
 

2021（令和 3年）年度教育振興事業の選考結果について 
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   応募数 121校 

地  区 申 請 校 テ ー マ 

神 戸 

（26） 

神戸市立高和小学校 郷土愛、愛校心をはぐくむ地域教育の推進 

神戸市立中央小学校 
「できた！わかった！やったぁ！」（体育研究会テーマ） 

～見えない力を確かな力～ 

神戸市立こうべ小学校 なりたい自分を目指して 仲間とかかわり合う体育学習 

神戸市立西郷小学校 
教職員の資質向上と指導力強化・学力を身に付けさせるための

実践力向上等 

神戸市立美野丘小学校 対話を取り入れた授業づくり 

神戸市立有野小学校 遊びから学びへ ～小学校へのスムーズな進級のために～ 

神戸市立六甲山小学校 
六甲山等をフィールドに教育活動を安全に実施する若手教員の

指導技能向上 

神戸市立だいち小学校 だいち小 20周年記念の学校応援団ロゴデザインの作成 

神戸市立灘の浜小学校 自己肯定感を高め、多様性を認め合える子供の育成 

神戸市立多井畑小学校 伝え合うことを通して学びを深めようとする子供の育成 

神戸市立夢野の丘小学校 
自他を尊重する意識・意欲・態度を向上させ実践力や行動力を

育てる 

神戸市立多聞台小学校 生き物いっぱい、花がいっぱい、子供たちの居場所づくり 

神戸市立南落合小学校 世代間で学びあう ～みなっち OJT～ 

神戸市立春日台小学校 自分の言葉で伝え、深め合うことのできる子の育成を目指して 

神戸市立多聞東小学校 子供たちが主体的に基礎学力の向上に取り組むための研究 

神戸市立有馬小学校 地域・学校の特色ある教育活動の推進 

神戸市立室内小学校 人権課題に即した新たな教材研究と発信 

神戸市立乙木小学校 読み取る力を伸ばす授業づくり 

神戸市立神戸祇園小学校 
難聴の子供たちにとってやさしい環境とはどんな教室、学校な

のか授業づくりを考える 

神戸市立桂木小学校 新しい形の国際交流活動 

神戸市立向洋小学校 自ら学び、考え、表現できる児童の育成を目指して 

神戸市立御影北小学校 言葉と音楽による表現活動の推進 

神戸市立港島学園（前期課程） 解決したくなる課題設定と仲間との練り上げを通して 

神戸市立御影小学校 コロナ禍における子供たちの体力の維持・向上を目指して 

神戸市立魚崎小学校 効果的な自立活動と認知機能トレーニングの研究 

神戸市立東灘小学校 特別支援の視点を踏まえた学級経営 ～GIGAを活用した授業～ 

 



 

 

地  区 申 請 校 テ ー マ 

阪   神 

（28） 

尼崎市立下坂部小学校 自ら学び探究する児童の育成 

尼崎市立清和小学校 自分の考えを豊かに表現できる子どもの育成 

尼崎市立武庫庄小学校 英語も含めた各教科の指導力の向上を目指して 

尼崎市立武庫北小学校 児童が ICTを適切に活用した学習活動の推進 

尼崎市立潮小学校 主体的に考えを深める児童の育成 

西宮市立夙川小学校 科学的に問題解決できる子供の育成 

西宮市立北夙川小学校 ぬくもりのある北夙川の子を育てる 

西宮市立広田小学校 学ぶことを愉しむ ～ICTを用いた自己表現～ 

西宮市立樋ノ口小学校 新学習指導要領においての授業改善 

西宮市立深津小学校 自ら学ぶ子供の育成 ～言葉の力をつける授業づくり～ 

西宮市立鳴尾北小学校 ICT機器環境を有効活用した学習指導の実践研究 

芦屋市立岩園小学校 
子供たちが主体的に取り組む授業を目指して 

 ～対話を通して話す・聞く力を高める～ 

芦屋市立精道小学校 「自ら学び、自らあゆむ子の育成」に向けて実践力の向上を図る 

伊丹市立伊丹小学校 子供が主体的に学ぶ授業を目指して 

伊丹市立稲野小学校 自ら学び考えを深め合える子供の育成 

伊丹市立南小学校 「つながり」を大切にし、学びを深め合える子供の育成 

宝塚市立光明小学校 
一人ひとりが考え、みんなで創る 

 ～教えたいことを学びたいことに転化する～ 

宝塚市立宝塚小学校 基礎基本の定着と教職員の働き方改革 

宝塚市立美座小学校 協同的な学びを引き出す学習環境 

宝塚市立中山五月台小学校 認め合い、伝え合い、高め合う子供を目指して 

川西市立川西北小学校 対話から深い学びへ ～子供の対話を生む授業づくり～ 

川西市立明峰小学校 
仲間とともに伸びる子を目指して 

 ～子供がつながる授業を目指して～ 

川西市立清和台南小学校 伝え合う力を育てよう ～特別活動「学級会活動」を通して～ 

三田市立志手原小学校 ICT活用教育を中心としたプログラミング教育の推進 

三田市立小野小学校 主体的に学習に取り組み、自分の考えを表現できる子の育成 

三田市立けやき台小学校 学びに向かう力を育てる 

猪名川町立つつじが丘小学校 確かな学力・生きる力を持ち、未来を切り拓く児童の育成 

猪名川町立松尾台小学校 
地域とともにある、学校づくりを目指して  

～コミュニティスクールとしての学校運営を通して～ 

 

 

 

 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

東北播 

（21） 

明石市立松が丘小学校 
「ありがとう」でつながる学校・地域 

 ～イノベーションを生む対話的な学びの創造～ 

明石市立和阪小学校 自ら考え自信をもって行動できる児童・認め合う集団の育成 

明石市立明石小学校 言葉を大切にし自らを考え豊かに表現する子の育成 

明石市立錦が丘小学校 
外国語を使って、話したい、知りたい、人とつながりたい児童の

育成 

加古川市立西神吉小学校 主体的で対話的な授業づくり 

加古川市立鳩里小学校 学びを深める対話的な授業の創造 

加古川市立野口南小学校 
自ら考え、表現できる子供の育成  

～協同的探究学習に基づく授業の創造～ 

加古川市立別府西小学校 他とのかかわりの中で主体的に学び、生き生きと活動する子の育成 

高砂市立中筋小学校 自ら考え、意欲的に取り組む児童の育成 

高砂市立米田小学校 
主体的に自己の力を発揮し自尊感情を高める人権教育の推進に向

けて 

稲美町立天満東小学校 コミュニケーション能力を高め、主体的に学び合う授業づくり 

播磨町立播磨西小学校 
一人一人の学びを深める単元デザインの追求、幼児期と児童期の

円滑な接続推進事業 

三木市立緑が丘小学校 論理的思考力の育成 ～思考を可視化する言葉や図に着目して～ 

三木市立緑が丘東小学校 
自他を認め、豊かな関わりができる子供を目指し、一人一人の考

えが生かされ、共に学びを高める授業の創造 

三木市立吉川小学校 
総合一年目に閉校した小学校で地域の方と環境整備活動等に取り

組む 

加西市立下里小学校 生き生きと輝く瞳をもつ子の育成 

加西市立富合小学校 自己を見つめ、他者と共によりよく生きる児童の育成 

小野市立大部小学校 
特別支援教育の充実 ～より実効性のある個別の指導計画・合理

的配慮についての研鑽を深める～ 

加東市立滝野南小学校 
仲間とともに考える楽しさを味わい、仲間とともに学び合う授業

の創造 

西脇市立芳田小学校 みつけよう音楽のすてき、ひろげよう音楽の学び 

多可町立中町北小学校 わかった！できた！から 自ら学ぶ姿へ 

中 播 

（13） 

市川町立鶴居小学校 人権教育を核として心豊かに伝え合い共に高め合う児童の育成 

市川町立甘地小学校 食でつながろう 人 地域 ～こころ豊かな甘地っ子を目指して～ 

神河町立長谷小学校 伝えたい、認め合いたいと思う子を目指して 

姫路市立菅生小学校 主体的に学び合い、思いや考えを伝え合う子の育成 

姫路市立船場小学校 
確かな人権感覚を持ち、自他のよさを認め、共に生きようとする

子の育成 

姫路市立妻鹿小学校 仲間と協力しながら考え、行動できる児童の育成 

姫路市立安室東小学校 
自然とひたむきに向き合い、感動する人間性を涵養する理科授業

の創造 

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 

姫路市立野里小学校 教科における点と線をつなぐ授業の実践 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

中 播 

（13） 

姫路市立曽左小学校 自分や仲間を大切にし、豊かに表現できる児童を目指して 

姫路市立手柄小学校 よりよい生き方を求め、自ら気づき、考える子供の育成 

姫路市市立 

白鷺小中学校（前期課程） 
探究し続ける児童生徒の育成  

姫路市立四郷学院（前期課程） みんなで学び、みんながわかる授業づくり 

たつの市立小宅小学校 
ふるさと教育の推進  
～生活科・総合的な学習の時間を中心としたふるさとの魅力発見～ 

たつの市立神岡小学校 主体的・対話的で深い学びに向けた授業を目指して 

西 播 

（10） 

太子町立太田小学校 人権を大切にする心豊かな児童の育成 

相生市立双葉小学校 自ら課題を見いだし学びを深められる児童の育成 

赤穂市立城西小学校 思いや考えを伝え合うことを通して、個々の力を伸ばす授業づくり 

赤穂市立塩屋小学校 自ら学び、基礎学力を身に付けた児童の育成 

上郡町立上郡小学校 
文字や言葉を大切にし、主体的に学ぶ子の育成  

～書くことを楽しみ、生かす書写学習～ 

佐用町立上月小学校 主体的に学び、伝え合い、学びを生かす児童の育成 

宍粟市立神野小学校 知識・技能の効率的な習得を目指して 

宍粟市立千種小学校 特別支援学級に在籍する児童を中心に低学力児童の学力向上 

豊岡市立新田小学校 教科横断的なカリキュラムを踏まえた防災・減災授業づくり 

豊岡市立三方小学校 互いに認め合い、高め合う児童の育成 

但 馬 

（10） 

豊岡市立合橋小学校 子供も教師も楽しめる 授業づくり 

豊岡市立日高小学校 聴き合い深め合う子供と教師 

養父市立広谷小学校 人権意識に根ざした生活スタイルを子供たちにの力に 

朝来市立中川小学校 できた喜びを未来へつなげる児童の育成 

香美町立香住小学校 兵庫県造形教育研究大会（但馬大会）「であい つながり つくりだす」 

香美町立村岡小学校 かかわり合いを通して学ぶ喜びをあじわう児童の育成 

新温泉町立照来小学校 
多様性がつなぐ、へき地教育の未来  

～対面・遠隔を通した次世代の学び～ 

新温泉町立浜坂南小学校 人権が尊重される学校づくりに向けて 

丹波篠山市立西紀南小学校 言葉による見方・考え方を育てる授業づくりの工夫 

丹波篠山市立多紀小学校 ICTの効果的な活用と新たな学びを目指して（GIGAスクール） 

丹 波 

（6） 

丹波篠山市立今田小学校 ふるさとに学ぶ ～発見・発想・発信～ 

丹波市立北小学校 未来に向かって一人ひとりが輝く北っ子の育成 

丹波市立青垣小学校 主体的に学び合える児童の育成 

丹波市立三輪小学校 
愛着形成の課題を有する児童及びその保護者への支援方法と関係

機関との連携について 

淡 路 

（7） 

洲本市立洲本第二小学校 
主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業の改善 

 ～iPadの効果的な活用を目指して～ 

洲本市立中川原小学校 
ICT機器を活用した「主体的・対話的で深い学び」につながる授業

づくり 

洲本市立堺小学校 時代の変化に対応できる堺っ子の育成 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

淡 路 

（7） 

淡路市立中田小学校 
子供が主体的に学ぶ授業の創造  

～互いに学び合い、高め合う授業を目指して～ 

淡路市立浦小学校 「主体的・対話的で深い学び」の視点を踏まえた授業づくり 

南あわじ市立神代小学校 
主体的・対話的で深い学びの実現にむけた授業改善 

 ～児童理解からはじまる授業～ 

南あわじ市立北阿万小学校 本物の芸術にふれる ～コロナ禍を乗り越えた 

 

 

中 学 校   応募数 80校 

地 区 申 請 校 テ ー マ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神 戸 

（20） 

神戸市立本山南中学校 「SDGｓ」を学び、生きる力を育み、これからの国際人としての素養を育成する

教育の研究 
神戸市立御影中学校 新学習指導要領における適正な学習評価について 

神戸市立鷹匠中学校 多様化する社会の中でいのちの尊さを感じ、自尊感情を高め支え

あう気持ちを育てる 

神戸市立布引中学校 コロナ禍における感染予防を踏まえた新たな学習活動に向けた創

意工夫 

神戸市立湊翔楠中学校 豊かな心を培う教育の推進 

 ～花と緑を育てる活動を通して～ 

神戸市立有馬中学校 命の教育と生命の尊さを主軸に、かけがえのない自他の命を尊重

する心の育成 

神戸市立有野中学校 GIGAスクール構想による一人一台端末を利用した授業研修等 

神戸市立横尾中学校 教科横断的な学習の学び方と深め方の方法について 

神戸市立須磨北中学校 国内希少種生物の保護を通じて環境教育の推進 

神戸市立西落合中学校 別室登校生徒のふれあいルームでの関わりを通じて 

神戸市立多聞東中学校 GIGAスクールの充実のため効果的な ICT機器を利用した授業の探

究 
神戸市立本多聞中学校 ミドルリーダーを核としたカリキュラム・マネージメントの推進 

神戸市立舞子中学校 教員の資質向上・PDCAサイクルによる学校評価項目の数値改善 

神戸市立神陵台中学校 ICT授業力・新聞活用力の向上及び言語活動・探究的活動の充実 

神戸市立長坂中学校 被服室の実習台で使用するテーブルマットの活用 

神戸市立桜が丘中学校 育てる教育相談の手法を用いた人間関係の構築 

神戸市立押部谷中学校 持続可能な社会の創り手を育成 キャリア教育ならびに図書舘教

育の充実 

神戸市立平野中学校 総合学習における防災学習 ～阪神大震災や東日本大震災を題材

にして防災意識を高める～ 

神戸市立西神中学校 進路学習や防災教育などの総合学習や行事において ICT 機器を有

効に活用し、学習成果を図る研修 
神戸市立港島学園 

（後期課程） 情報モラル及びリテラシーの育成 

 



 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

阪 神 

（17） 

芦屋市立山手中学校 コロナ禍における生徒の健康管理 

西宮市立上甲子園中学校 主体的・対話的で深い学びに向けたｾｸｼｬﾘﾃｨ教育の実践 

西宮市立深津中学校 子供が主役、主体性をもって学習する自立した生徒の育成 

西宮市立高須中学校 
学び合いを軸とした「誰一人として見捨てない」授業づく

りの推進 

西宮市立浜甲子園中学校 
主体的・対話的で深い学びを軸とした、心豊かにたくまし

く生きぬく生徒の育成 

尼崎市立武庫東中学校 
「主体性に学ぶ生徒の育成」をテーマに授業改善の調査、

研究を行い実践 

尼崎市立立花中学校 
人生に生きる力を育む「主体的・対話的で深い学び」の実

現に向けた授業デザインへの取り組み 

尼崎市立中央中学校 「学びに向かう力」を育む教育活動の充実を目指して 

尼崎市立小田北中学校 学校現場における有効な ICTの活用方法の研究と推進 

伊丹市立松崎中学校 
「できる」「わかる」授業の追求 ～問いのある学び合いに

よる学習意欲を高める授業づくり～ 

伊丹市立天王寺川中学校 学びに向かい、学びを生かす生徒の育成 

川西市立川西南中学校 マルチレベルアプローチによる「魅力ある学校づくり」 

川西市立明峰中学校 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの学校経営、授業の工夫 

猪名川町立猪名川中学校 
学力の向上を目指して ～ユニバーサルデザインの教育環

境・授業の充実～ 

宝塚市立安倉中学校 
生徒が意欲的に学び、授業に参加する魅力のある授業づく

り 

宝塚市立高司中学校 SMA（脊髄性筋萎縮症）の生徒の学習評価方法について 

宝塚市立中山五月台中学校 社会的に自立し、自分らしく生きる生徒の育成 

東北播 

（12） 

明石市立衣川中学校 学ぶ楽しさを味わわせ、意欲・自信・学力を高める 

明石市立魚住東中学校 認め合い、支え合い、挑戦する集団を目指して 

明石市立大久保北中学校 自ら探究し、主体的に学習しようとする生徒の育成 

加古川市立両荘中学校 
生徒の防災・減災意識を高め、防災に関する実践力を養う

ため、防災教育の充実を図る 

高砂市立高砂中学校 探究のある学びについての研究 

稲美町立稲美中学校 
主体的・対話的な学び」を通じ、生き方を考える道徳科の

授業づくり 

播磨町立播磨中学校 
持続可能社会の実現に向け生活を工夫し創造する資質・能

力を育む技術・家庭科教育 

西脇市立西脇東中学校 
新学習指導要領の完全実施に伴う指導方法と評価について

研究 

三木市立吉川中学校 発問と問い返しによる対話的な学び 

加西市立善防中学校 主体的に学ぶ、人間性豊かな生徒の育成を目指して 

加東市立滝野中学校 主体的・対話的で深い学びの実現を目指した社会科学習 

多可町立中町中学校 
授業における「中町中スタイル」を確立させ、教員の授業

力の向上を目指す 



 

 

 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

中 播 

(10） 

姫路市立城乾中学校 生徒が読書に親しむ環境づくり 

姫路市立灘中学校 
小中一貫教育を進める中で、地域とのつながり深める目的で

ふれあいコンサートを実施 

姫路市立広畑中学校 
総合的な学習の時間を通して、自分たちの住んでいる広畑校

区について学習 

姫路市立朝日中学校 
「がん教育」の推進 

 ～健康と命の大切さについて主体的に考える力を育む～ 

姫路市立城山中学校 
特別の教科 道徳授業 互いを認め合い、人権意識を高め、

未来を切り開く生徒の育成 

姫路市立大的中学校 
ICTを活用した分かる授業づくり  

～ICTの普段使いを目指して～ 

姫路市立鹿谷中学校 
国語科でタッチペンを用いたタブレットでの文字の書き方

練習等 

姫路市立香寺中学校 道徳教育・人権教育の充実 

姫路市立飾磨中部中学校 
安心して学べる学校を目指して「通いたくなる・通い続ける」

学校づくり 

福崎町立福崎西中学校 
本はいつも君の側にいる  

～家でも学校でも・読書量の増加を目指して～ 

西 播 

（6） 

佐用町立上津中学校 地域社会の再発見と未来への展望 

宍粟市立千種中学校 人権教育にかかる資質向上研修 

太子町立太子西中学校 
新学習指導要領における指導の工夫 

 ～中学英語の授業実践を通して～ 

太子町立太子東中学校 豊かな感性と確かな学力を育む読書活動の推進 

赤穂市立赤穂西中学校 
新学習指導要領の実施にともなう授業づくり、評価方法の確

立について研究 

相生市立双葉中学校 本校の防災教育の充実を図る 

但 馬 

（5） 

養父市立大屋中学校 理科の見方・考え方を働かせることを通して資質・能力を育成 

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  

～対話によって学ぶ授業展開の工夫～ 

香美町立村岡中学校 英語科における学びに向かう力の育成を目指して 

豊岡市立出石中学校 コミュニケーション教育における ICTの活用 

朝来市立和田山中学校 自ら課題を持ち、主体的に取り組む生徒の育成 

丹 波 

（5） 

三田市立八景中学校 自らの意思と責任で主体的に進路を切り開く力の育成 

三田市立狭間中学校 新学習指導要領における学習指導と評価について 

丹波篠山市立今田中学校 
ICT機器を活用した予習・復習に基づく、主体的・対話的で

深い学びのある授業づくり 

丹波市立春日中学校 一人一台タブレット端末 活用研究 

丹波市立柏原中学校 
演劇に関しての講演・実技指導を実施しレベルの高い演劇に

つなげたい 



 

 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

 

 

 

淡 路 

（5） 

洲本市立安乎中学校 
探究的な見方・考え方から対話を通じ目標に向かって、成

功体験を経験させ自己肯定感を高める 

洲本市立由良中学校 
ふるさとを愛し「学び合い・支え合い・鍛え合う」心豊か

で自立した生徒の育成 

南あわじ市立西淡中学校 夢や志の実現に向け、努力し続けるられる生徒の育成 

淡路市立東浦中学校 
キャリア教育における生徒の表現力・コミュニケーション

力の向上 

淡路市立一宮中学校 対話を通して生き方について考えを深める道徳科の授業 

 

 

 

高等学校・特別支援学校・幼稚園・その他  応募数 15校（団体） 

 

校種等 申 請 校 テ ー マ 

 

 

 

 

高 校 

（8） 

県立三木高等学校 専門性の高い高等学校教員を近隣の小学校に派遣し研修会を開催 

県立姫路東高等学校 コロナ禍における学校環境整備 

県立津名高等学校 専門性の高い高等学校教員を近隣の小学校に派遣し研修会を開催 

県立西宮甲山高等学校 専門性の高い高等学校教員を近隣の小学校に派遣し研修会を開催 

県立神戸鈴蘭台高等学校 専門性の高い高等学校教員を近隣の小学校に派遣し研修会を開催 

 

県立生野高等学校 専門性の高い高等学校教員を近隣の小学校に派遣し研修会を開催 

県立山崎高等学校 専門性の高い高等学校教員を近隣の小学校に派遣し研修会を開催 

県立北摂三田高等学校 専門性の高い高等学校教員を近隣の小学校に派遣し研修会を開催 

幼稚園 

(5) 

尼崎市立園田幼稚園 心、体、頭が働き、共に学び合う子どもを目指して 

神戸市立たるみ幼稚園 心と体を弾ませ、意欲的に遊ぶ子供を目指して 

明石市立藤江幼稚園 
共に育ち合う子供を目指して 幼児の体の動きから 一人一

人の発達を探り育ちへつなぐ 

神戸市立青山台こばと幼稚園 友達と一緒に心弾ませ、意欲的に遊ぶ子供を目指して 

芦屋市立宮川幼稚園 幼稚園における ICT機器を活用した保育の在り方について 

特別 

支援 

(2） 

神戸市立青陽須磨支援学校 「主体的な学び」から見た授業づくり 

県立氷上特別支援学校 
体験型共同学習を通して、子供たちの学び合う力を高め、 

主体性を育む 

 

 

 



 

 

（2）支部奨励  

応募数  ９団体  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 団 体 内  容 

尼崎市小学校家庭科教育研究会 
「未来を創り出す豊かな心と確かな実践力をはぐくむ家庭科 

教育」 

兵庫県小中学校事務職員研究協議会 
地域における学校運営上の課題解決に向け、県内市町立組合 

立学校の業務改善の連携方策を研究 

近畿小学校体育研究大会 
主体的に学び元気にスポーツを楽しむ子へ「BE FUN KOBE  

P.E＆H.E。本質的な“運動の楽しさ”探究しませんか」 

全国農業高等学校長協会 
第 148回全国理事会・第 143回総会並びに令和３年度秋季研 

究協議会 

兵庫県公立学校女性校長会 
自ら未来を切り拓き 共によりよい社会を創る日本人を育成 

する学校教育の推進 

兵庫県小学校長会 
生きる喜びと夢をもち、未来を切り拓く子どもの育成 

夢をもち未来を創る心しなやかな子どもの育成 

兵庫県立学校事務長会 

コロナ禍による学校を取り巻く環境の変化や学校業 

務の多様化、ＩＴＣ教育推進への対応等新しい時代 

に対応した柔軟な思考や能力の育成を継続的に推進 

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」 

兵庫県人権教育研究協議会 
本研究会の会員の実践を持ち寄り、検討を通して子どもたち 

の人権感覚の向上をめざす取り組みをすすめる 



 

（3）教育実践研究論文 応募総数 49編    

ア. 学校部門   応募数 35編   

学 校 名 論文主題 推薦・表彰等 

神戸市立多井畑小学校 学校司書と連携した、児童の考える力を深める学習 優良賞 

神戸市立南五葉小学校 つたえあうって たのしいな 奨励賞 

神戸市立成徳小学校 防災教育を柱としたカリキュラムマネジメント 優秀賞 

宝塚市立末広小学校 「自分も友も大切にし、主体的に学び続ける子どもの育成」 奨励賞 

宝塚市立長尾南小学校 心温まる学校づくりを目指して 優秀賞 

西宮市立山口中学校 ボランティアが繋ぐ Next50tｈ 優良賞 

尼崎市立浜小学校 HAPPY HAPPYの関係を目指して 優秀賞 

尼崎市立下坂部小学校 「夢や目標を持ち、それに向かって挑戦する児童の育成」 優秀賞 

伊丹市立花里小学校 「コロナに負けるな」 希望と励ましの連帯で、予測困難な時

代を乗り越える児童の育成 
優秀賞 

尼崎市立長洲小学校 チーム長洲で取り組む学力向上 奨励賞 

西宮市立高須中学校 学び合いを軸とした「誰一人として見捨てない」授業づくり 優良賞 

稲美町立天満南小学校 
各教科等におけるプログラミング的思考を活かした主体的・対

話的で深い学びを目指して 
優良賞 

稲美町立稲美北中学校 学校運営協議会(コミュニティ・スクール）の定着と発展 優良賞 

加古川市立浜の宮中学校 防災教育を通して考える 地域とともにある学校づくり 優秀賞 

高砂市立伊保南小学校 「つながり」を生み出す「表現力」の育成を目指して 優良賞 

稲美町立加古小学校 全ての子どもが「分かる」「できる」授業づくり 優良賞 

加古川市立平岡小学校 『できる学力』から『わかる学力』へ 児童の学びを支える教育 優良賞 

県立播磨南高等学校 高校・地域・大学・企業によるコンソーシアム（共同事業体）

を活用した「総合的な探究の時間」 
優良賞 

西脇市立日野小学校 『食』でつながる・つなげるＦＥボンドを生かした授業づくり 優良賞 

多可町立八千代小学校 互いを思いやり、より良く生きようとする児童の育成 奨励賞 

西脇市立比延小学校 豊かな心と実践力を育み、未来を拓く家庭科教育の実践 優良賞 

姫路市立上菅小学校 「ふるさとを愛する子」の育成をめざして 奨励賞 

県立姫路東高等学校 男女共同参画社会をめざした高校での取り組み 優良賞 

宍粟市立城下小学校 学校の職場改革 奨励賞 

県立相生産業高等学校 「ものづくりがおもしろい」相産機械科の挑戦 本部推薦 

宍粟市立一宮北中学校 地域と連携した併設型小中一貫教育推進のための環境整備について 優良賞 

県立赤穂特別支援学校 「わくワークらいふシステム」の取り組み 本部推薦 

朝来市立和田山中学校 オオサンショウウオを知り朝来市内の河川の環境について考える 奨励賞 

丹波篠山市立八上小学校 子どもが語り合い 学び合う 授業の創造 優良賞 

丹波市立中央小学校 小学校における新しい担任システムの構築 優秀賞 

丹波市立柏原中学校 生徒一人ひとりの実態に応じた学びを共有する授業の工夫 優良賞 

丹波篠山市立西紀北中学校 ふるさとと関わり、主体的に探究し学び合う子どもの育成をめざして 優良賞 



 

南あわじ市立三原中学校 「よみがえれ、ホタルの里！地域とともにホタルを守る 50年」 優秀賞 

淡路市立石屋小学校 「いのち」と「人権」を大切にする学校をめざして 優良賞 

洲本市立洲浜中学校 生徒が主体となった避難行動・避難訓練の確立について 優良賞 

 

 

 

イ. 個人部門    応募数 14編    

学 校 名・執筆者 論文主題 推薦・表彰等 

神戸市立湊小学校 

木嶋 五十鈴 
ミナマタに学ぶ 優良賞 

退職（宝塚市教委嘱託） 

田川 隆司 

修学旅行の灯を絶やさないために、今できること、これから創

ること 優良賞 

伊丹市立鴻池小学校 

塩家 崇生 

「タブレット端末」と「道徳ノート」を活用したブレンド型授

業の実践 優秀賞 

尼崎市立小園小学校 

由良 健一 

子どもの「おたずね」を軸にした算数科授業に関する実践的研

究 優良賞 

尼崎市立塚口小学校 

井上 幸治 
小学校における情報活用能力の育成 優秀賞 

芦屋市立西蔵認定こども園 

山中 朱美 

幼児が楽しみながら感染症対策を身につけ、ソーシャルディス

タンスを保ちながら、友達とのかかわりや学びを深める保育の

創造 
優秀賞 

明石市立明石養護学校 

井上 万紀 
特別支援学校における「音楽紙芝居」についての考察 優良賞 

神戸大学付属小学校 

田淵 知紗 
書きことばで対話する「対書」を通した考えの紡ぎ合い 優秀賞 

県立農業高等学校 

三宅 義貴 

生徒の「資質・能力の育成」および「地域・学校での学びを

深める」プロジェクト学習の可能性 
本部推薦 

たつの市立御津中学校 
森川 正彦 

中学校技術・家庭科における主体的・対話的で深い学びを実

現するための題材の開発 優良賞 

佐用町立上津中学校 
古川 光弘 生活科の実践と評価に関する考察 優良賞 

県立八鹿高等学校 
澁谷 義人 高等学校での探究的な学びの推進 優秀賞 

県立篠山鳳鳴高等学校 
北川 弘紀 ＳＮＳを用いて政治的効力感の獲得を目指す授業実践 優良賞 

丹波市立青垣中学校 
大槻 武志 対話を重視した深い学びについて 優秀賞 

 

 



 

審査結果について 

部  門 本部推薦 優秀賞 優良賞 奨励賞 

学校部門 2 8 18 7 

個人部門 1 6 7 0 

計 3 14 25 7 

 

 

 

２．教育文化事業  

（１）教育文化活動助成  応募数 ６校  

申 請 校  内  容 

県立宝塚北高等学校 
地域伝統芸能「千吉おどり」を高校生が地域の小学生に伝承して

いく活動 

県立姫路工業高等学校 播州祭屋台政策による伝統技術体験の実施 

県立有馬高等学校(定時制) 地元の伝統工芸「立杭焼き」を体験する陶芸教室の実施 

県立高砂高等学校 文化伝統芸能 謡曲「高砂」の継承 

県立龍野北高等学校 高校生が和凧制作を通して伝統文化について理解を深める 

県立加古川南高等学校 書道部における「かな研究」の取組 

 

 

（２）ボランティア活動助成  

応募総数 １４校 (中学校 5校 高等学校 9校)      

＜中学校＞ 

 

申 請 校 内  容 

西宮市立山口中学校 
モリアオガエルの保存活動 ～ボランティアが紡ぐ、モリアオガエ

ルの郷～ 

丹波市立柏原中学校 地域の要請に応じた夏祭りやイベントでの演奏活動 

丹波市立青垣中学校 
青垣地域の伝統文化を学び、ふるさと意識を培い地域に進んで貢献

しようとする意識を育む 

養父市立養父中学校 
ボランティア部の活動として、地域の人々との触れ合いを通して福

祉の実践意欲を向上させ、態度を育成する。 

南あわじ市立西淡中学校 白砂青松を自分たちの手で守り、後世へ引き継ごう 



 

  ＜高等学校＞ 

 
 

（3）へき地学校教育支援助成（平成２９年度～令和３年特別事業）  

申 請 校 内    容 

姫路市立坊勢小学校 坊勢小学校の特色である書写教育の充実を図る 

南あわじ市立沼島小学校 

全校生 12人の離島へき地の学校のため、できるだけ多くの他校と

の交流体験活動を行うことで「コミュニケーション力」のある児

童の育成をめざす。 

南あわじ市立沼島中学校 
ふるさとを愛し、未来の創り手となる、心豊かな沼島っ子の育成 

～子どもが輝く９年間の教育を創造する～ 

   

申 請 校 内  容 

県立神戸鈴蘭台高等学校 
「神戸鈴蘭台高等学校“笑顔”“夢”プロジェクト」～花いっぱい

の学校、地域、鈴蘭台駅に～ 

県立舞子高等学校 近隣における慰問演奏活動 

県立宝塚西高等学校 宝塚西高校 東日本大震災被災地支援活動 

県立加古川西高等学校 加古川河川敷の清掃活動 

県立明石高等学校 
音楽が繋ぐ地域交流 音楽部演奏を通した地域との交流による、心

豊かで暖かなコミュニティの醸成 

県立加古川南高等学校 絵てがみでつながる～学校と地域の防災プロジェクト～ 

県立浜坂高等学校 
ふるさと貢献事業の一環として、地域の行事への参加、ボランティ

ア活動を通じて地域を愛する態度を育む。 

県立洲本高等学校 「洲本市立図書館市民まつり」等のボランティア演奏 

県立淡路高等学校 
吹奏楽部の演奏に合わせて、地域のお年寄りの方々に体を動かして

もらい、元気になっていただく 
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