を感じるよい体育授業を目指して～ 

篠山市立今田小学校 
読み取ったことをもとに、自分の考えや思いを伝え合う子の育成

～読解力を伸ばす学習指導の工夫～ 

丹波市立進修小学校 
「成長を認め、励ます評価の研究」～自分の生き方を考え、対話

する道徳科の授業をめざして～ 

丹波市立青垣小学校 「わかった・できた・うれしいな」みんなが参加する授業 



 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

 

 

淡路 

（5） 

洲本市立洲本第二小学校 
ICT機器を効果的に活用したアクティブ・ラーニングの研究につい

て 

洲本市立加茂小学校 「主体的・対話的で深い学び」につながる授業改善について 

南あわじ市立阿万小学校 
たがいに認め合い、進んで学び考える子をめざして～表現力を高

める指導の工夫～ 

 
南あわじ市立 

三原志知小学校 
新学習指導要領の視点に基づいた授業改善 

 淡路市立一宮小学校 
学びに向かう力を育む 

～学習規律・学習過程スタンダードの構築～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中 学 校    

地 区 申 請 校 テ ー マ 

神 戸 

（12） 

神戸市立本山中学校 ICT環境整備による授業活動の変容 

神戸市立御影中学校 教員の働き方改革 

神戸市立筒井台中学校 学び続ける職場集団を目指してＯＪＴの実践 

神戸市立神戸生田中学校 生きる力を育む学校図書館を目指して 

神戸市立大池中学校 
ＩＣＴを活用した授業づくりに取り組んだ３年間を振り返

り、生徒たちの学びがどう変わったのかを検証する 

神戸市立北神戸中学校 『「道徳科」育む』～教科化に向けての実践～ 

神戸市立大沢中学校 
子供たちの１１年の育ちを見通し、学びを深化させる幼小

中の連携強化 

神戸市立駒ヶ林中学校 学年合唱指導 

神戸市立鷹取中学校 若手教員を育てるＯＪＴ～たかとり教師塾～ 

神戸市立友が丘中学校 
学校創立４０周年を迎え、校区地域の歴史、文化に思いを

馳せると同時に、これからのよき未来を思索する 

神戸市立東落合中学校 分かる授業の推進 教職員同士の学び合い 

神戸市立桃山台中学校 
教員の働き方改革に貢献する、採点支援ソフトの活用につ

いて 

阪 神 

（10） 

尼崎市立立花中学校 生徒と教師がともに学び成長する学校づくり 

尼崎市立大庄中学校 
自ら進んで家庭学習に取り組む生徒を育てるための学習指

導の充実 

西宮市立深津中学校 
地域・社会とつながる「カリキュラム・マネジメント」の

実現 

西宮市立高須中学校 
「主体的に学ぶ生徒の育成」～共に学び合う授業づくりを

目指して～ 

芦屋市立山手中学校 学校図書館を活用した授業づくりや読書活動の推進 

伊丹市立西中学校 
自ら学び、自ら表現できる活力ある生徒の育成～思考を深

め、生き生きと活動する生徒の育成～                          

伊丹市立松崎中学校 生徒指導が機能する授業実践 

宝塚市立光ガ丘中学校 主体的・対話的で深い学びの実現を目指して 

川西市立緑台中学校 深い学びの追究 考え・動き・活躍できる生徒の育成 

猪名川町立猪名川中学校 学力向上～「主体的・対話的で深い学び」の授業づくり～ 

東 播 

北 播 

（9） 

明石市立錦城中学校 自ら考え表現し よりよく生きようとする子の育成 

明石市立朝霧中学校 「主体的対話的で深い学び」を実現する授業改善 

明石市立野々池中学校 豊かな心で、自他を大切にし、社会に貢献する人間の育成 

加古川市立加古川中学校 「考え議論する」道徳科の指導と評価 

高砂市立竜山中学校 科学的な興味・関心を高める協同的な授業の実践 

小野市立河合中学校 心の響き合う合唱指導をめざして 

 加西市立北条中学校 主体的な学びから生徒の生きる力を育成する 

 加西市立泉中学校 自ら学ぶ力を育む社会科学習 

 多可町立中町中学校 
感性の揺らぎ～対話を通じて物事を多面的・多角的に考え

ることができる授業づくり～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

中 播 

（6） 

姫路市立高丘中学校 吹奏楽部による、地域行事に対する貢献ならびに交流活動 

姫路市立書写中学校 夢と希望をもち、未来を切り拓く力を育てる道徳教育 

姫路市立東中学校 
生徒達が希望を持って自立的に未来を切り拓いて生きてい

く力を養うため、キャリア教育を推進する 

姫路市立置塩中学校 
授業のユニバーサルデザイン化と「学力向上のための１０か

条」を掲げて全校生徒の基礎学力向上に取り組む 

姫路市立安室中学校 学校司書と連携した読書活動の実践 

市川町立市川中学校 自分と他人を大切にする人権学習 

西 播 

（4） 

赤穂市立坂越中学校 
主体的に学び 仲間と共に よりよく生きようとする子ど

もの育成 

上郡町立上郡中学校 
学力の向上をめざした取り組みー全校で取り組む指導体制

の確立をめざしてー 

佐用町立三日月中学校 
数学科・英語科において、小・中連携教育をとおした、主体

的・対話的で深い学びの実現 

たつの市立揖保川中学校 
「当事者としての平和教育」ー社会問題に関心を持ち、積極

的に関わろうとする「当事者意識」を培う平和学習ー 

但 馬 

（4） 

豊岡市立豊岡北中学校 主体的に考え、対話的活動を通して深い学びを 

豊岡市立港中学校 自ら課題を持ち主体的に取り組む生徒の育成 

朝来市立朝来中学校 
主体的・対話的で深い学びにむけて～ＵＤの視点を活かした

授業創り～ 

朝来市立梁瀬中学校 自他を認め 高め合う 道徳教育の実践 

丹 波 

（4） 

丹波市立柏原中学校 
社会的・職業的に自立し、自分らしい生き方を実現するため

の力をいかに生徒に付けさせるかを検証する 

篠山市立篠山東中学校 
学びをつなぐ力を高める授業をめざして～受けとめる・伝え

合う・重ね合わせる～ 

三田市立長坂中学校 性教育の推進～LGBTについての理解 

三田市立八景中学校 
在日外国人の子どもたちへの、国籍や民族の「違い」を認め

合い、共生しようという意欲を育てる教育の研究 

淡 路 

（4） 

洲本市立安乎中学校 
さまざまな人権課題の早期解消を目指し、ともに生きる社会

づくりの推進 

淡路市立北淡中学校 生徒一人一人の心身の健康の増進を目指して 

淡路市立一宮中学校 
情報モラル向上プログラム 生徒自身が主体的に学ぶため

に 

南あわじ市立西淡中学校 全校生で守る「慶野松原環境保全活動」 



 

 

高等学校・特別支援学校・幼稚園・その他   

 

校種等 申 請 校 テ ー マ 

 県立豊岡高等学校 
教科間連携による深い学びにつながる理科課題研究の指導方

法の開発 

 県立尼崎小田高等学校 
内容言語統合型学習（ＣＬＩＬ）理論を取り入れた、高校英

語科授業実践開発及びその検証 

高等学校 

(6) 

県立三田祥雲館高等学校 
英語の４技能指導、数学の反転授業等の推進による「主体的・

対話的で深い学び」の実践的かつ組織的な研究 

県立加古川東高等学校 普通科における探求的授業のあり方 

 

県立日高高等学校 看護技術を学ぶ初学者のための新たな看護技術教育の工夫 

芦屋国際中等教育学校 
確かな学力を育成するための後期課程における学習評価の在

り方について 

特別支援 

(3） 

県立氷上特別支援学校 漢字の習得に困難を抱える子どもへの支援を考える 

神戸市立いぶき明生特別 
支援学校 一人一人が主体的に学び、達成感のある授業づくり 

兵庫県肢体不自由特別支援

学校事務職員研究会 はじめて特別支援学校につとめる事務職員ガイド等の作成 

 神戸市立いかわ幼稚園 
身近な環境に主体的にかかわり、心も身体も弾ませて遊ぶ子

供を目指して 

幼稚園 

(5) 
神戸市立玉津第二幼稚園 

感じ・考え・伝え合う～身近な環境との関わりを学びにつな

げる教師の援助を探る～ 

 

明石市立大久保南幼稚園 心はずませ遊ぶ子供をめざして 

姫路市立英賀保幼稚園 
様々な体験活動を通して、学びの芽生えや豊かな感情を育む

保育の工夫 

上郡町立上郡幼稚園 人とのかかわりを深め、心はずませて遊ぶ子どもの育成 

 

 

 

団体等 

(6) 

姫路市小学校社会科 

教育研究会 

社会的な見方・考え方を働かせて、よりより社会を創造する

子の育成 

姫路市小学校教育研究会 

図画工作科部会 

新しい学習指導要領のもと小学校図画工作科と中学校美術科

をつなぐこれからの視点と評価のあり方について 

 神戸市立中学校校長会 学校管理職の危機管理能力、対応力の向上をめざして 

 兵庫公立小・中学校女性校長会 
豊かな心と確かな学力をはぐくみ、地域の核となる学校経営

に取り組むための研究を深める 

 神戸市立幼稚園教育研究会 教員の資質向上を図る 

 
道徳科の授業の在り方を 

考える会 
道徳科の授業の在り方～特別の授業道徳を中心に～ 

 

 

 

 

 



 

（2）支部奨励   

 

（3）教育実践研究論文 ※推薦表彰等は８月２２日開催の教育実践論文選考委員会の審査結果を記載。 

 学校部門      

学 校 名 論文主題 推薦・表彰等 

神戸市立御影幼稚園 日々の保育に「だんじり」を取り入れ、教育内容の充実を図る 優良賞 

神戸市立名谷小学校 すべての子供たちの「もっと！」を目指して 優秀賞 

神戸市立六甲小学校 日常的に運動を楽しむ児童の育成 奨励賞 

神戸市立妙法寺小学校 お互いの｢大切さ｣に気付き、人とつながる取組 優秀賞 

県立神戸高塚高等学校 生命の尊厳と人間尊重の精神を基盤とした生徒の育成 優良賞 

尼崎市立水堂小学校 学力保証で学校が変わる 優秀賞 

宝塚市立逆瀬台小学校 児童と教職員が生き生きと活動できる学校づくりを目指して 奨励賞 

芦屋市立打出浜小学校 ｢大阪北部地震」における学校の対応と今後の課題 優秀賞 

宝塚市立光明小学校 特別活動で子どもが変わる・学校が変わる 優良賞 

県立鳴尾高校 校外学習（臨海学舎）の教育効果について 奨励賞 

県立尼崎西高等学校 防災プロジェクトの実施とその成果について 優良賞 

県立阪神昆陽高等学校 
県立阪神昆陽特別支援学校 ノーマライゼーションの礎をめざして 優秀賞 

加古川市立別府町幼稚園 心豊かに学び合い 育ち合う子供の育成をめざして 優良賞 

三木市立みなぎ台小学校 自ら学び ともに伸びゆく子の育成 奨励賞 

加古川市立川西小学校 「学ぶ楽しさを実感し、主体的に取り組む児童」の育成 奨励賞 

明石市立錦浦小学校 みんなの笑顔の学校をつくるための人権教育 優良賞 

申 請 団 体 内  容 

神崎郡小中学校事務職員協議会 学校現場における業務改善推進の取組 

兵庫県立学校事務職員協会 若手職員の育成とリーダーとなるべき職員の育成 

兵庫県公立定時制通信制高等学校長会 

兵庫県公立高等学校定時制通信制教頭会 
兵庫県高等学校定時制通信制生徒生活発表会 

近畿工業高等学校長協会 
工業教育に関して講話、研究協議等により研修を深め、近

畿地区高等学校の工業教育の充実と発展に資する 

神戸市立中学校技術・家庭科教育研究部 
持続可能社会の実現に向けて、生活を工夫し創造する資

質・能力を育む技術・家庭科教育 

兵庫県立学校事務長会   

 新しい時代のマネジメント研修委員会 

学校業務の多様化・グローバル化・ICT化など 

新しい時代に対応する意識・能力の育成を継続的に推進す

る 



 

加古川市立平岡南中学校 「自ら 見つけ 学び わかる喜び」をめざす社会科授業 奨励賞 

県立西脇工業高等学校 学校・学科間連携による主体的な学びから、ものづくりの原点

を体感する課題研究 優良賞 

太子町立太田幼稚園 であい つながり 学び合う 優良賞 

相生市立青葉台小学校 算数科を通して思考力、判断力、対話力を育む 優良賞 

丹波市立山南中学校 ユニバーサルデザインの視点を取り入れた授業づくり 奨励賞 

洲本市立鮎原小学校 生き生きと伝え合い、学び合う児童の育成 優良賞 

淡路市立中田小学校 豊かな感性を育てる音楽教育 奨励賞 

洲本市立大野小学校 「主体的・対話的で深い学び」の授業改善を目指して 優良賞 

淡路市立志筑小学校 教師が変わる、子どもが変わる、学校・地域が変わる 本部推薦 

 

個人部門       

学 校 名・執筆者 論文主題 推薦・表彰等 

神戸市立西代中学校 
清原 秀幸 多文化共生教育の取組について 優秀賞 

神戸市立西落合中学校 
     長井  功 いじめを許さず、「共に生きる心」を育む指導 優良賞 

神戸星城高等学校 
     延原  宏 私立高等学校生徒が行う地域連携事業の実践報告 優良賞 

県立長田高等学校 
     堀  琢也 私の小論文指導 奨励賞 

県立伊川谷北高等学校 
和田 祐司 学校設定科目（Speech and Discussion）の授業案と教材の作成 奨励賞 

西宮市立夙川小学校 
     古野 和子 ランチルームを活用した「おいしい給食・楽しい食育！」 優良賞 

猪名川町立白金小学校 
     川西 栄治 学校経営における喫緊の課題解消を考える 優秀賞 

芦屋市立打出浜小学校 
     植戸 宏行 心を動かす授業づくり 本部推薦 

兵庫県西宮市小学校 
教科等研究会理科部会 

安部洋一郎 
児童が主体的に思考する授業の創造 本部推薦 

加古川市立浜の宮小学校 
     荒井 明美 意欲的に学習に取り組む国語科授業の提案 優秀賞 

多可町立中町北小学校 
     吉田 典之 ふるさとキャリア教育の実践 優秀賞 

三木市立三木小学校 
     岩﨑 英一 地域の未来をイメージできる学校事務組織について 優良賞 

三木市立三樹小学校 
     伊藤 寧 

アーギュメント法を用いて科学的に説明する力を高める理科の

学習 優秀賞 

たつの市立新宮小学校 
     石堂 裕 主体的に考え、議論する探求的な授業の創造 優良賞 

篠山市立八上小学校 
    足立 圭吾 教員の力量向上を目指した対話の実践 優良賞 



 

県立洲本実業高等学校 
     上田 敬司 

ものづくりとビジネス教育をとおした 知的財産権の学習およ

び創造性の育成 優良賞 

阪南大学 
     平山 弘 ファッションは自分自身の鏡 奨励賞 

兵庫県立大学  
地域ケア開発研究所 
     佐々木美絵 

心停止によって倒れた人に対する蘇生実施に関する研究 奨励賞 

 

（4）教育研究紀要作成等助成     

 対  象：高等学校(分校含)・特別支援学校（高等部） 

Ａ４コピー用紙５箱を１７９校に贈呈しました。 

 

２．教育文化事業  

（1）教育文化活動助成   

申 請 校  内  容 

県立西脇高等学校 
播州織を活かしたオシャレな生け花製作及び端切れを活用した

布の花の作り方や演出方法の習得 

県立佐用高等学校 佐用町に伝わる皆田和紙の文化の保存と継承を目指して 

県立赤穂高等学校（定時制課程） 赤穂の塩を使ったソルトアート体験教室の実施 

県立但馬農業高等学校 牛車を使った花嫁行列の再現による、但馬地区の伝統の継承 

県立豊岡高等学校（定時制課程） 
地域の伝統工芸を伝承するためのミニチュアランドセルづくり

と配布 

県立洲本高等学校 箏の演奏技術の向上と地域行事における演奏の披露 

 

（2）ボランティア活動助成  

中学校 

申 請 校 内  容 

神戸市立櫨谷中学校 地元のイベントで演奏活動することで地域の活性化に貢献 

神戸市立本多聞中学校 
ボランティア活動を通して地域の方々と本校生徒が「顔の見える関係」

を構築する 

明石市立衣川中学校 学校と地域との交流や校種間交流の充実 

明石市立望海中学校 校区内まちづくり協議会との連携による地域行事への参加 

姫路市立白鷺小中学校 

（後期課程） 
地域と協働したバタフライガーデンの植栽活動 

丹波市立和田中学校 地元の薬草・薬樹で染めたハンカチを世界の子どもたちに贈ろう 

豊岡市立港中学校 ふれあいを大切に、地元の浜を自分たちの手できれいにしよう 

洲本市立青雲中学校 外来植物から故郷の自然を守ろう 

南あわじ市立三原中学校 
よみがえれ！“ホタルの里”～47年の伝統・地域とともにホタルを守

る～ 



 

高等学校 

 

 

（3）へき地学校教育支援助成（平成２９年度～平成３３年特別事業） 

申 請 校 内    容 

南あわじ市立沼島小学校 小規模校であり他校と交流し見聞を広げる 

南あわじ市立沼島中学校 ふるさとを見つめ、心身ともにたくましく生きる生徒の育成 

姫路市立坊勢中学校 今年もやろう！文化祭！  

   ※姫路市立坊勢小学校については、本部事業の「一輪車教室」を実施      

 

 

（4）特別支援学校に対する助成事業 

 

 

 
 

 

 

申 請 校 内  容 

県立舞子高等学校 平成 30年 7月豪雨で被災された地域の復旧活動を行う 

神戸市立神港橘高等学校 地域の産学民公と協働した地域課題発見・解決型キャリア教育 

県立武庫之荘総合高等学校 吹奏楽部による地域での演奏活動 

県立神崎工業高等学校 熊本地震の復興支援 

県立播磨南高等学校 
地域の活性化に貢献し、地域になくてはならない存在であり続ける

ためのボランティア活動の充実 

県立三木東高等学校 
吹奏楽部による介護福祉施設・デイサービスセンターでの慰門演奏

ならびに交流活動 

県立神崎高等学校 「今、私たちができる活動」の継続 

県立姫路商業高等学校 
地域の様々なボランティア活動に自発的に参加し、地域活性化のお

手伝いをする。 

県立太子高等学校 地域に感謝 地域に生きる 私たちにできることを全力で！ 

県立北摂三田高等学校 
「音楽が繋ぐ地域の心-吹奏楽演奏を通した地域交流による、心豊

かで温かなコミュニティの醸成-」 

県立和田山高等学校 相手の心を知り・自らの心を強くする 

県立津名高等学校 ギター・マンドリン部の高齢者施設での訪問演奏 

実   施   校 企 画 名 

西はりま特別支援学校 夏の親子ふれあい会 

県立氷上特別支援学校 移動動物園   

県立赤穂特別支援学校 歌と講演  

県立高等特別支援学校 演劇鑑賞  



 

 

(5)英語落語鑑賞会 

実   施   校 実施日 

県立網干高等学校 5月 23日(水) 

神戸市立竜が台中学校 7月 18日(水) 

丹波市立山南中学校 10月 11日(木) 

県立尼崎北高等学校 10月 31日(水) 

神戸市立鷹匠中学校 11月 12日(月) 

県立西脇高等学校 11月 14日(水) 

篠山鳳鳴高等学校 12月 13日(木) 

三木市立星陽中学校 12月 19日(水) 

川西市立多田中学校 1月 11日(金) 

県立西宮高等学校 3月 8日(金) 

 

（6）出張上方落語鑑賞会    

実   施   校 実施日 

姫路市立家島小学校 5月 17日(木) 

小野市立河合小学校 5月 25日(金) 

尼崎市立水堂小学校 5月 31日(木) 

神崎郡市川町立甘地小学校 6月 14日(木) 

神戸市立西代中学校 6月 14日(木) 

淡路市立多賀小学校 6月 15日(金) 

新温泉町立浜坂中学校 6月 21日(木) 

姫路市立置塩中学校 6月 28日(木) 

養父市立建屋小学校 7月 6日(金) 

伊丹市立瑞穂小学校 8月 31日(金) 

神戸市立有野東小学校 9月 10日(月) 

神戸市立高丸小学校 9月 12日(水) 

川西市立多田小学校 9月 19日(水) 

神戸市立稗田小学校 9月 20日(木) 

姫路市立坊勢小学校 9月 21日(金) 

神戸市立東垂水小学校 10月 4日(木) 

神戸市立摩耶小学校 10月 4日(木) 

洲本市立洲本第一小学校 10月 5日(金) 

市川町立川辺小学校 10月 11日(木) 

たつの市立新宮小学校 10月 12日(金) 



 

宝塚市立安倉小学校 10月 16日(火) 

宍粟市立千種小学校 10月 18日(木) 

西脇市立芳田小学校 10月 25日(木) 

豊岡市立弘道小学校 10月 26日(金) 

神戸市立舞子中学校 10月 26日(金) 

相生市立那波中学校 11月 2日(金) 

神戸市立有馬中学校 11月 7日(水) 

豊岡市立中筋小学校 11月 8日(木) 

豊岡市立港中学校 11月 15日(木) 

川西市立明峰中学校 11月 28日(水) 

姫路市立糸引小学校 11月 29日(木) 

神戸市立本多聞小学校 11月 30日(金) 

淡路市立東浦中学校 11月 30日(金) 

たつの市立誉田小学校 12月 17日(月) 

神戸市立桜が丘小学校 12月 20日(木) 

神戸市立有瀬小学校 12月 20日(木) 

神戸市立宮本小学校 1月 10日(木) 

神戸市立鶴甲小学校 1月 24日(木) 

三木市立緑ヶ丘小学校 1月 25日(金) 

神戸市立大沢中学校 1月 31日(木) 

加古川市立上荘小学校 2月 8日(金) 

明石市立中崎小学校 2月 15日(金) 

 

（7）環境教育アニメ劇 ＮＰＯ法人メダカのコタロー劇団による鑑賞会   

    実   施   校 実施日 

猪名川町立楊津小学校 5月 9日(水) 

神戸市立花谷小学校 5月 16日(水) 

養父市（全９校）広谷小学校開催 6月 5日(火) 

揖保郡太子町立石海小学校 6月 29日(金) 

多可郡多可町立杉原谷小学校 7月 5日(木) 

明石市立谷八木小学校 7月 18日(水) 

南あわじ市三原志知小学校 9月 1日(土) 

赤穂郡上郡町立山野里小学校 9月 28日(金) 

尼崎市立わかば西小学校 10月 12日(金) 

宝塚市立逆瀬台小学校 10月 19日(金) 

小野市立市場小学校 10月 22日(月) 



 

加西市立賀茂小学校 10月 24日(水) 

佐用郡佐用町立上月小学校 11月 9日(金) 

稲美町立母里小学校 11月 14日(水) 

神崎郡神河町立長谷小学校 11月 16日(金) 

神戸市立本山第三小学校 11月 19日(月) 

神戸市立雲中小学校 11月 26日(月) 

加古川市立平岡北小学校 11月 27日(火) 

神戸市立東灘小学校 12月 14日(金) 

姫路市立白鳥小学校 1月 28日(月) 

 

（8）幼稚園むけ絵本劇場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実   施   園 実施日 

西宮市立上ヶ原幼稚園 5月 11日(金) 

加古川市立やまて幼稚園 5月 23日(水) 

西宮市立門戸幼稚園 5月 28日(月) 

加古郡稲美町立天満南幼稚園 5月 31日(木) 

豊岡市立田鶴野幼稚園 6月 8日(金) 

加古郡播磨町立播磨西幼稚園 6月 13日(水) 

神戸市立港島幼稚園 6月 18日(月) 

加古郡稲美町立天満東幼稚園 6月 22日(金) 

姫路市立置塩幼稚園 7月 2日(月) 

神戸市立たるみ幼稚園 7月 9日(月) 

姫路市立高浜幼稚園 7月 17日(火) 

あいいくの丘幼稚園 8月 9日(木) 

尼崎市立園田幼稚園 9月 14日(金) 

神戸市立長尾幼稚園 9月 19日(水) 

揖保郡太子町立太田幼稚園 10月 5日(金) 

三木市立三樹幼稚園 10月 29日(月) 

赤穂郡上郡町幼稚園（３園合同） 11月 2日(金) 

加西市立北条ならの実こども園 11月 5日(月) 

明石市立明石幼稚園 11月 15日(木) 

加古郡稲美町立加古幼稚園 11月 22日(木) 

篠山市立西紀みなみ幼稚園 12月 10日(月) 

加古川市立川西こども園 12月 12日(水) 

神戸市立岩岡幼稚園 12月 19日(水) 

南あわじ市立志知幼稚園 2月 22日(金) 

明石市立二見西幼稚園 2月 28日(木) 



 

（9）和太鼓鑑賞会 

 

 

 

 

 

 

 

 

実   施   校 実施日 

加古郡稲美町立天満南小学校 5月 8日(火) 

加東市立鴨川小学校 5月 25日(金) 

丹波市立前山小学校 5月 29日(火) 

淡路市立浦小学校 5月 30日(水) 

尼崎市立浦風小学校 6月 5日(火) 

神戸市立太山寺小学校 6月 9日(土) 

尼崎市立浜小学校 6月 27日(水) 

神戸市立板宿小学校 6月 28日(木) 

神戸市立垂水東中学校 7月 4日(水) 

小野市立下東条小学校 9月 27日(木) 

姫路市立伊勢小学校 10月 3日(水) 

多可郡多可町立八千代中学校 10月 15日(月) 

姫路市立谷内小学校 10月 17日(水) 

県立こばと聴覚特別支援学校 10月 22日(月) 

姫路市立花田中学校 10月 26日(金) 

神戸市立好徳小学校 11月 5日(月) 

相生市立中央小学校 11月 6日(火) 

豊岡市立合橋小学校 11月 14日(水) 

南あわじ市立福良小学校 11月 15日(木) 

尼崎市立園和北小学校 11月 26日(月) 

伊丹市立稲野小学校 12月 3日(月) 

伊丹市立荻野小学校 12月 4日(火) 

尼崎市立園田南小学校 12月 7日(金) 

赤穂市立御崎小学校 1月 11日(金) 

高砂市立北浜小学校 調整中 



 

（10）サンデー西村の出張音楽会 

  

 

（11）球根の贈呈（お花いっぱいプレゼント）  

    対  象： 幼稚園・小・中学校・特別支援学校（幼小中学部）及び児童養護施設 

   チューリップ１００球を希望する学校・園に贈呈 

（１０月中旬より納品） １，４８９校園 

（幼稚園 351・小学校 759・中学校 354・特別支援学校高等部 2・児童養護施設 23） 

 

３．奨学事業 

（1）奨学金の貸与    貸与決定 ３８人   

学校種別 人数(前年) 
貸与金（千円） 

増減 
平成 30年度 前年同期 

大 学 院 0（2） 0 1,000 △1,000 

大 学 36 (41） 30,000 35,500 △5,500 

短 大 0（0） 0 0 0 

専 門 1（6） 750 3,000 △2,250 

その他 
（水産大学校） 

1（0） 1,000 0 1,000 

計 38（49） 31,750 39,500 △7,750 

 

（2）給付奨学金     

 (特別支援学校・定時制は 2人、その他は４クラスまで１人・5クラス以上 2人を推薦)   

207校中 185校より申請があり、349人に給付を行いました。  

 

 

実   施   校 実施日 

加東市立東条西小学校 5月 31日(木) 

丹波市立西小学校 6月 19日(火) 

神戸市立月が丘小学校 6月 28日(木) 

姫路市立前之庄小学校 7月 11日(水) 

姫路市立書写養護学校(小・中・高） 9月 25日(火) 

佐用町立利神小学校 10月 16日(火) 

養父市立高柳小学校 10月 23日(火) 

西宮市立平木小学校 10月 29日(月) 

丹波市立進修小学校 10月 31日(水) 

神戸市立太田中学校 11月 1日(木) 

加古川市立西神吉小学校 11月 27日(火) 



 

４．教育研修事業   

（１）情報モラルセキュリティ研修会   

実   施   校  等 実施日 

県立鳴尾高等学校 4月 27日(金) 

丹波市立市島中学校 5月 12日(土) 

神戸市立真野小学校 5月 14日(月) 

西宮市立瓦木中学校 5月 23日(水) 

三田市立長坂中学校 5月 23日(水) 

尼崎市立長洲小学校 6月 7日(木) 

南あわじ市立松帆小学校 6月 8日(金) 

加古郡稲美町立天満東小学校 6月 12日(火) 

神戸市立千鳥が丘小学校 6月 13日(水) 

神戸市立長田小学校 6月 14日(木) 

南あわじ市立市小学校 6月 21日(木) 

尼崎市立塚口小学校 6月 29日(金) 

豊岡市立出石中学校 7月 5日(木) 

県立播磨農業高等学校 7月 10日(火) 

尼崎市立七松小学校 10月 25日(木) 

洲本市立鮎原小学校 11月 3日(土) 

神戸市立西舞子小学校 12月 10日(月) 

県立吉川高等学校 12月 11日(火) 

宍粟市立都多小学校 1月 25日(金) 

 

（２）赤ちゃん先生®派遣事業 

実   施   校  等 実施日 

県立神戸聴覚特別支援学校 5月 10日(木)外 2回 

神戸市立枝吉小学校 5月 18日(金)外 4回 

神戸市立鷹取中学校 5月 30日(水)外 2回 

篠山市立丹南中学校 6月 1日(金)外 2回 

神戸市立福田中学校 6月 1日(金)外 2回 

加古川市立陵北小学校 6月 1日(金)外 4回 

宝塚市立売布小学校 6月 7日(木)外 4回 

神戸市立御影小学校 6月 12日(火)外 4回 

神戸市立垂水中学校 6月 15日(金)外 2回 

高砂市立松陽中学校 6月 15日(金)外 2回 



 

神戸市立唐櫃小学校 6月 21日(木)外 4回 

県立錦城高等学校 6月 21日(木)外 2回 

神戸市立神戸祇園小学校 6月 29日(金)外 4回 

三田市立狭間中学校 6月 29日(金)外 2回 

三田市立藍中学校 7月 5日(木)外 2回 

神戸市立葺合中学校 7月 9日(月)外 2回 

豊岡市立豊岡南中学校 7月 13日(金)外 2回 

県立赤穂高等学校〔定時制〕 7月 18日(水)外 2回 

県立加古川西高等学校 7月 20日(金) 

県立夢前高等学校 9月 26日(水)外 2回 

高砂市立鹿島中学校 9月 27日(木)外 2回 

朝来市立梁瀬中学校 10月 26日(金)外 2回 

高砂市立荒井中学校 10月 29日(月)外 2回 

加西市立北条中学校 調整中 

南あわじ市立北阿万小学校 調整中 

 

（３）おきしお夢はこぶ号 

実   施   校  等 実施日 

三田市立三輪小学校 6月 22日(金) 

姫路市立荒川小学校 9月 14日(金) 

三田市立三田小学校 10月 12日(金) 

多可町立中町南小学校 11月 16日(金) 

加古川市立浜の宮小学校 12月 14日(金) 

宍粟市立城下小学校 1月 11日(金) 

淡路市立石屋小学校 調整中 
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