
 

2019（令和元）年度教育振興事業の選考結果について 
    2019年 8月 27日（火）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 

（21） 

神戸市立本山南小学校 ともに学び、自ら高める子どもをめざして 

神戸市立魚崎小学校 教科指導における、授業のユニバーサルデザイン化をめざして 

神戸市立御影小学校 生活科 命の大切さ 

神戸市立美野丘小学校 植物栽培等の機会を通して理科への興味・関心を高める 

神戸市立なぎさ小学校 合唱を通して思いやりや奉仕の精神などを身につける 

神戸市立こうべ小学校 子供同士が関わり合う授業をめざして 

神戸市立浜山小学校 夢、命、挑戦 

神戸市立桂木小学校 歌声のあるれる学校づくりを通して感性豊かな子供を育てる 

神戸市立南五葉小学校 主体的・対話的な学びの中で、自分の思いを表現できる体育学習 

神戸市立蓮池小学校 「感得」のある授業づくり 

神戸市立丸山ひばり小学校 主体的・対話的な学びを通して、考える力を育てる 

神戸市立西須磨小学校 
主体的に自然の事物・現象に働きかけ、仲間と共に学ぶ喜びを

味わう理科の学習を目指して 

神戸市立多井畑小学校 スムーズな学校生活に向けて～１小１保をいかした交流の在り方～ 

神戸市立南落合小学校 主体的・対話的な授業づくり 

神戸市立下畑台小学校 主体的に考えたことを外化する言語活動に重点を置いた算数指導 

神戸市多聞東小学校 基礎学力向上のための研究 

神戸市立乙木小学校 子ども同士がつながり、深め合う授業づくり 

神戸市立有瀬小学校 友達との対話を通して自分の考えを広げる 

神戸市立井吹東小学校 自分や友達を大切にし、互いに認め合える子供を育てるために 

神戸市立高和小学校 小規模校での道徳科指導 

神戸市立春日台小学校 プログラミング教育をはじめよう 

阪 神 

（28） 
 

尼崎市立下坂部小学校 学び合い高め合う心豊かな児童の育成 

尼崎市立潮小学校 文字を大切にし、書く楽しさを味わう書写学習 

尼崎市立大島小学校 確かな学力の定着と、自己肯定感を高める取り組み 

尼崎市立立花北小学校 「ドキドキ・ワクワク」しながら運動に親しむ子 

尼崎市立園田南小学校 自ら考え、学び合い、豊かに表現できる子 

 

 



 

地  区 申 請 校 テ ー マ 

阪 神 

（28） 
 

西宮市立北夙川小学校 思考力の育成 

西宮市立段上小学校 自ら学び、共に考え、高め合う子どもをめざして 

西宮市立深津小学校 自ら学ぶ子どもの育成 

西宮市立上甲子園小学校 学び合い、高め合う授業の創造 

西宮市立南甲子園小学校 自ら考え、行動する主体的な学び手の育成 

西宮市立山口小学校 確かな学力の定着を目指した授業づくり 

芦屋市立朝日ヶ丘小学校 共に学び、高め合う授業 

芦屋市立潮見小学校 学びを深める発問づくり 

伊丹市立花里小学校 一人ひとりに確かな力をつけ、豊かに表現できる子をめざして 

伊丹市立昆陽里小学校 できた・わかったと思える学び 

伊丹市立摂陽小学校 自分の考えを持ち、自分の言葉で伝え合う子どもの育成 

宝塚市立良元小学校 言語教育における 子どもたちの「ことばの力」の育成について 

宝塚市立長尾小学校 主体的に学ぶ子どもをめざして 

宝塚市立安倉小学校 
支え合う仲間の中で、確かな学力をつけ、差別を許さない人権意

識を育てる 

宝塚市立すみれが丘小学校 一人ひとりが生きる学習の創造 

川西市立加茂小学校 新学習指導要領を踏まえた学びの質を高める造形教育について 

川西市立清和台小学校 自分の考えを持ち、伝え合える子どもを目指して 

川西市立東谷小学校 図画工作における学びについて 

三田市立武庫小学校 自ら考え、共に高まり合える子どもへ 

三田市立松が丘小学校 問いをつなぎ主体的に学ぶ子どもをめざして 

三田市立ゆりのき台小学校 人とつながり課題解決に向かう子どもをめざして 

猪名川町立猪名川小学校 体と心を育てる体育学習 

猪名川町立大島小学校 確かな学力の向上と人権感覚があふれる学校づくり 

東播磨 

（21） 

明石市立大観小学校 主体的に表現し、心響かせ合う大観っ子 

明石市立清水小学校 主体的に思考し、表現できる子を育む算数科の授業 

明石市市立沢池小学校 主体的に学び、進んでコミュニケーションを図ろうとする児童の育成 

明石市立谷八木小学校 学び合い、認め合いながら主体性を発揮する子どもの育成 

加古川市立平岡南小学校 共同的探究学習を生かした「わかる学力」の育成 

加古川市立氷丘南小学校 主体的・対話的に学び合う力を育てる学習の創造 

加古川市立神野小学校 全教科で進める共同的探究学習 

加古川市立八幡小学校 ことばで伝え合う力を身につけ、進んで学ぶ児童の育成 

高砂市立荒井小学校 学び合う仲間づくりを中心に、人権意識を高める授業実践 

高砂市立伊保小学校 自分を見つめ、共に考えられる、豊かな心の育成 

稲美町立母里小学校 自分たちで学び合う子どもの育成 

 



 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

東播磨 

（21） 

播磨町立播磨小学校 子どものつまずきに着目した授業づくり 

西脇市立日野小学校 話したい！つなげたい！そして、学びに向かう力へ 

三木市立平田小学校 
自己を見つめ直し、共によりよく生きようとする平田っ子を培う

道徳教育の創造 

三木市立三木小学校 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業づくり 

三木市立広野小学校 伝え合い、自ら学ぶ子の育成 

小野市立市場小学校 外国人児童の日本語習得、個に応じた学習方法の確立 他 

加西市立北条東小学校 自立して学ぶことのできる児童の育成 

加東市立東条東小学校 かかわり合いながら、自ら学ぶ児童の育成 

加東市立東条西小学校 主体的に学ぶ子どもの育成 

多可町立八千代小学校 互いを思いやり、よりよく生きようとする児童の育成 

中 播 

（13） 

神河町立越知谷小学校 へき地・複式教育研究 

姫路市立水上小学校 自ら考え、共に高め合い、学ぶ喜びを実感できる授業づくりの推進 

姫路市立城北小学校 教職員の汎用的能力の向上を企画した授業実践 

姫路市立高岡西小学校 自他を認め、共に成長する児童生徒の育成を目指して 

姫路市立曽左小学校 一人一人が輝く教育の創造 

姫路市立東小学校 前向きに伝え合い、新たな価値を創造する子を育てる 

姫路市立白鷺小中学校 探究し続ける児童生徒の育成 

姫路市立手柄小学校 人権意識を培いお互いのよさを認めあって共に生きていく子の育成 

姫路市立英賀保小学校 目的意識をもち、学び合いながら考えを深める授業の創造 

姫路市立八幡小学校 主体的に読む子供を育てる言語活動の工夫 

姫路市立御国野小学校 
見通しを持って学習に取り組み思いや考えを伝え合いながら、学

びを深める授業づくり 

姫路市立置塩小学校 主体的に学び、伝え、認め合う児童の育成 

姫路市立中寺小学校 魅力ある授業づくり～自らつながろうとする しかけづくり～ 

西 播 

（10） 

たつの市立小宅小学校 気づく・伝える・深め合う 

たつの市立新宮小学校 自ら学び、未来を切り拓く児童の育成 

太子町立太田小学校 主体的に考え、よりよい生き方をめざそうとする子の育成 

相生市立相生小学校 つながりの中で人権感覚を磨き、自他共に認め合える子の育成 

相生市立青葉台小学校 
自他の良さや違いを認め合い、つながりを通して人権意識を高め

合える児童の育成 

赤穂市立高雄小学校 たくましい心と体で、共に学び、感謝できる子の育成 

赤穂市立有年小学校 
主体的に学び対話を通して考えを深め生きてはたらく力を高めて

いこうとする児童の育成 

佐用町立佐用小学校 自ら課題を設定し、探究し続ける児童の育成 

 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

西 播 

（10） 

宍粟市立戸原小学校 一人一人の学びをつなぎ 高め合う 算数授業の創造 

宍粟市立都多小学校 こころ通わせ、自らかかわり合い、学び合う都多っ子の育成 

但 馬 

（10） 

香美町立佐津小学校 主体的に活動する子どもの育成 

香美町立射添小学校 言葉をよりどころに、自分の考えを深める授業の在り方 

香美町立香住小学校 新学習指導要領をふまえた図画工作の授業の在り方 

養父市立八鹿小学校 確かな学力を育成するための授業づくり 

豊岡市立三方小学校 進んで表現し互いに認め合い高め合う児童の育成 

豊岡市立新田小学校 なりたい自分をめざす子の育成 

朝来市立中川小学校 主体的に学びを深める児童の育成 

朝来市立東河小学校 ふるさとに生きる 自ら学び続ける たくましい 東河っ子の育成 

朝来市立梁瀬小学校 主体的・対話的で深い学びによる未来を切り拓く確かな学力の育成 

朝来市立枚田小学校 支え学び合う学級集団づくり 

丹 波 

（6） 

丹波篠山市立多紀小学校 
主体的・対話的に学び合うためのコミュニケーションスキルの育

成をめざして 

丹波篠山市立古市小学校 
高めよう安全意識 つくろう安心な学校 大切にしようみんなの

生命 

丹波篠山市立大山小学校 自主学習を生かした授業づくり 

丹波市立東小学校 論理的思考を促す算数科授業をめざして 

丹波市立小川小学校 小川地区の「まちの自慢」を発信しよう 

丹波市立大路小学校 ふるさと大路を愛し、夢を求めて挑戦し続ける大路っ子 

淡 路 

（７） 

淡路市立志筑小学校 一人ひとりが主体的に探究する授業の創造 

淡路市立浦小学校 伝え合い支え合う集団を育てる授業づくり 

南あわじ市立倭文小学校 一人一人の学びの保障をめざして 

南あわじ市立八木小学校 関連づける思考で、子供同士をつなぐ学級経営 

南あわじ市立北阿万小学校 自ら進んで考え、仲間と共に学び合い、伸びる子をめざして 

洲本市立洲本第三小学校 新学習指導要領の理念を具現化するための授業づくり 

洲本市立安乎小学校 夢や志をもち、自己の可能性を切り開く児童の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

中 学 校    

地 区 申 請 校 テ ー マ 

神 戸 

（20） 

神戸市立鷹匠中学校 すべての子供が学びに参加する授業づくり 

神戸市立多聞東中学校 
生徒のつまづきを深く理解し、生徒が主体的に克服する ICT

を活用した協働学習の定着 

神戸市立八多中学校 道徳の教科化による授業力の向上を目指して 

神戸市立長田中学校 ボランティア活動を通じて自己肯定感、自己有用感を育む 

神戸市立山田中学校 
道徳の教科化に伴う充実した授業の実践と効果的な評価の

実施のための研修体制の充実 

神戸市立井吹台中学校 個別の支援につながる子どもの理解と対応 

神戸市立鈴蘭台中学校 地域とともに歩む環境教育 

神戸市立桜ノ宮中学校 沖縄の文化を極める 

神戸市立横尾中学校 支援を要する生徒の理解と支援・対応 

神戸市立渚中学校 言葉の重みを感じ、美しい日本語を正しく発音する 

神戸市立竜ヶ台中学校 採点支援ソフト導入による、教職員の負担軽減について 

神戸市立港島学園（中） 豊な心を育む取組 

神戸市立上野中学校 生徒の多様化への対応 

神戸市立小部中学校 
特別支援教育の視点をいかした、誰もがわかりやすい授業

づくり 

神戸市立湊翔楠中学校 心を耕す教育の推進～校内緑化活動を通して～ 

神戸市立葺合中学校 野生淡水魚の考察 

神戸市立夢野中学校 
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 

神戸市立本山南中学校 つなぐ・つながる教育活動 

神戸市立太田中学校 学力の定着度・質を高める文化人間力の育成 

神戸市立西神中学校 まとめの達人「よんで、考えて、まとめながら書く」 

阪 神 

（17） 

尼崎市立小田中学校 アクティブラーニングを取り入れた授業改善の研究 

尼崎市立大庄北中学校 「協同的探究学習」を取り入れた、課題解決・学び合い学習 

尼崎市立武庫東中学校 
健康で安全な生活と豊かなスポーツライフを実践するため

の教育の充実 

尼崎市立小園中学校 自ら進んで家庭学習に取り組みことができる生徒の育成 

西宮市立浜脇中学校 
教室でも、安全に行うことのできるマイクロ・スケール実

験の導入 

西宮市立西宮浜中学校 よりよい未来を切り拓く児童・生徒の育成 

西宮市立苦楽園中学校 生徒と生徒をつなぐ学級経営のあり方の研究 

西宮市立上ヶ原中学校 授業での小集団（班）の活用を生かした言語活動の充実 

芦屋市立潮見中学校 
多様な言語文化背景を持つ子どもたちの自尊感情を育む学

習指導の在り方の研究 

伊丹市立北中学校 
生徒の主体的・対話的で深い学びを実現する思考ツールの

導入 

伊丹市立荒牧中学校 自主・自立を促し、主体的に学び活動する生徒の育成 



 

 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

阪 神 

（17） 

宝塚市立宝塚第一中学校 みんなで育てよう地域の子 

宝塚市立安倉中学校 生徒が主体的に学び、授業に参加する魅力ある授業づくり 

宝塚市立御殿山中学校 主体的・対話的で深い学びを支える国語科授業実践の研究 

川西市立明峰中学校 
生徒の深い学びを導く授業と、自尊感情を高める学級集団づ

くり 

川西市立東谷中学校 英語教育の充実 

猪名川町立中谷中学校 主体的・対話的で深い学びの授業づくり 他 

東北播 

（14） 

明石市立衣川中学校 
生徒指導を根幹に「学力」と「自信」をつけ、夢実現に向か

わせる 

明石市立二見中学校 未来を見つめ、主体的・対話的で深い学びの実践 

明石市立江井島中学校 
国語科校内研究～豊かな語彙力をみにつけ、豊かな表現力を

養うための授業づくり～ 

加古川市立氷丘中学校 主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善 

加古川市立平岡中学校 英語科の研究 

高砂市立松陽中学校 ３年生「命の教育」 

高砂市立鹿島中学校 英語教育の充実及び指導力の向上を目指して 

西脇市立西脇南中学校 数学科における教科研究 

三木市立三木東中学校 生徒が主体的に学び「確かな学力」の育成を図る授業研究 

小野市立小野南中学校 生徒の自尊感情を高める学校を目指して 

加西市立善防中学校 キャリア教育の推進 

加東市立滝野中学校 すすんで自分を表現できる生徒の育成 

加東市立社中学校 小中連携を踏まえた「特別の教科 道徳」の評価 

多可町立加美中学校 いじめや差別のない学校生活の実現に向けて 

中 播 

（10） 

姫路市立飾磨東中学校 
マーチングコンテストに向けた音楽的表現や技術の向上を

目指す 

姫路市立夢前中学校 生徒による地域壁画プロジェクトへの参画 

姫路市立豊富中学校 変動する社会の中で自己を実現できる人材の育成 

姫路市立坊勢中学校 海洋汚染についての調査研究を進める 

姫路市立広嶺中学校 
キャリア教育の一環として各界で活躍するスペシャリスト

から学ぶ 

姫路市立大白書中学校 自立して未来に挑戦する子どもの育成 

姫路市立飾磨中部中学校 人権教育講演会として命の大切さを学ぶ 

姫路市立山陽中学校 
人権教育講演会を通じて、全校道徳として「命の授業」を実

践する 

姫路市立灘中学校 「灘学」を小中でつなげるためのポートフォリオの研究 

福崎町立福崎東中学校 数学「わかる・できるを実感できる授業の工夫」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

西 播

（5） 

赤穂市立赤穂西中学校 
英語教育にかかる４技能の効果的な活用による確かな学力

の育成 

太子町立太子東中学校 主体的に考え、よりよい生き方をめざそうとする子の育成 

佐用町立上月中学校 福祉学習を通して、思いやりの心を育てる取組 

宍粟市立山崎南中学校 特別活動を要としたキャリア教育 

宍粟市立山崎東中学校 知っておきたい社会のマナー 

但 馬 

（５） 

香美町立村岡中学校 豊かな人間性を培う国語教育 

朝来市立和田山中学校 主体的・対話的で深い学びの実現を目指した社会科学習 

豊岡市立但東中学校 豊かな未来を切り開く理科教育 

養父市立大屋中学校 ４技能を統合的に高める授業づくり 

養父市立八鹿青渓中学校 確かに学ぶ道徳科の授業づくり 

丹 波 

（５） 

丹波篠山市立西紀中学校 
主体的な学びと仲間との学び合いを通して、生徒自ら創る生

活・学習 

三田市立富士中学校 
特別支援教育の視点を活かした、主体的・対話的で深い学び

の実現に向けた授業づくり 

三田市立ゆりのき台中学校 未来への道を切りひらく力の育成 

丹波市立青垣中学校 主体的・対話的で深い学びを実現する授業をめざして 

丹波市立和田中学校 
「確かな学力の定着」「主体的に学ぶ力」の育成に向けた授

業づくり 

淡 路 

（５） 

洲本市立由良中学校 
道徳心の向上と、思いやりの心の涵養や命と人権を尊重し、

共に生きる心の育成 

洲本市立五色中学校 授業実践交流研修 家庭科授業研究会 

淡路市立津名中学校 睡眠教育による生活習慣の改善をめざして 

南あわじ市立広田中学校 学校教育全体で取り組む人権教育 

南あわじ市立南淡中学校 新学習指導要領に向けた授業改革研修 



 

 

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 

高 校 

（５） 

県立尼崎西高等学校 

（阪神） 

効果的な教材及び学習方法を研究し、基礎・基本を確実に定

着させる 

県立宝塚高等学校（阪神） 改定学習指導要領に即した県宝（塚）の魅力再構築 

県立東播工業高等学校 

（東播） 

使われなくなった車いすを修理・再生し、アジア諸国や被災

地にプレゼントする活動 

県立社高等学校（北播） 地域の課題解決に向けた交流の在り方について 

県立姫路商業高等学校 

（中播） 

小学生のプログラミング学習において高校生が指導する場合

の効果的な教材研究 

幼稚園 

(6) 

神戸市立神戸幼稚園 気付き、感じ、考え、認め合って遊ぶ子供 

神戸市立魚崎幼稚園 
身近な自然に主体的に関わり、気付き、感じ、考え、心豊か

に遊ぶ子供をめざして 

明石市立人丸幼稚園 「共に育ち合う」保育を考える 

明石市立高丘西幼稚園 共に心をはずませ、自己を発揮できる子供を目指して 

加古川市立加古川幼稚園 アプローチカリキュラムを通した幼小の円滑な接続 

姫路市立糸引幼稚園 心豊かで思いやりのある幼児の育成 

特別 

支援 

(2） 

 

神戸市立青陽須磨支援学校 自立活動の専門性を高める教職員研修 

県立芦屋特別支援学校 
児童生徒の障害特性だけでなく、背景を踏まえた適切な支援

の在り方を創造する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（2）支部奨励        

 

（3）教育実践研究論文  

  学校部門      

学 校 名 論文主題 推薦・表彰等 

神戸市立名谷きぼうの丘幼稚園 のびのび育てる３年保育 優秀賞 

宝塚市立すみれガ丘小学校 一人ひとりが生きる学習の創造 奨励賞 2万 

宝塚市立中山五月台小学校 「互いに 認め合い高め合う子どもの育成を目指して」 奨励賞 2万 

宝塚市立良元小学校 言語教育における子どもたちの「ことばの力」の育成について 奨励賞 2万 

尼崎市立立花北小学校 ”粘り強く たくましく あたたかく”「ドキドキ・ワク

ワク」しながら運動に親しむ子 特別賞 

申 請 団 体 内  容 申請額 

神戸市小学校教育研究会音楽部 
「いいね！おもしろいね！みつけようよ音楽 

の魅力」 
３万円 

神戸市立幼稚園長会 
あつまれ こうべっこ 

-手をつなごう！元気いっぱい こうべっこ- 
３万円 

近畿地区特別支援学校肢体不自由教育研究会 
個々の実態に応じた、主体的な学びを育む授業 

づくり～発達の見方、考え方を踏まえて～ 
３万円 

兵庫県立中学校総合文化祭 
中学校の生徒による音楽・書写・絵画等の文化 

活動及び邦楽、伝承芸能等の伝統文化活動 
５万円 

兵庫県中学校校長会 
「新たな時代を切り拓き、よりよい社会を創り 

だしていく日本人を育てる中学校教育」 
５万円 

兵庫県立学校事務職員協会 

学校事務職員に対する研修の充実を通じた次

世代の人材育成「若手職員の育成とリーダーと 

なるべき職員の育成」 

１０万円 

兵庫県立学校事務長会 

学校業務の多様化、グローバル化、ICT化等 

新しい時代に対応できる意識や能力の育成を

継続的に推進する 

１０万円 

近畿地区高等学校長協会人権教育委員会 「人権教育の現状と当面する課題について」 １０万円 

全国中学校体育大会ハンドボール神戸大会 

神戸市中体連実行委員会 

中学校教育の一環として生徒に広くハンドボ

ール競技実践の機会を与え技術の向上とアマ

チュアスポーツ精神の高揚を図り心身ともに

健康な生徒を育成する 

１０万円 

高校生ものづくりコンテスト全国大会 

木材加工部門実行委員会 

広く一般の方々に日本の伝統ある大工技術の

継承を担う高校生たちの活躍を披露 
１０万円 

第 49回全国中学校バトミントン大会 

中学校教育の一環として、技能の向上とアマチ

ュアスポーツ精神の高揚をはかり、中学校生徒

の親睦をはかる 

１０万円 



 

伊丹市立鴻池小学校 自ら考え表現する子の育成 奨励賞 3万 

県立宝塚北高等学校 主体的・協働的な探究活動の実現に向けて 優秀賞 

加古川市立やまて幼稚園 心弾ませ ともに育ち合う子供の育成をめざして 優秀賞 

加古川市立氷丘小学校 自ら考え、豊かに表現し、深め合う子どもの育成 特別賞 

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べふっ子の育成 特別賞 

小野市立小野東小学校 教員の「学びたい」に応える教員の指導力を高める自主研修 奨励賞 3万 

高砂市立阿弥陀小学校 時間管理ツールを用いた学習習慣の質的向上の試み 優秀賞 

県立姫路商業高等学校 セクシャルハラスメントが起こらないように 特別賞 

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 優秀賞 

たつの市立神部小学校 主体的に考えを深め、認め合い、響き合い、高め合う児童

の育成 特別賞 

たつの市立揖保川中学校 出会う、知る、つなぐ平和教育 奨励賞 1万 

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 本部推薦 

豊岡市立弘道小学校 どの子もわかる喜びが得られる授業を目指して 特別賞 

養父市立大屋中学校 ふるさと大屋に学び、仲間とともに心豊かに人間関係を構

築することができる生徒の育成 
優秀賞 

朝来市立山口小学校 未来へつながる 学びをめざして 優秀賞 

丹波市立青垣小学校 小学校統合と新しい学校づくりの取組から 優秀賞 

丹波篠山市立城南小学校 学び合い活動のなかで わかる できる 児童の育成 特別賞 

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目指して 優秀賞 

洲本市立加茂小学校 Society5.0 を生き抜く資質・能力の育成 本部推薦 

淡路市立一宮小学校 「総合校における新たな地域学習の構築」について 特別賞 

淡路市立北淡中学校 心の教育の推進 特別賞 

 

 個人部門        

学 校 名・執筆者 論文主題 推薦・表彰等 

神戸市立真野小学校 
槙本 茜 数の概念と算数指導について 優秀賞 

神戸市立渦が森小学校 
神田 孝治 

忘れてはならない「水俣病」 本部推薦 

神戸星城高等学校 
木梨 友美 ＰＢＬの授業実践に参加した生徒の定量データ・定性データの分析 特別賞 

神戸市立摩耶兵庫高等学校 
吉岡 拓也 [自律的学習者]を育てるために 優秀賞 

県立神戸商業高等学校 
都築 紫峰 

商品開発における”新しいミライ”の創造から見るイノベー

ション教育の可能性 特別賞 

芦屋市立打出浜小学校 
田中 理絵 

楽しく学び合える授業を創造するために 優秀賞 



 

宝塚市立逆瀬台小学校 
髙木 浩志 新学習指導要領実施に伴う小学校外国語教育の取り組みから 特別賞 

猪名川町立猪名川小学校 
山田 陽一 体と心を育てる体育学習 奨励賞 

神戸大学附属小学校 
赤川 峰大 

子どもを深い学びにいざなう数学的に問題解決する単元学

習の開発 優秀賞 

神戸大学附属小学校 
増永雄一郎 国語科を核とした教科横断的な単元展開 優秀賞 

加東市立三草小学校 
金次 美果 筋道を立てて考え、表現できる子の育成にむけて 奨励賞 

多可町立加美中学校 
溝垣 隆宏 共同学校事務室を目指して 特別賞 

姫路市立南大津小学校 
長川 智彦 

地域を愛し、地域に愛される子どもの育成をめざした社会参

画プログラム 優秀賞 

姫路市立安室東小学校 
縄 祐輔 人のために考え、行動できる子どもを育む 優秀賞 

県立姫路特別支援学校 
田中 博之 「特別支援学校における空手道教育の実践」 特別賞 

たつの市立小宅小学校 
岩本 剛 

特別支援学級におけるコミュニケーション能力の向上を目

指した取組 特別賞 

宍粟市立伊水小学校 
阿曽 奈生 「書くこと」に自らとりくむ児童を育てる外国語科の単元づくり 優秀賞 

県立大学附属高等学校 
   坂本 好明 問題解決学習を通じた生徒の成長 優秀賞 

香美町立小代中学校 
山﨑 豊子 主体的に学ぼうとする原動力を鍛える 優秀賞 

朝来市立竹田小学校 
國眼 厚志 

「動く理科だより」の発行で児童・保護者が参加体験の理科

学習を展開 優秀賞 

県立日高高等学校 
山本 宏冶 生徒の自己有用感を高め、主体性を引き出す授業改善 優秀賞 

丹波市立氷上中学校 
足立 幸広 中学校における食育の推進 特別賞 

 

（4）教育研究紀要作成等助成  募集総数 209校   

 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箱を贈呈   １９１校 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．教育文化事業  

（１）教育文化活動助成   

 

申 請 校  内  容 

県立三木高等学校 「三木武陣太鼓」による地域との交流 

県立多可高等学校 和太鼓演奏による地域振興と交流活動 

県立氷上西高等学校 
佐治川太鼓部の活動を通して、地域の祭りやイベントの活性化と

地域文化の継承 

県立太子高等学校 Jコーラスに係る取組 

県立龍野高等学校 百人一首と小・中学生との交流による地域活性化 

県立相生産業高等学校 ペーロン祭りの継承に係る取組 

 

 

（２）教育文化活動助成 ボランティア活動助成  

  中学校 

 

申 請 校 内  容 

神戸市立多聞東中学校 地域の力となる中学生を目指して 

小野市立小野南中学校 地域でのイベントで演奏をし、地域貢献を行う 

三木市立三木中学校 
地域行事やイベントで生徒がボランティア活動を行い、地域の活性

化に貢献する 

多可町立中町中学校 特別老人ホームグリーンヴィラ妙見 慰問 

宍粟市立千種中学校 「知を磨き 情につちかう」～故郷を愛し故郷へ還る生徒の育成 

宍粟市立一宮北中学校 御形の豊かな自然と小中連携を活かしたボランティア活動 

丹波篠山市立篠山中学校 吹奏楽部の演奏を通して、地域行事への貢献を行う 

丹波篠山市立篠山東中学校 福祉の心の育成 

丹波篠山市立西紀中学校 やりがい・自尊感情・公共心を高めるボランティア活動 

丹波市立山南中学校 一人一人が福祉について考え実践できる学校にするため 

丹波市立青垣中学校 
ボランティア活動を通し、自己肯定感を高めるとともに地域への愛

着を深める 

丹波市立氷上中学校 
中学校における地域の関係機関と連携したボランティア活動につ

いて 

丹波市立柏原中学校 
柏原地域内の夏祭りや秋の文化祭に参加し地域貢献を行っていま

す 

丹波市立市島中学校 
施設への訪問や地域行事への参加を通し、吹奏楽の演奏により地域

貢献を行う 

豊岡市立出石中学校 
出石の町に生きる ～地域を愛し、地域に愛される生徒の育成をめ

ざして～ 

養父市立八鹿青溪中学校 地域の活性化に向けた地域貢献活動の推進 



 

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 助成額 

姫路市立坊勢小学校 
環境体験学習を通し、自らが住む島、坊勢の 

自然を知り強く郷土を愛する子を育成する。 6万円 

姫路市立坊勢中学校 盛り上げよう！坊中祭！ 

南あわじ市立沼島中学校 
ふるさとを愛し、未来を切り拓く、心豊かな沼

島っ子の育成 
４万円 

   姫路市立沼島小学校については、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 

県立伊川谷北高等学校 吹奏楽演奏による地域貢献、ボランティア活動への取り組み。 

県立西宮高等学校 
障害を持つ同年代の選手と交流を通じて多様な価値観を涵養する

こと。 

県立尼崎北高等学校 
本校環境教育の一環として、県立尼崎の森中央緑地にて門伐・除草

などのボランティア活動を行う 

県立加古川北高等学校 吹奏楽部による地域貢献・活性化 

県立小野工業高等学校 
地域の福祉施設や保育施設を訪問し、高校生の力で地域を元気にす

る 

県立網干高等学校 
地域の催し等に参加し、演奏を披露することで、生徒の故郷愛を育

み地域に対する奉仕の精神を養う。 

県立姫路東高等学校 校外、校内の美化活動 花植えボランティア活動 

県立飾磨工業高等学校 
東日本大震災現地ボランティア活動を通じて被災された方々の言

葉や思いを兵庫県に届ける 

県立龍野高等学校 放送活動で地域貢献するためにアナウンサーから技術を学ぶ 

県立三田西陵高等学校 三田西陵高校生が主体になって深める地域の絆 

県立洲本実業高等学校 ボランティア、国際貢献事業等へ参加し、地域貢献を行う 

実   施   校 企 画 名 

神戸市立いぶき明生支援学校 
シンガーソングライター 

リピート山中氏におけるコンサート 

伊丹市立伊丹特別支援学校 楽器による生演奏 

県立こやの里特別支援学校 早稲田摂陵高等学校ウインドバンド 

県立阪神特別支援学校 コンサート 

加古川市立加古川養護学校 Music Company Angel    

県立北はりま特別支援学校 サークル音楽     

県立姫路しらさぎ特別支援学校 子ども向け音楽コンサート   

県立上ヶ原特別支援学校 影絵・人形劇の公演 
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