
 

 

2022（令和 4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決定されました。 

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） 

神戸市立本山第一小学校 『深い学びをめざす』道徳科授業のために 

神戸市立和田岬小学校 「新たな神戸の防災教育」～多様な自然災害への対応～ 

神戸市立明親小学校 
「ほめ言葉のシャワー」の取組～自尊感情の涵養・支持的風土

の醸成・あたたかい居場所づくりの推進～ 

神戸市立浜山小学校 
浜山小学校としての環境学習（ESD,総合的な学習の時間との関

係を含めて） 

神戸市立甲緑小学校 
生命の体験学習 いのちの大切さを知らせ、自身と他者を尊重

する態度を育成する 

神戸市立小部小学校 職員研修の充実 

神戸市立泉台小学校 
「進んで自分の考えを表現する子の育成」―学びを楽しむため

のプログラミング学習の在り方― 

神戸市立星和台小学校 
「考える面白さ、伝え合い聴き合う大切さを軸に自ら学びを高

めていく 児童の育成」 

神戸市立鹿の子台小学校 
言語能力の育成 

～人とつながり 学びを広げる 言葉の力をつける～ 

神戸市立池田小学校 
コロナ禍での学びの環境づくり①授業のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化 

②生き物に直接触れる学習園 

神戸市立蓮池小学校 
ともに学ぶ 豊かに学ぶ  

～仲間と話し合うことで考えが深まる授業を目指して～ 

神戸市立真野小学校 
一人一人が輝き、高め合う真野っ子の育成 

～お互いの存在を認め合いながら～ 

神戸市立駒ケ林小学校 子供たちが主体的に基礎学力向上に取り組むための研究 

神戸市立長田南小学校 「共に生きる」多文化共生教育の推進 

神戸市立西須磨小学校 生き方を考える社会科学習 

神戸市立高倉台小学校 「生命」の尊さを学ぶ 

神戸市立花谷小学校 
教室の中で困っている児童について正しく理解し、適切に対応

するための手立てを研究し、学校経営に活かす。 

神戸市立菅の台小学校 
一人一人の基礎学力向上をめざして 

～小集団での学びを活かした授業づくり～ 

神戸市立垂水小学校 
「主体的・対話的で深い学び」を取り入れた授業づくり 

～国語、算数、道徳の授業研究を中心として～ 

神戸市立長坂小学校 
話す聞く力が、身に付く「わかる できる やってみよう 

 ～みんなで ひとりで～」 

 

 

 



 

地  区 申 請 校 テ ー マ 

神 戸 

（26） 

神戸市立井吹東小学校 
家庭科教育 これからの社会を共に生きる力を育む 

～体験・体得・体現～ 

神戸市立樫野台小学校 「友達と支え合い、生き生きと活動する子」 

神戸市立高津橋小学校 もっと解きたくなる算数の授業づくり 

神戸市立美賀多台小学校 
「対話的な学び」を通して考えを深め合う授業を目指して 

～多様性を認め合うための集団作りを軸に～ 

神戸市立成徳小学校 
社会に開かれた教育課程「なかまとともに 地域とともに 未

来を切り拓く子供を目指して」 

神戸市立霞ヶ丘小学校 指導と評価の一体化～国語、算数、社会の３教科を中心に～ 

阪   神 

（28） 

尼崎市立わかば西小学校 命を守る防災教育―学校・地域・家庭の連携を通して― 

尼崎市立七松小学校 
『心豊かでたくましく学び続ける子どもの育成』の実現のため

すべての学習の基本である国語科の研究推進 

尼崎市立上坂部小学校 ICTを活用した思考力を深める授業づくり 

尼崎市立立花小学校 
カリキュラムマネジメント研究、並びに多層指導モデルＭＩＭ

の取り組み 

尼崎市立難波の梅小学校 
豊かな心とたくましい体を持ち、自ら考え意欲的に学ぶ子ども

の育成 ～自他を愛する子・夢をもち挑戦する子～ 

西宮市立甲東小学校 主体的・対話的で深い学び～個別最適な学びと協働的な学び～ 

西宮市立高木小学校 
「伝え合い学び合う子の育成」 

～ペアやグループの活動を通して～ 

西宮市立高木北小学校 学校の学びを問い直す～自分らしさを核にした授業づくり～ 

西宮市立瓦林小学校 
「リズムでチャチャチャ！音楽世界旅」リズムという音楽の本

質にふれさせ楽しく児童の主体性を引き出す。 

西宮市立今津小学校 
郷土を愛し、豊かな心を育む教育活動の推進～創立 150周年記

念式典に向けて～ 

西宮市立鳴尾小学校 
「主体的に学び合う子供を育てる」 

～考えが深まる学習活動を通して～ 

芦屋市立打出浜小学校 
「主体的・対話的で深い学びの実現」 

～学び合い 理解を深めるための手立て～ 

芦屋市立浜風小学校 
学び合う集団をつくる 

～「主体的・対話的で深い学び」を通して～ 

伊丹市立神津小学校 
創造的な学校をつくる 

～個の学び・集団の学びを深め、つなぐ～ 

伊丹市立緑丘小学校 第 32回兵庫県視聴覚教育研究大会に向けての校内研究の充実 

伊丹市立桜台小学校 
自ら進んで学びを積み重ねていく子どもの育成 

～主体的・対話的で深い学びの実現を目指して～ 

宝塚市立末成小学校 
人とのかかわり合いを深めながら自己表現できる子をめざし

て～主体的・対話的な学びを通して～ 

宝塚市立すみれガ丘小学校 
「一人ひとり自己有用感が持てるための基礎・基本の徹底」 

～すみれスタンダードの改定を通して～ 

宝塚市立売布小学校 
言葉を大切にする子どもの育成 

～言葉豊かに自分の思いや考えを表現できる子ども～ 

宝塚市立中山台小学校 統合新設校におけるマインドフルネスの取り組み 

 

 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

阪   神 

（28） 

川西市立清和台小学校 
つながり合い、ともに高め合う、授業の創造 

～もしも発問による思考の深まり～ 

川西市立緑台小学校 
伝え合い、みんなで学びを深める みどりっ子をめざして 

～叙述に基づいて読み、根拠をもって伝え合う国語授業 

川西市立けやき坂小学校 

思いやりの心をもち、互いに認め合うことができる子～自己を

みつめ、伝え認め合い、深め合う 人権教育・道徳教育の授業

の創造～ 

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 

三田市立広野小学校 
読み深め、共に学び合う子どもたちの育成 

 ～国語科授業のユニバーサルデザイン化～ 

三田市立あかしあ台小学校 
人と豊かに関わり、なりたい自分に向けて努力する児童の育成

～ＩＣＴ機器を活用した協働的な学びの実現に向けて～ 

猪名川町立大島小学校 学びに向かう力の育成とコミュニケーション力の向上 

猪名川町立楊津小学校 
意欲をもって考えや思いを表現する児童の育成 書く・話す活

動を通して 

東北播 

（21） 

明石市立朝霧小学校 
「社会とつながり、探究し続け、自己を高めていく児童の育成」

～朝霧流プロジェクト型学習を通して～ 

明石市立人丸小学校 
自分や仲間を大切にできる児童の育成 

―「考え、議論する道徳」を目指す発問の工夫― 

明石市立中崎小学校 
持続可能な社会の創り手となる子ども一人一人に必要な資

質・能力の育成 

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 

 ～つかむ・習得・活用を意識した国語科の授業づくり～ 

加古川市立平岡東小学校 
「自ら学び 共に伸びる子の育成」 

～道徳的価値について理解を深め、共に高め合う授業づくり～ 

加古川市立平岡北小学校 子どもの可能性を引き出す「わかる学力」の育成 

加古川市立川西小学校 地域総がかりの教育の推進に向けて 

加古川市立神野小学校 
児童が ICTを活用しながら主体的・対話的な学びを深めていく

授業実践の在り方について研究する 

高砂市立荒井小学校 
「深い学び合いと支え合いにあふれる学校をめざして」 

～ICT機器の効果的な活用をとおして～ 

高砂市立北浜小学校 
一人一人を大切にし、たがいのおもいを認め合う子 ～人権教

育推進の研究 

稲美町立天満小学校 
「わかる・できる」を実感する授業づくりを目指して 

～全員参加・全員理解～ 

播磨町立播磨南小学校 「わかった」「できた」を実感し、算数を楽しむ子の育成 

西脇市立桜丘小学校 
「主体的に学ぶ児童、高め合う学習集団をめざして」 

～読解欲から読解力へ～ 

三木市立三樹小学校 
学び合い高め合う児童の育成 

～対話的な活動を充実させ、学びを深め広げる授業づくり～ 

三木市立三木特別支援学校 
個に応じた自主的・主体的な授業づくり 

―自立活動の視点・実態把握・かかわり合いの場を通して― 

三木市立平田小学校 
「自己の生き方を再構成しようとする子どもを育てる道徳教

育の創造」 

 

 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

東北播 

（21） 

小野市立小野特別支援学校 
安全安心な学校づくり 

～チーム学校による組織的な学校安全の推進に向けて～ 

小野市立来住小学校 

コロナ禍における児童による主体的・対話的・深い学びの楽器

演奏について～「表現の場」「対話の場」の設定によりさらな

る音楽活動の充実～ 

加西市立賀茂小学校 
未来をつくりだす「あたたかく たくましい」子の育成  

～自己を見つめ、本音で語り合う道徳の授業を通して～ 

加東市立社小学校 言葉の力を身に付け、思いを伝え合う子どもの育成 

多可町立杉原谷小学校 
確かな学力の育成に向けて やりぬく姿勢 つなぐ学び ―

対話による思考の深まりを表現する― 

中 播 

（13） 

姫路市立城西小学校 
児童にとって、必然性のある学びの創造と教職員の汎用的資

質・能力の育成 

姫路市立家島小学校 
気づき、対話し、行動しようとする児童の育成 

～海から始まる学びの一歩を、児童の主体性につなげて～ 

姫路市立城北小学校 
主体的に探究し、未来を構想する社会科学習の創造～自分発・

みんな経由・自分行きの授業づくりを通して 

姫路市立八幡小学校 
つながる力を育てる～互いを認め合い、ともによりよく生きよ

うとする子を育てる～ 

姫路市立別所小学校 学びをつなげる ～やってみて、伝え合う活動を通して～ 

姫路市立水上小学校 
言語力を高め、豊かに表現する子どもを育てる  

～説明的な文章の学習をとおして～ 

姫路市立網干小学校 
ことばの力を高める授業の創造 ～相手の意見を受け止め、自

分の考えをわかりやすく伝えられる児童の育成～ 

姫路市立中寺小学校 魅力ある授業の創造～ICTのベストミックスをめざして～ 

姫路市立太市小学校 
音楽活動を通して学び生きる楽しさを知り、こころ豊かな子ど

もの育成～教師の歌唱指導の力の向上～ 

姫路市立安富北小学校 「学校と美術館が創り出せる子どもたちの学びの場」を考える 

神河町立神崎小学校 ふるさとを愛し こころ豊かで 自立する神河の子をめざして 

福崎町立八千種小学校 
評価を活かした生かした国語科授業づくり 

～ICT活用で学びを可視化～ 

福崎町立田原小学校 
子どもの心に灯をともす授業づくり 

～わかる授業をめざして～ 

西 播 

（10） 

たつの市立揖西西小学校 
「揖西町大好き！ふるさとの魅力発信隊」 

～ふるさとのひと・もの・ことをつなぐ探究活動～ 

たつの市立新宮小学校 
「自ら」学び、未来を切り開く児童の育成～道徳教育の視点で

見つめ、学びのつながりを大切にした学習の創造をめざして～ 

たつの市立越部小学校 
「学びに向かう力」を高める児童の育成 

～「自ら」学ぶ力を育てる授業づくり～ 

相生市立中央小学校 
かかわりの中で 自尊感情を形成し 主体的に 学び続ける児童

の育成 

赤穂市立赤穂西小学校 
自ら学びに向かう児童の育成 

～「個別最適な学びと協働的な学びを通して」～ 

赤穂市立尾崎小学校 
「尾崎の子は尾崎で育てる」 

～地域と連携・協働した取組の推進について～ 

 

 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

西 播 

（10） 

上郡町立高田小学校 
『自他のよさやちがいを認め合い、他者によりそうことのでき

る児童の育成』～聞き合い、話し合う道徳科の指導を通して～ 

佐用町立三日月小学校 
主体的に学び、生き生きと表現する児童の育成 

～日々の学習活動や生活に生かす書写学習～ 

宍粟市立河東小学校 主体的・対話的で深い学び「分かりやすい授業づくり」 

宍粟市立蔦沢小学校 
わくわく学び意欲をもって授業に取り組む児童の育成～学習

に興味をもち 自ら学ぼうとするサステナブルな授業の工夫～ 

但 馬 

（10） 

豊岡市立豊岡小学校 
学びの主人公を育てる～「教材・仲間・自分」３つの対話で、

痛みの感覚を磨く～ 

豊岡市立八条小学校 
自ら考え、表現し、学び合う子の育成～学習に向かう土台づく

りをもとにして、つながり合い高まり合う体育授業～ 

養父市立建屋小学校 
自ら目標を立て、主体的に体力づくりに取り組む児童の育成 

～チャレンジ・スポーツの輪を広げよう～ 

養父市立高柳小学校 対話力を育み、考えを深めさせる授業の創造 

朝来市立枚田小学校 
自己の生き方についての考えを深める道徳教育の推進 

～主体的に考え、議論したくなる授業づくりを目指して～ 

朝来市立梁瀬小学校 
特別な支援を要する児童一人一人の可能性を最大限に伸ばす

養護教諭としての組織的役割の工夫 

新温泉町立温泉小学校 
「表現できるおもしろさを実感し、主体的に学ぶ授業づくり」

―国語科の「書く」活動を中心とした「ことばの力」の育成― 

新温泉町立浜坂西小学校 「話す・聞く」活動を通して、自分を表現できる児童の育成 

香美町立兎塚小学校 
自ら学ぶ子の育成 

～深い学びにつながる「学び合い」のある授業づくり～ 

香美町立小代小学校 
「自ら学び、考えをつなげ、深め合う児童の育成」 

～子どもたちの自律性と協働性の力を育む授業づくり～ 

丹 波 

（6） 

丹波市立小川小学校 
「わかる・できる・楽しんでかける」児童の育成 

～主体的・対話的で深い学びをめざして～ 

丹波市立和田小学校 
自分のこととして捉え、他者と共によりよく生きようとする児

童の育成 

丹波市立船城小学校 
「認識の飛躍を目指す授業デザイン」 

～自分の考えを相手にわかりやすく伝える書き方～ 

丹波篠山市立城北畑小学校 「問い」をもち、表現し、学び合う子どもの育成 

丹波篠山市立岡野小学校 
読むことを通してことばの力を培う 

～他者との考えの違いに着目した対話活動を目指して～ 

丹波篠山市立古市小学校 
自ら追及し、楽しんで学び続ける児童の育成～安全安心な学校

づくりから、古市モデルの追及を通して～ 

淡 路 

（7） 

洲本市立洲本第三小学校 子どもたちのやる気を育て、主体的に学ぶ児童の育成 

洲本市立広石小学校 
仲間と見つけよう 新しい自分―楽しく学び わかるをできる

につなぐ授業づくり―(体育) 

淡路市立大町小学校 
「withコロナの学校生活における歌唱・鑑賞の指導の在り方」

～わくわく うきうき 音楽大好き～ 

淡路市立福良小学校 
「わかる喜び」「学ぶ楽しさ」を実感できる子どもの育成 

～思考し、表現する力を高める指導の工夫～ 

南あわじ市立志知小学校 
ヨガトレの植田真由さんを招き、深い呼吸と正しい姿勢を身に

付け、集中力を高めることで、学力向上を図る。 

 



 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

淡 路 

（7） 

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向けた授業改善 

～児童理解からはじまる授業～ 

淡路市立石屋小学校 日本伝統文化に触れる機会の充実をめざして 

 

中 学 校   応募数 79校 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

神 戸 

（20） 

神戸市立筒井台中学校 
「学び合いの授業づくり」を通した主体的対話的で深い学びが

できる体制の構築 

神戸市立渚中学校 防災教育における人と人のつながり 

神戸市立葺合中学校 思春期におけるメンタルヘルスケアと生き物飼育と植物栽培 

神戸市立神戸生田中学校 
ICT機器活用の新たな授業づくり 

～ICT機器活用例、今後の授業づくりに活かせること～ 

神戸市立唐櫃中学校 学びあい支え合う授業づくり・学校づくり 

神戸市立広陵中学校 地域との連携の強化 実践・実行委員会という活動を通して 

神戸市立雲雀丘中学校 「里山づくり」体験を中心とした教科横断的な学習の研究 

神戸市立丸山中学校 
学びの共同体によるグループ学習を基軸とした「力のつく授

業」づくりと人権教育の研究実践 

神戸市立西代中学校 
生徒の発想をもとに作品制作を行い、成果共有をし学習成果の

深化を図り、個々の美術への学びの意欲を育てる。 

神戸市立高取台中学校 
「思考力・判断力・表現力」の育成を目指した授業づくり 

～輝きを忘れずに、主体的に学んでいこうとする集団へ～ 

神戸市立駒ヶ林中学校 
コロナ禍における芸術文化活動(感染拡大防止策を講じた音楽

活動支援) 

神戸市立飛松中学校 植物が育つ土づくりの研究 

神戸市立高倉中学校 生きる力をはぐくむ学校図書館を目指して 

神戸市立友が丘中学校 
生徒のつまずきを深く理解し、生徒が主体的に克服する ICTを

活用した協働学習のさらなる定着 

神戸市立太山寺中学校 ＩＣＴ教育の充実 

神戸市立玉津中学校 協働学習を通して「わかる・できる・楽しい授業」を実践する 

神戸市立王塚台中学校 道徳教育を推進し、人間性を高め心を育てる学校づくり 

神戸市立淡河中学校 
防災学習「地域のハザードマップ作り」「防災音楽ユニット

Bloom Worksから防災を学ぶ」 

神戸市立大原中学校 
校内をユニバーサルデザインの視点で見直し、みんなが安全で

過ごしやすい学校をつくろう。 

神戸市立伊川谷中学校 「ビオトープ・校内植物園の活用・考察」 

阪 神 

（17） 

尼崎市立成良中学校 「リズムジャンプを通した体育の意欲とスキルの向上」 

尼崎市立日新中学校 
『自律性』『主体性』に向かう教育を実現するために、生徒自

身が主体的な取組の中で自身の価値観や信念を育む教育 

尼崎市立小田中学校 不登校生徒への組織的対応と予防 

 



 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

阪 神 

（17） 

尼崎市立塚口中学校 
生徒が意欲的に学ぶ授業づくり―主体的に学び自ら進んで

活動する生徒の育成 

西宮市立平木中学校 
心肺蘇生法と AED 使用方法についての研修を通して、自ら

行動できる態度を育成する 

西宮市立瓦木中学校 
全校生徒に救急講習を受ける機会を作り、全校生徒が心肺

蘇生を行えるよう体験して、中学校を卒業する 

芦屋市立潮見中学校 
ICT機器を効果的に活用し、生徒の興味や関心を高める授業

の追求 

伊丹市立東中学校 
学習意欲を高める授業づくり「アークスモデル」「ICT 機器

の活用」 

伊丹市立南中学校 主体性や表現力を引き出すための授業づくり 

伊丹市立北中学校 「習得・活用・探究」のサイクルを重視した授業実践 

伊丹市立荒牧中学校 
未来を切り拓く力の育成 

～主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善～ 

宝塚市立宝塚中学校 
環境整備として、敷地内の建物や庭などの周辺整備等を地

域の方と一緒に生徒、教職員が取り組んでいく 

宝塚市立西谷中学校 西谷中学校書道パフォーマンス２０２２ 

宝塚市立南ひばりガ丘中学校 「気づき・考え・実践する生徒の育成」 

川西市立川西中学校 「社会的自立のできる生徒の育成」 

川西市立清和台中学校 
子ども理解、保護者理解  

～保護者と協力体制をとり、共に子どもを支援する～ 

猪名川町立清陵中学校 
子どもの人権を大切にした話し方の研究 ～講師を招いて

研修を行い、教師の話し方の力量を高める～ 

東北播 

（11） 

明石市立大蔵中学校 
自他を認め、学び合い、高めあう生徒の育成 

～生徒が主体的に考え、議論する道徳授業を目指して～ 

明石市立望海中学校 保健体育科研究 自ら課題解決する力を高める学習 

加古川市立陵南中学校 
ICT機器を活用した授業展開 

～主体的に学ぶ生徒の育成につながる授業形態の工夫～ 

高砂市立竜山中学校 
学校・家庭・地域の連携・協働した「地域とともにある学

校」づくりの推進 

播磨町立播磨南中学校 
特別支援教育における連続的な学びのための縦横連携のあ

り方 

稲美町立稲美北中学校 コミュニティスクール(学校運営協議会)の定着と発展 

加古川市立加古川中学校 
主体的・対話的で深い学びをの実現をめざす ICT を活用し

た授業デザイン 

加古川市立氷丘中学校 

豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となる 

～対話的な学びを通して、生き方についての考えを深める

道徳科の授業づくり～ 

西脇市立黒田庄中学校 
「生きる力につながる学力の育成をめざして」 

～主体的・対話的で深い学びの実践に向けて～ 

加西市立北条中学校 

溌剌・純情・夢ありの精神を持つ生徒づくり～道徳を核と

した「道徳的価値」の醸成と「基礎モラル力」の育成をめ

ざして～ 

加西市立泉中学校 
深い学びのある道徳授業～「教材の読み」「発問」「問い返

し」の一体化をめざして～ 



 

 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

中 播 

(10） 

姫路市立林田中学校 
夢や目標へのアプローチの仕方(キャリアプランニング能

力)を学び、今後のキャリア育成につなげる。 

姫路市立豊富小中学校 
子どもたちの学びの充実(深い知識・思考・判断)を促す効果

的なＩＣＴの活用 

姫路市立書写中学校 
「人権」・様々な人権課題の解決を目指す ・教師としての

人権感覚を磨く 

姫路市立安室中学校 
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 

姫路市立置塩中学校 
置中ブランド オキノユメ サツマイモの栽培・収穫・販売

等の体験活動 

姫路市立安富中学校 
令和 4年度ひょうごっ子ドリームプロジェクト事業「みんな

で一致団結！目指せ、ひょうごっ子記録！」 

姫路市立大津中学校 「差別の現実に学び、人権尊重の精神を育む教育」 

姫路市立家島中学校 
中学校の技術分野における micro:bit 拡張ボードを活用し

た楽しく想像力を育むプログラミング学習モデルの構築 

姫路市立書写養護学校 
肢体不自由児における社会的自立を実現するキャリア教育

の実践と社会モデル構築の一考察 

市川町立市川中学校 「人権学習の取り組み」 

西 播 

（6） 

たつの市立新宮中学校 
新型コロナウイルス感染防止を念頭においた活発な音楽活

動、音楽的行事の充実した運営について 

たつの市立龍野東中学校 生活に根ざした作業学習を通して 

相生市立那波中学校 若手教職員等を対象とした資質向上研修 

赤穂市立有年中学校 
協同活動を取り入れ規範意識・自己有用感を高め、学ぶ意欲

と思考力、判断力を育む授業の創造 

佐用町立三日月中学校 生きる力をはぐくむ活動の創造『生命と平和、自治』 

宍粟市立山崎東中学校 「多様な性」に対する正しい理解 

但 馬 

（5） 

豊岡市立豊岡南中学校 国語・書写研究大会開催に向けての校内研究体制の充実 

豊岡市立豊岡北中学校 
未来を切り拓き、よりよい生活の実現や社会を構築する資

質・能力を育む技術・家庭科教育 

豊岡市立竹野中学校 
「基礎・基本の定着を図り、生徒が主体的・対話的に活動す

る授業の創造」 

朝来市立梁瀬中学校 
主体的・対話的で深い学びの実現を目指した社会科学習 

～思考の見える化を図る授業の創造を通して～ 

朝来市立生野中学校 
『自ら課題を持ち、主体的に取り組む生徒の育成』～「する・

みる・支える・知る」を通して、互いに高め合う授業づくり～ 

丹波 

（5） 

三田市立長坂中学校 表現力(自分の考えを相手に適切に伝える力)の育成 

三田市立藍中学校 
特別支援教育を根幹に据え、一人ひとりが大切にされる学校

づくり 

丹波篠山市立丹南中学校 「対話」による深い学びをめざす道徳科の授業づくり 

丹波市立青垣中学校 
生徒とともにつくる『平和のモニュメント』 

～出会い つながる ひろがる 私たちにできる平和活動～ 

丹波市立和田中学校 
生徒自身が自分事として考えられるような授業を展開する

ための「中心発問」と「問い返し」の研究 

 



 

 

 

高等学校・特別支援学校・幼稚園  応募数 15校（団体） 

校種等 申 請 校 テ ー マ 

 

 

 

高 校 

（9） 

県立舞子高等学校 「難産だった近代オリンピックの誕生」から人権教育を考える 

姫路市立姫路高等学校 

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

を開催することによって、小学校教員の観察・実験の指導力

向上を図ることを目的とする。 

県立西脇北高等学校 

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

を開催することによって、小学校教員の観察・実験の指導力

向上を図ることを目的とする。 

県立川西緑台高等学校 

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

を開催することにより、小学校教員の観察・実験の指導力向

上を図る。 

県立淡路三原高等学校 

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

を開催することによって、小学校教員の観察・実験の指導力

向上を図ることを目的とする。 

 

県立但馬農業高等学校 
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

により、小学校教員の観察・実験の指導力向上を図る。 

県立三田西陵高等学校 

専門性の高い高等学校教員を小学校に派遣し、研修会を開催

することで、小学校教員の理科の指導力向上を図る。あわせ

て、児童の自然科学に対する興味・関心を高揚させる。 

県立神戸高塚高等学校 

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

を開催することによって、小学校教員の観察・実験の指導力

向上を図る。 

県立淡路高等学校 製菓衛生師養成施設として現場で生きる実践力の向上 

特別 

支援 

(2） 

神戸市立灘さくら支援学校 新学習指導要領に基づいた授業づくり 

県立のじぎく特別支援学校 
様々な障害種からなる生徒らが主体的に学ぶ美術の授業に

関する研究 

幼稚園 

(4) 

尼崎市立大島幼稚園 
「主体的に遊びや生活を進める子どもをめざして」～一人一

人の子どもの育ちを多面的にとらえ、子ども理解を深める～ 

神戸市立道場幼稚園 
身近な自然や様々な人とのかかわりの中で、幼児一人一人が

豊かな心を育む 

伊丹市立おぎの幼稚園 
「遊び込む子どもの育成～カンファレンスを通した幼児理

解から～」 

神戸市立港島幼稚園 Play＆challenge 夢中になって遊ぶ みなとじまっこ 

地 区 申 請 校 テ ー マ 

淡 路 

（5） 

洲本市立青雲中学校 
主体的・対話的な授業改善の推進・教職員のメンタルヘルス

対策の推進 

洲本市立五色中学校 
故郷に誇りを持ち、自立して未来を豊かに生き抜く生徒の育

成 

南あわじ市立南淡中学校 
陸上自衛隊と連携した防災教育活動による主体的な実践力・

行動力の育成 

淡路市立岩屋中学校 防災教育の研究および推進について 

南あわじ市・洲本市組合立 

広田中学校 

「学校教育全体で取り組む人権教育」～教師の人権感覚を向

上させ、子ども達の人権意識を養う教育活動～ 



 

 

（2）支部奨励  応募数 11団体  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 団 体 内  容 

兵庫県中学校理科教育研究大会 

 淡路大会 
中学校理科教育における授業づくりを通して学力向上を図る 

第 68回全国肢体不自由教育研究 

協議会 兵庫大会 

 肢体不自由教育の充実をとおした共生社会形成の 

推進～個別最適な学びと協働的な学びの実現をめさして～ 

兵庫県数学教育会高等学校部会 兵庫県数学教育会 令和４年度総会並びに研究大会 

日本工業化学教育研究会 

第 70回全国大会（兵庫大会） 

 見直そう今、見つめよう未来 

～大きな社会変革に対応できる人材育成をめざして～ 

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 

兵庫県中学校校長会 ふるさとを愛し夢をかなえ未来を切り開く子供を育む学校経営 

兵庫県普通科高等学校長会 

兵庫県普通科高等学校長会第 36回総会・研究協議会を開催し、 

調査研究発表、協議、講演等により研鑽を深め、今後の学校経営 

に生かす。 

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」 

兵庫県中学校教育研究会英語部会 

研究大会（淡路大会） 

自らの考えや思いを伝えあい、学びあう生徒の育成と 

評価 ～グローバル社会を生き抜く力を見据えて～ 

近畿小学校社会科教育研究協議会 

兵庫大会 

生き方を考える社会科学習 

～自ら問い続け、豊かに関わり続ける～ 



 

（3）教育実践研究論文 応募総数 38編    

ア. 学校部門   応募数 29編   

 

学 校 名 論文主題 推薦・表彰等 

神戸市立義務教育学校湊島学園 解決したくなる課題設定と仲間たちとの練り上げを通して 

「わかった・できた」を実感できる授業を目指して 
優良賞 

神戸市立こうべ小学校 単元の楽しさを中心に据えた体育学習 

～なりたい自分を目指して 仲間とかかわり合う～ 
本部推薦 

神戸市立渚中学校 生徒主体の防災教育 

～防災ジュニアリーダーを中心として～ 
優良賞 

県立長田商業高等学校 株式会社の経営を通して、生徒の自尊感情を高める 

高校生が株式会社「NAGAZON」を設立し、会社経営を行う 
優秀賞 

伊丹市立天王寺川中学校 
ウェルビーイングを実現する学校教育を目指して 

with コロナ時代の ICT と人とのつながりのハイブリッドな教

育の構築を目指して 

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 

互いに認め合い、伝え合い、高め合う姿をめざして一人ひとり

が生きる学習の創造 

奨励賞 

宝塚市立売布小学校 言葉を大切にする子どもの育成 

～言葉豊かに自分の思いや考えを表現できる子ども～ 
奨励賞 

西宮市立大社小学校 豊かな関わり合いのできる子をめざして 

～小集団学習に焦点を当てた単元・授業づくり～ 
優良賞 

尼崎市立明城小学校 異学年交流の取り組み 

－尼崎市立明城小学校の取り組みを通して－ 
優秀賞 

尼崎市立清和小学校 
「創造性を育む教育ＩＣＴ環境を SDGｓで創る研究」 

～情報モラルと情報活用のダブルエンジン～ 
優秀賞 

県立武庫荘総合高等学校 地域とともに考える未来の学び 学校応援団から協働者に 優良賞 

県立尼崎小田高等学校 
専門機関と連携した探究的な学びの実践 

―国際探究学科「難民支援班」の取り組み事例― 
優秀賞 

明石市立松が丘小学校 
地域を担う人材の育成 

～コミュニティ・スクールの推進を通して～ 
優秀賞 

加古川市立野口南小学校 自ら考え、表現できる子どもの育成 

協同的探究学習に基づく授業の創造 
優良賞 

加古川市立鳩里小学校 協同的探究学習を核とした「学びを深める対話的な授業の創造」 

－伝え合い認め合い共に高め合う授業展開をめざして－ 
優良賞 

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 

－『食』の根っこを育てる、持続可能な食育をめざして－ 
優良賞 

高砂市立高砂中学校 学び合う教室をつくろう 

～探究のある授業づくりをめざして～ 
優良賞 

加古川市立両荘中学校 
校区の実情に合わせた防災教育の取組 

～「適切に判断し、主体的に行動できる実践力」「自助・共助の

実践意識」の向上をめざして～ 

優良賞 

播磨町立播磨中学校 

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

はぐくむ技術・家庭科教育  

   ICT を活用する授業改善と 1 人教科の他校と連携した資質

向上の取り組み 

優良賞 

稲美町立稲美中学校 

『つながり』を深めるための教育活動 

～人権学習やボランティア活動を積み重ねて生徒たち自らが

考えた『ふるさと宣言』～ 

優秀賞 



 

西脇市立楠丘小学校 
夢を描き、夢を育む学校づくり 

～自ら考え、判断し、行動する子の育成をめざして～ 
奨励賞 

宍粟市立神野小学校 
知識・技能の効率的な習得について 
全学年での放課後学習をとおして学習習慣の定着に取り組む 奨励賞 

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 
―「思考ツール」を活用した探究活動を通して― 優良賞 

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  

～自他の思いや考えを大切にする児童の育成～ 
優良賞 

佐用町立三日月中学校 
生きる力を育むための総合的な学習の時間の推進 

～３年間を見通した平和学習の実践～ 
優良賞 

丹波市立春日中学校 
地域課題に根ざしたｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰｼｯﾌﾟ教育の推進 

～探究活動における深い学びの実現をめざして～ 
本部推薦 

三田市立狭間中学校 

生徒理解の徹底と自ら考え主体的に行動する生徒の育成 

コロナ禍において子どもに寄り添い、子どもが自分で決められ

る学校づくり 

優秀賞 

県立氷上特別支援学校 
個別最適な学びを実現する研修体制の充実 

氷上特支研修サイト（Google Workspace)を活用した取組 
優良賞 

南あわじ市立辰美小学校 
「一人一人が自分の思いや考えをもち,学び合う児童の育成」 

～書くことを大切にした、主体的・対話的な授業の創造～ 
優秀賞 

 

 

イ. 個人部門    応募数 9編    

学 校 名・執筆者 論文主題 推薦・表彰等 

宝塚市立末広小学校 

今北眞奈美 

「自分も友も大切にし、主体的に学び続ける子どもの育成」 
「タブレットを活用したﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの授業づくり」 奨励賞 

県立川西北陵高等学校 

稲中 優子 

「新書研究とポップ」を通した総合的な探究の時間の授業実践と

繋がり合う書店・学校・17 歳の学び 
～17 歳のポップが伝える新書のぬくもりと地域との協働学習か

ら見えるもの～ 

本部推薦 

県立伊丹高等学校 

進藤 健裕 

協働学習と対話を通じた生徒の自走的な学びと脱ティーチングの

実践 ～「教えること」から「学びを促進すること」への教師の

役割の変化がもたらす「主体的・対話的で深い学び」の可能性～ 
優良賞 

芦屋市立打出浜小学校 

内迫 千晶 

自尊感情の低い子がそろうクラス「ともに学び合う 理解を深め

る」授業づくりの挑戦！！ ～5 年国語「やなせたかし－アンパ

ンマンの勇気」の実践を通して～ 
優秀賞 

芦屋市立打出浜小学校 

渡邉 菜摘 

子どもと学ぶ「情報モラル学習」 
～6 年生「総合的な学習の時間」の実践を通して～ 優良賞 

県立西宮香風高等学校 

武田 博子 

キャンパスカウンセラーと協働した心理教育的支援 
－カウンセリング係の活動を通して－ 優良賞 

県立東はりま特別支援学校 

辻 真盛 

発達障害児の保護者と教員をつなぐ協働型行動ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝの効果

の検討 学校と家庭との連携と支援効果を高めるために 優良賞 

姫路市立余部小学校 

西古 まさ子 
図画工作科授業実践発表 人権ポスター作成に取り組んで 優秀賞 

豊岡市立日高小学校 

田渕 さゆり 

共感的に聴き、自分の想いを返せる子ども 

～キャリア教育の視点を通して～ 
優良賞 

 



 

 

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 

県立東灘高等学校 
75年以上前に地元の「深江」で親しまれ、現在は消滅した「深江音頭」

の復活・伝承プロジェクト 

県立西宮高等学校 
"高校生による新たな地域文化の創造 

～「西宮神社の獅子舞」復活から継続にむけて～" 

県立伊丹高等学校 
「なぎなたの町」と言われる伊丹市の県立高校なぎなた部として、さ

らに活躍するための環境整備をする。 

県立姫路西高等学校 競技かるた部の活動の活性化による姫路西高校の芸術・文化の向上 

県立豊岡高等学校（定時制） 
地元講師から伝統文化を学び、その成果を郷土に還元し、地域社会に

貢献できる生徒の育成を目標とする。 

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、但馬地域の伝統の継承 

 

 

 

（２）ボランティア活動助成  

応募数 21校 (中学校 7校 高等学校 14校)     

■中学校 

 

 

 

 

 

申 請 校 内  容 

神戸市立神出中学校 
地域住民と学校の連携を深めるため、休日を利用し、地域行事や児童

館行事などに出向いてボランティア活動を実施する。 

神戸市立本庄中学校 
「本庄 Earth Project(HEP)」として、地域行事にボランティアとして

有志が参加、地域の活性化に貢献する。 

神戸市立淡河中学校 
地域の伝統文化である「和太鼓」の活動を通じて教育・故郷に貢献す

る 

明石市立望海中学校 吹奏楽部の楽器演奏指導と社会貢献 

丹波市立氷上中学校 ヒカチュウ吹部！！福祉・ボランティアのすすめ 

丹波篠山市立篠山中学校 吹奏楽部がボランティア演奏を行う 

洲本市立洲浜中学校 
地域のよさやふるさとの恵みに触れ、「炬口浜公園の清掃活動」を行

い、地域の人たちとふれあう機会とする。 



 

■高等学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 請 校 内  容 

県立北須磨高等学校 
吹奏楽の演奏を通じて地域の文化に貢献し、活性化の一助とするため、

各種のコンサートを実施する。 

県立神戸北高等学校 
県立神戸北高校地域貢献ボランティア活性化事業①防災活性化②文化

活性化 

県立宝塚西高等学校 介護付き有料老人ホーム宝塚エデンの園への訪問演奏 

県立尼崎小田高等学校 「小田夏祭り」における吹奏楽部ステージ演奏 

県立三田西陵高等学校 
三田西陵高校を取り巻く地域に花を植え、届けることで豊かで潤いの

ある生活空間を創造する 

県立尼崎高等学校 演奏を通して、近隣の幼稚園や保育園の園児と交流を行う。 

県立芦屋国際中等教育学校 東日本大震災被災地支援活動 

県立明石城西高等学校 
本校吹奏楽部の活動助成を通して、地域の活性化・文化水準の向上を

図る 

県立加古川西高等学校 加古川河川敷の清掃活動 

県立農業高等学校 県農ブラスから地域に音楽をお届けする 

県立三木高等学校 
三木高校吹奏楽部として、地域のイベントに参加し、オープニング演

奏や交流演奏を行う。 

県立多可高等学校 吹奏楽による演奏活動を中心とした地域の活性化 

県立姫路東高等学校 
小学校訪問や青年会議所のイベントを通して、日本の伝統音楽である

筝曲のすばらしさを地域に方々に届ける。 

県立姫路西高等学校 たそがれコンサート２０２２ 
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