
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 総社市立服部幼稚園 夢中になって遊ぶ幼児をめざして

2 新見市立哲西認定こども園 いきいき・わくわくが生まれる遊びを目指して

3 倉敷市立玉島幼稚園 幼児一人ひとりが輝くために

4 岡山市錦認定こども園 自ら遊びに取り組む園児の育成

5 備前市立伊里認定こども園 次年度に活きる個別の支援計画の書き方

6 岡山市立竜之口幼稚園 主体的に活動に取り組む幼児をめざして

7 岡山市立浦安幼稚園 主体的に遊びに取り組む幼児を目指して

8 岡山市立豊幼稚園 主体的に活動する幼児をめざして

9 岡山市立横井幼稚園 夢中になって遊ぶ中で、互いに学び合う幼児を目指して

10 岡山市太伯認定こども園 自ら生活や遊びに取り組む力の育成

11 井原市立美星幼稚園 自分大好き！みんな大好き！思いを発揮しながら友達と育ち合う

12 玉野市立荘内幼稚園 やってみよう！もっとやりたい！と夢中になって遊ぶ幼児をめざして

13 井原市立県主幼稚園 人とかかわる力を育むための小規模幼稚園の交流活動

14 井原市立井原幼稚園 探究する保育を求めて

15 岡山市立富山幼稚園 自分の思いや考えを表現し、互いに認め合う幼児を目指して

16 美作市立英田幼稚園 わくわくのびのびいきいき生活する子どもを育てる

17 岡山市陵南認定こども園 夢中になって遊ぶ子どもの育成

18 岡山市立芳田幼稚園 友達と一緒に主体的に遊びを進めていく幼児をめざして

19 倉敷市立富田幼稚園 幼稚園って楽しいな　友達と遊ぶの楽しいな

20 岡山市甲浦認定こども園 主体的に遊びを進める子どもを目指して

21 岡山市御津金川認定こども園 思いを伝えながら、共に育ち合う園児を目指して

22 岡山市立吉備西幼稚園 ICT機器を積極的に活用した人材育成と教材開発

23 岡山市立可知幼稚園 一人一人が自分らしさを出しながら、意欲的に取り組む幼児を目指して

24 岡山市立平福幼稚園 夢中になって遊びに取り組む幼児を目指して

25 岡山市立平井幼稚園 友達とつながりながら、主体的に遊ぶ幼児を育てる

26 岡山市旭竜認定こども園 思いや考えを伸び伸びと表現する園児を目指して

27 備前市立東鶴山認定こども園 絵本の世界を楽しむ子どもを育むために

28 美作市立勝田東小学校 ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、どの子も意欲を持ち、「わかる・できる」授業

29 総社市立阿曽小学校 主体的に学び合いながら、わかる喜びを感じる児童の育成

30 真庭市立天津小学校 「わかる」「できる」喜びを感じ、学び続ける児童を育成

31 高梁市立中井小学校 主体的に考え、話し合い、深め合う児童の育成

32 岡山市立岡南小学校 アウトプットし、つながり合う授業づくり

33 岡山市立幡多小学校 いきいきと思考し、表現する子どもの育成

34 真庭市立湯原小学校 主体的に探究し、学び合える児童の育成

35 岡山市立操南小学校 問いをもち、学び続ける子どもの育成

36 岡山市立浮田小学校 見方・考え方を働かせる対話的な「学び方」づくり

37 岡山市立福浜小学校 言葉による見方・考え方を働かせ、深い学びをつくる国語科授業を求めて

38 瀬戸内市立牛窓西小学校 特別活動を通した自己受容感・自己肯定感の醸成

39 久米南町立神目小学校 主体的な学びへとつながる算数科の指導の工夫

40 岡山市立高島小学校 英語学習において、教室内の言語環境の整備とICT機器の活用

令和4年度　学校研究助成　該当校園一覧
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41 岡山市立庄内小学校 多角的に考え、学びを深める児童の育成

42 倉敷市立西阿知小学校 確かな読みの力を身に付け、学びを生かす子どもの育成

43 ノートルダム清心女子大学附属小学校 主体的に新聞を読んで、さらに詳しく調べたり、友達と意見交換をしたりする

44 倉敷市立中洲小学校 学び合いを通じて高め合い「わかった」「できた」喜びを実現する児童の育成

45 岡山市立芳田小学校 ともに学ぶ喜びを感じる子どもをめざして

46 総社市立昭和小学校 主体的に学び、共に高め合う児童の育成

47 岡山市立足守小学校 Chromebookを活用した思考・判断・表現の評価

48 津山市立南小学校 主体的に取り組む児童を目指して

49 玉野市立胸上小学校 自ら考えて行動し、「わかる」「できる」「楽しい」学校づくり

50 井原市立芳井小学校 主体的に読み、根拠を明らかにして表現する児童の育成

51 倉敷市立旭丘小学校 主体的に関わりながら、根拠を明らかにして表現する児童の育成

52 新見市立塩城小学校 自分の健康や体力に関心をもち、進んで運動をする子を育てる

53 高梁市立宇治小学校 わかる授業を目指した「教え方の選択」と「学びの方法の選択」の研究

54 岡山市立岡山中央小学校 子どもたちがともに学び合い、学ぶことに喜びを感じる授業

55 岡山市立豊小学校 仲間とともに主体的に課題を解決していく子ども

56 岡山市立平島小学校 自分の思いや考えを豊かに表現できる子どもの育成

57 岡山市立伊島小学校 学びの質を高め、確かな学力の育成をめざす授業づくり

58 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

59 岡山市立中山小学校 課題の解決に向け、友だちといっしょに考え、表現する学びを楽しむ子どもの育成

60 倉敷市立第一福田小学校 学び合う楽しさを味わい、「分かる」「できる」を実感する算数科の授業を目指して

61 倉敷市立呉妹小学校 自分の考えをもち、表現する児童の育成

62 岡山市立三勲小学校 自ら考えをもち、ともに学び合う子どもを目指して

63 岡山市立芳明小学校 互いのよさを認め合い、主体的・協働的に取り組む児童の育成

64 赤磐市立仁美小学校 対話を中心に据えた授業づくり

65 笠岡市立神内小学校 主体的に学ぶ子どもの育成

66 新見市立本郷小学校 主体的に学び続ける児童の育成

67 岡山市立野谷小学校 伝え合う力、学び合う力の育成

68 美作市立勝田小学校 特別支援教育の視点を取り入れた授業づくり

69 津山市立東小学校 読解力の向上

70 岡山市立古都小学校 認め合い　自分の考えを深める子どもをめざして

71 岡山市立石井小学校 自分の思いや考えを伝え合い、学びを深める子どもの育成

72 岡山市立江西小学校 主体的に考え、豊かに表現する子どもたちの育成

73 岡山市立東疇小学校 聴き合い、つながり合う授業づくり

74 岡山市立操明小学校 課題解決に向けて自ら考え、解決しようとする子どもを育てる

75 岡山市立箕島小学校 自分の考えをもち、進んで思いや考えを表現する子どもの育成

76 岡山市立桃丘小学校 互いの思いや考えをつなぎながら、主体的に学ぶ子どもの育成

77 鏡野町立香々美小学校 子どもたちが学びに向かう授業づくりの工夫

78 倉敷市立緑丘小学校 自ら考え、伝え合い、主体的に学ぶ子どもの育成

79 岡山県立成徳学校 児童の権利擁護に係る取組の推進に向けた知識取得と技能向上

80 岡山市立操南中学校 SDGｓ視点を生かした「よりそう」「つながる」教育活動の推進
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81 岡山市立桑田中学校 ICTを活用した遠隔支援および別室登校支援

82 浅口市立鴨方中学校 子どもたちが輝くクラスづくり・授業づくり

83 津山市立久米中学校 プログラミングによる問題解決の研究

84 倉敷市立船穂中学校 授業改善と自己肯定感の涵養

85 津山市立津山東中学校 クロームブックを活用したロボット制御学習の研究

86 倉敷市立連島南中学校 よりよく生きる生徒を育てる道徳教育の探究

87 新見市立哲西中学校 自分発信　地域とつながり　未来に伸びる　生きる力の育成

88 高梁市立高梁東中学校 放課後学習を活用した学習習慣の定着と学力向上への取組

89 岡山市立芳田中学校 聴き合い伝え合い、学び合う授業の創造を目指して

90 鏡野町立鏡野中学校 主体的に学び合い　自己の生き方を豊かにする生徒の育成

91 岡山市立上南中学校 地域に貢献～中学生にできる避難所運営～

92 倉敷市立西中学校 PBIS（倉敷モデル）による生きる力の育成

93 赤磐市立吉井中学校 自律した学習者の育成

94 岡山市立竜操中学校 主体的に学び、確かな学力を身につける生徒の育成

95 津山市立北陵中学校 Chromebookを活用した制御教材の研究

96 新見市立新見南中学校 学びに向かう力の育成

97 岡山市立富山中学校 共に考え、語り合い、よりよく生きる力を育む道徳教育

98 岡山市立山南学園 ICTを活用した特別活動等の推進

99 高梁市立高梁北中学校 生徒が見通しをもち、対話的に学習する手立ての工夫

100 総社市立昭和中学校 まわりとつながる子の育成

101 倉敷市立多津美中学校 一人一人が主体的に、正しく判断し行動できる生徒の育成

102 岡山市立上道中学校 生徒会・保護者・地域と取り組む防災・減災学習

103 真庭市立落合中学校 教科指導におけるデジタル教科書とICTの活用

104 岡山市立京山中学校 思考力・判断力・表現力の育成

105 岡山市立福田中学校 学び合いによる学力と表現力の育成

106 笠岡市立大島中学校 大島中学校区小中一貫教育の推進

107 倉敷市立東陽中学校 美術科における鑑賞と表現の一体化

108 岡山市立香和中学校 自ら学び自分の考えを表現し、活用できる生徒の育成

109 岡山市立東山中学校 自ら学びに向かい、学びを楽しむ子の育成

110 美作市立勝田中学校 インクルーシブ教育の視点に基づいた知力・心力・耐力を鍛える教育活動の実践

111 関西高等学校 ICT教材を活用したメタバースと学びについての研究

112 岡山県立津山工業高等学校 地域の技術を活用した高度な資格取得による工業高校の魅力づくりの研究

113 岡山県立岡山東支援学校 生徒が意欲的に取り組む作業学習について
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