
奨励金（学芸等研究・活動奨励）（5団体）　※助成金額　1団体10万円以内
団体名 テーマ

ひた科学の遊び・実験フェスタ実行委員会
実行委員長　江藤　陽二

○科学遊び等を通した小・中学生への科学啓発活動
○科学及び科学技術に関わる中・高校生へのキャリア教育

大分県立日田三隈高等学校
校長　甲斐　耕司

「第25回総合学科公開発表会」及び「第13回30歳のレポー
ト発表会」

臼杵山内流遊泳クラブ
会長　土谷　桂山

臼杵山内流200周年を記念して
～山内流の心を後世へつむぐ～

豊後大野市立清川中学校
校長　嘉藤　憲道

本校の伝統的活動である清流太鼓の活動（取組）を通し
て、地域に生きる喜びと誇りを持った生徒を育成する。

第52回九州ブロック社会教育研究大会
大分大会実行委員会
委員長　盛本　功爾郎

「協育」で人と人との絆を紡ぐまちづくり
～地域の持続的発展のために社会教育が目指すもの～



公立学校教育助成（小中義務教育学校　132校）　※助成金額　1校6万円以内（義務教育学校等は10万円以内）

郡市 学校名 郡市 学校名 郡市 学校名 郡市 学校名

南部小学校 杵築市 杵築小学校 坂ノ市小学校 東雲中学校

鶴居小学校 東小学校 神崎小中学校（こうざき小学校） 本匠中学校

今津小学校 八坂小学校 佐賀関小学校 宇目緑豊中学校

沖代小学校 立石小学校 野津原小学校 米水津中学校

秣小学校 山香中学校 竹中中学校二豊学園分校 蒲江翔南学園（蒲江翔南小学校）

真坂小学校 藤原小学校 稙田東中学校 白丹小学校

樋田小学校 大神小学校 稙田西中学校 久住小学校

城井小学校 大神中学校 稙田南中学校 都野小学校

下郷小学校 石垣小学校 賀来小中学校（賀来中学校） 直入小学校

耶馬溪中学校 亀川小学校 大在中学校 都野中学校

山国中学校 朝日小学校 坂ノ市中学校 直入中学校

高田小学校 山の手小学校 神崎小中学校（神崎中学校） 大野小学校

呉崎小学校 鶴見小学校 佐賀関中学校 千歳小学校

真玉小学校 東山小学校 野津原中学校 犬飼小学校

臼野小学校 青山中学校 佐志生小学校 朝地中学校

高田中学校 東山中学校 下ノ江小学校 大野中学校

戴星学園（都甲中学校） 別府西中学校 海辺小学校 千歳中学校

八幡小学校 竹中小学校 臼杵南小学校 犬飼中学校

四日市北小学校 判田小学校 東中学校 咸宜小学校

封戸小学校 東稙田小学校 野津中学校 大明小学校

宇佐小学校 稙田小学校 第一中学校 前津江小学校

西馬城小学校 賀来小中学校（賀来小学校） 第二中学校 津江小学校

駅館小学校 敷戸小学校 保戸島中学校 大山小学校

院内中部小学校 鴛野小学校 谷小学校 いつま小学校

南院内小学校 宗方小学校 阿南小学校 三隈中学校

西部中学校 横瀬小学校 川西小学校 前津江中学校

宇佐中学校 横瀬西小学校 由布院小学校 津江中学校

駅川中学校 寒田小学校 佐伯東小学校 東渓中学校

安岐小学校 田尻小学校 青山小学校 五馬中学校

国見中学校 大在小学校 宇目緑豊小学校 北山田小学校

国東中学校 大在西小学校 直川小学校 古後小学校

安岐中学校 丹生小学校 松浦小学校 飯田小学校

志成学園 小佐井小学校 米水津小学校 ここのえ緑陽中学校

玖珠郡

日田市

豊後大野市

竹田市

中津市

豊後高田市

宇佐市

国東市

速見郡

佐伯市

由布市

津久見市

臼杵市

大分市

別府市



教育研究団体助成（11団体）　※助成金額　30万円以内

研究団体名 会長 研究団体名 会長

大分県私立中学高等学校協会 小山　康直 大分県情緒障がい教育研究会 佐藤　さゆり

大分県書写書道教育研究協議会 野村　尚生 大分県公立学校教頭会 石田　秀二

日本授業UD学会大分支部 古屋　泰子 大分県立学校教頭・副校長会 長野　雅樹

大分県小学校長会 石川　照代 大分県立学校長協会 久保田　圭二

大分県中学校長会 石川　哲 大分県公立学校等女性管理職研究協議会 佐藤　さゆり

大分県学校心理士会 佐藤　百合子



全国大会・九州大会主催団体助成（全国1大会・九州8大会）　※助成額　全国8万円・九州5万円
申請者代表

委員長　岡本　天津男

大会実行委員長　真玉　寛人

大分県代表理事　橋本　武晴

実行委員長　小林　京子

校長　渕野　敬三

会長　河野　仁彦

会長　長野　尊弘

会長　林　吾郎

九州地区工業教育協議会
大分大会実行委員長
佐藤　啓治

九州地区工業高等学校長協会

研究大会名

第63回全国栄養教諭・学校栄養職員研究大会
実行委員会

第68回九州地区へき地・小規模校教育研究大会

全国高等学校長協会家庭部会九州地区連絡協議会

九州地区肢体不自由教育研究大会大分大会

大分県立海洋科学高校

九州高等学校地理教育研究会

大分県小学校教育研究会特別活動部会

大分県中学校教育研究会進路指導・キャリア教育部会



教育相談助成　※助成額　30万円以内
団体名 事業・活動

大分こども教育相談室
子どもや保護者・教職員の悩みや思いを共有し、心と心の通い合う電話
コーナーとして、安心して相談をしたいと思える相談室をめざして34年
間継続し活動しています。

教育文化助成（2市教委）　※助成額　50万円以内
教育委員会 事業名

豊後大野市教育委員会 癒しのコンサート

佐伯市教育委員会
ふるさと教育副読本「ふるさとの先駆者」
発表会



花いっぱい活動助成（185校・園）　※チューリップ球根100球程度　10月発送
市郡 学校・園名 市郡 学校・園名 市郡 学校・園名 市郡 学校・園名

中津市 南部幼稚園 国東小学校 宗方幼稚園 竹田小学校

北部幼稚園 小原小学校 大在幼稚園 豊岡小学校

小楠幼稚園 安岐中央小学校 坂ノ市幼稚園 城原小学校

大幡幼稚園 志成学園 さがのせき認定こども園 荻小学校

今津幼稚園 杵築市 杵築幼稚園 八幡小学校 白丹小学校

沖代幼稚園 東幼稚園 滝尾小学校 久住小学校

南部小学校 八坂幼稚園 森岡小学校 都野小学校

北部小学校 大内幼稚園 三佐小学校 豊後大野市 三重幼稚園

鶴居小学校 守江幼稚園 鶴崎小学校 東幼稚園

大幡小学校 大田こども園 明治北小学校 おおのさくら幼稚園

和田小学校 豊洋小学校 東稙田小学校 百枝小学校

今津小学校 護江小学校 稙田小学校 三重第一小学校

沖代小学校 杵築小学校 敷戸小学校 三重東小学校

秣小学校 八坂小学校 横瀬西小学校 大野小学校

深水小学校 北杵築小学校 寒田小学校 千歳小学校

樋田小学校 山香小学校 田尻小学校 犬飼小学校

城井小学校 立石小学校 丹生小学校 日田市 咸宜小学校

下郷小学校 大田小学校 佐賀関小学校 桂林小学校

三郷小学校 速見郡 豊岡幼稚園 臼杵市 野津幼稚園 若宮小学校
豊後高田市 夢いろ幼稚園 日出幼稚園 下ノ江小学校 光岡小学校

キラリいろ幼稚園 藤原幼稚園 臼杵小学校 小野小学校

高田小学校 川崎幼稚園 川登小学校 大明小学校

河内小学校 大神幼稚園 野津小学校 石井小学校

真玉小学校 豊岡小学校 津久見市 堅徳小学校 大山小学校

香々地小学校 日出小学校 由布市 石城幼稚園 いつま小学校

戴星学園（都甲小学校） 藤原小学校 挾間幼稚園 玖珠郡 ここのえ飯田こども園

宇佐市 長峰小学校 川崎小学校 阿南幼稚園 ここのえみつばこども園

横山小学校 別府市 境川幼稚園 西庄内幼稚園 小田小学校

糸口小学校 べっぷ幼稚園 由布院幼稚園 野上小学校

高家小学校 亀川幼稚園 石城小学校 野矢小学校

八幡小学校 上人幼稚園 由布川小学校 淮園小学校

四日市北小学校 朝日幼稚園 谷小学校 中津支援学校

柳ヶ浦小学校 南立石幼稚園 阿南小学校 日出支援学校

和間小学校 鶴見幼稚園 佐伯市 佐伯幼稚園 別府支援学校鶴見校

封戸小学校 大平山幼稚園 鶴岡幼稚園 別府支援学校石垣原校

北馬城小学校 東山幼稚園 上堅田幼稚園 南石垣支援学校

宇佐小学校 山の手小学校 よのうづ幼稚園 由布支援学校

駅館小学校 鶴見小学校 佐伯東小学校 新生支援学校

院内北部小学校 春木川小学校 渡町台小学校 聾学校

南院内小学校 大平山小学校 下堅田小学校 日田支援学校

安心院小学校 大分市 金池幼稚園 青山小学校 竹田支援学校

津房小学校 春日町幼稚園 上野小学校 臼杵支援学校

佐田小学校 滝尾幼稚園 宇目緑豊小学校 大分大学教育学部附属幼稚園

姫島村 姫島幼稚園 舞鶴幼稚園 直川小学校 大分大学教育学部附属特別支援学校

国東市 安岐中央幼稚園 別保幼稚園 米水津小学校

安岐幼稚園 高田幼稚園 竹田市 竹田幼稚園

富来小学校 東稙田幼稚園 南部幼稚園


