
【教育団体関係】　4件（申請数4件）

学校・団体名

1 静岡県校長会 会長 羽田　明夫

2 静岡県高等学校長協会 会長 志村　剛和

3 静岡県特別支援学校長会 会長 山﨑　勝之

4 静岡市社会科学習会 代表 前林　久俊

【高等学校】　8件（申請数10件）

学校・団体名

5 静岡県立伊東高等学校 校長 鈴木　伸彦

6 静岡県立吉原高等学校 校長 渡邊 健

7 静岡県立静岡商業高等学校 校長 中澤　秀紀

8 静岡県立小笠高等学校 校長 鈴木　安雄

9 静岡県立磐田農業高等学校 校長 望月　康弘

10 静岡県立浜松湖東高等学校 校長 白井　秀幸

11
学校法人　三島学園
知徳高等学校

校長 石川 素久

12 飛龍高等学校 校長 小畑　浩 拓きつなぐ社会人基礎力

公益財団法人はごろも教育研究奨励会

代表者名

令和元年度（第19回）はごろも教育研究助成賞（単年度）受賞者一覧表

共生社会の構築を支える特別支援教育のセンター
的機能をより充実させるための取組～小・中学校
及び高等学校との連携（地域支援）と教員の専門
性の向上～

若手職員が授業力・教材開発力を磨き鍛える「社
会科学習会」の活動

研究主題

新たな学校教育の創造と具現-学びが充実する学
校経営-

未来を拓く高等学校(高等部)教育の創造

「静岡茶の販売促進から地方創成を」をテーマとし
た商業実践活動を通して生徒の社会人基礎力（経
済産業省提唱）の向上を図る

代表者名

草花生産と園芸の活用を図った持続可能な社会に
主体的に貢献する新たな農業教育を求めて

地域・企業との協働と、校外学習による専門教育
効果の拡充について

対話による思考過程の把握

アクションラーニングによる学校の魅力づくり、学校
における働き方改革、及び教職員の資質・能力の
向上

発達障害児の支援の在り方について－発達障害
児の遊びの広場『おもちゃ図書館』の活動を支えよ
う－

研究主題

「教えて考えさせる授業(OKJ)」アクティブラーニン
グの視点に立った授業改善
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【特別支援】　0件(申請数0件）

学校・団体名

【幼稚園・こども園】　2件（申請数2件）

学校・団体名

13 浜松市立神久呂幼稚園 園長 宮本　哲彦

14 袋井市立三川幼稚園 園長 河上 智華子

【小学校】　12件（申請数16件）

学校・団体名

15 三島市立徳倉小学校 校長 西島　哲治

16 磐田市立豊田南小学校 校長 新貝　重幸

17 焼津市立大井川東小学校 校長 中村　康幸

18 菊川市立横地小学校 校長 藤原　明

19 吉田町立自彊小学校 校長 岩本　幸子

20 静岡市立賤機中小学校 校長 八木 邦明

21 静岡市立松野小学校 校長 寺谷　正博

22 静岡市立中藁科小学校 校長 片野　秀樹

23 浜松市立浅間小学校 校長 飯尾　忠

24 浜松市立新津小学校 校長 田中　研一

25 浜松市立伊目小学校 校長 原田　功

26 浜松市立北浜小学校 校長 山本　千興

代表者名

21世紀型教育　探究的な学びのつくり方～地域を
巻き込んだ「地域貢献型探究プログラム」の作成と
実践～

聴いて　考えて　伝え合おう～主体的に学ぶ子の
育成を目指して～

小中一貫教育を充実させるための授業の在り方Ⅱ
～めざす子どもの姿に迫る藁科中学校区の小中
一貫教育～

代表者名 研究主題

代表者名 研究主題

自信を積み重ねる授業づくり

豊かな心と夢を持った伊目っ子の育成～”ひと・も
の・こと”との関わりを通して～

自ら学び、共に伸びようとする子の育成～プログラ
ミング教育を通して～

研究主題

一人一人が輝き、心身共にたくましく生きる力を育
む幼稚園教育を目指して

いいとこ発見　友達大好き　やさしさあふれる三
川っ子

自分から動く子～午前５時間制を活かした特色あ
るカリキュラム～

自ら学び、高め合う子供の育成～主体的に学びに
向き合うための授業づくり～

小中一貫教育グループ校教育目標「夢・挑戦・自
立」に迫るために～キャリア教育を軸とした取り組
み～

「15年後の自分」をつくるためのキャリア教育の試
み～各教科等の学習を通してメタ認知の力と自己
肯定感を高める工夫～

社会事象との出会いを演出し、情報活用能力と豊
かな語彙を獲得する新聞活用学習

自ら考え、共に学び合う子供の育成～ユニバーサ
ルデザインの視点を取り入れた授業、支援・指導を
目指して～
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【中学校】　8件（申請数12件）

学校・団体名

27 沼津市立原中学校 校長 齋藤 匡洋

28 富士市立富士川第二中学校 校長 村松　敦視

29 伊豆市立中伊豆中学校 校長 相馬 美樹子

30 磐田市立竜洋中学校 校長 倉島　茂見

31 静岡市立清水第八中学校 校長 望月　貴年

32 静岡市立清水興津中学校 校長 稲野　智成

33 浜松市立曳馬中学校 校長 宮﨑　正

34 浜松市立引佐南部中学校 校長 安藤　篤喜

社会に生きる「学校の学び」を育むー様々な教育
活動におけるキャリア教育の実践

主体的・創造的な「引佐南部中働き方改革」の推
進～ボトムアップによるmust（義務）からwill（意
志）・can（可能）へ～

社会をたくましく生き抜く資質・能力を育む教育の
研究～社会に開かれた教育課程づくりを通して～

研究主題代表者名

豊かなかかわりの中でよりよく生きる道徳性の育
成～互いに思いを語り合い、自分の感じ方、考え
方を深める道徳科の授業を通して～

未来や社会につながる学びの創造～生徒が主体
的に解決したくなる魅力的な課題設定～

「９年間の新しい学校文化」を創造する

「生きる力」をはぐくむ学校経営～不登校０を目指
し生徒理解を核に学び続ける教師集団～

自己肯定感を高めるプロジェクトの実施～沼津市
研究指定　小中一貫教育の推進と絡めて～
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【高等学校】　3件（申請数3件）

学校・団体名 研究主題 年度数

35 静岡県立伊東商業高等学校 校長 川口　喜弘
SST（ソーシャルスキルトレーニング）を基
にした新たな学校づくり 3

36 静岡県立沼津商業高等学校 校長 金親　徳行
未来を創る観光教育ー高校生企画伊豆
半島ジオパークツアーー 3

37 静岡県立浜松城北工業高等学校 校長 井島　秀樹

STEM教育を取り入れた「未来のＩＴロボッ
ト技術者」育成に関する研究～工業高校
が地域と歩むロボット製作からプログラミ
ングまでの実践～

3

【特別支援学校】　0件（申請数0件）

学校・団体名 研究主題 年度数

【幼稚園・こども園】　0件（申請数0件）

学校・団体名 研究主題 年度数

【小学校】　5件（申請数7件)

学校・団体名 研究主題 年度数

38 牧之原市立相良小学校 校長 織田　澄夫
探究的かつ主体的に活動し、よりよく考
え、自己実現を図る子を育てる「ふるさと
科」

3

39 静岡市立葵小学校 校長 川島　広己
「静岡型小中一貫教育」を志向したカリ
キュラム・マネジメントの実践～「つなぐ
つなげる　つながる」で授業を変える～

3

40 静岡市立清水三保第一小学校 校長 酒井　宣幸

「静岡版小中一貫コミュニティ・スクール」
の創設～学校・地域・家庭の協働による
小中一貫教育推進による、主体的に地域
で学び、課題を解決しようとする子どもの
育成～

3

41 静岡市立蒲原西小学校 校長 南條　美穂
創意工夫した学校スタートカリキュラム作
成～主体的に学ぶ子の育成をめざして～ 3

42 浜松市立広沢小学校 校長 笹原　康夫 共に輝き　未来を拓く子の育成 2

公益財団法人はごろも教育研究奨励会

令和元年度（第19回）はごろも教育研究助成賞（複数年度）受賞者一覧表

代表者名

代表者名

代表者名

代表者名
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【中学校】　5件（申請数6件）

学校・団体名 研究主題 年度数

43 掛川市立北中学校 校長 村松 敏男
特別の教科「道徳科」を軸とした豊かな心
の育成―学び合い高め合う授業の実践
―

2

44 沼津市立静浦小中一貫学校 校長 大川　裕司
９年間のカリキュラム・マネジメントによる
確かな学力の保証～子どもが学びをつな
ぎ、考えを深め合う単元デザイン～

3

45 静岡市立東豊田中学校 校長 青山　貴弘
主体的・協働的・創造的な学びを視点にし
たカリキュラム・マネジメント～東豊力を育
てる探究的な学習を基盤として～

2

46 静岡市立清水小島中学校 校長 野﨑　丈弘
主体性を育む教育課程の編成をめざして
～総合的な学習の時間を切り込み口とし
て～

3

47 静岡市立清水両河内中学校 校長 岩科　秀明
両河内中学校区における小中一貫教育
～中山間地における新しい学校（施設一
体型小中一貫教育）をめざして～

3

代表者名
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