
【教育関係団体】　4件（申請数4件）
受賞
番号

学校・団体名

1 静岡県校長会 会長 川島　広己

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 榛原地区校長会 会長 水嶋　浩之

【高等学校】　7件（申請数8件）
受賞
番号

学校・団体名

5 静岡県立下田高等学校 南伊豆分校 校長 齊藤　篤

6 静岡県立田方農業高等学校 校長 平井　克典

7 静岡県立焼津水産高等学校 校長 古木　正彦

8 静岡県立池新田高等学校 校長 佐野　文子

9 静岡県立磐田農業高等学校 校長 望月　康弘

10 静岡県立浜松大平台高等学校 校長 杉山　忍

11 静岡市立高等学校 校長 杉山　禎
総合的な探究の時間における表現方法の充実化
～生徒が生み出したアイデアからプロトタイプをつく
る～

教科「水産」における主体的・対話的で深い学びの
実現に向けた授業実践－地域に貢献する出張ミニ
水族館の企画・運営を通した学び－

自己指導能力の育成を図る働きかけの開発

総合学科における栽培学習の深化～新学習指導
要領に基づいた体系的学習～

研究主題

公立高校におけるカリキュラム・マネジメントの研究
～南伊豆分校の魅力化推進とグランドデザインの
作成～

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～新たな課題
に対応し、地域社会のニーズに応える特別支援学
校の実現～

代表者名 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

新しい時代を切り拓く子供を育成する校長のリー
ダーシップ

代表者名

新学習指導要領に対応したGAP教育の導入と主体
的に取り組む新たな農業教育を求めて

主体的に学ぶ力を育む授業改善－観点別評価の
充実を通して－
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【特別支援】　2件（申請数3件）
受付
番号

学校・団体名

12 静岡県立沼津特別支援学校 校長 髙橋　和彦

13 静岡大学教育学部 附属特別支援学校 校長 松永　泰弘

【幼稚園・こども園】　2件（申請数3件）
受賞
番号

学校・団体名

14 浜松市立神久呂幼稚園 園長 宮本　哲彦

15 静岡大学教育学部附属幼稚園 園長 望月　敬剛

【小学校】　10件（申請数17件）
受賞
番号

学校・団体名

16 伊豆の国市立韮山小学校 校長 室伏　伸明

17 伊豆市立熊坂小学校 校長 松下 八十二

18 掛川市立西郷小学校 校長 平川 由加里

19 磐田市立豊岡北小学校 校長 平野　篤

20 静岡市立田町小学校 校長 榎本　義男

21 静岡市立麻機小学校 校長 宮川　力

22 浜松市立曳馬小学校 校長 河合　貴幸

23 浜松市立中瀬小学校 校長 山下　勝久

24 浜松市立下阿多古小学校 校長 中野　主税

代表者名 研究主題

知的障害教育の各教科における見方・考え方を働
かせる授業づくり～学習者のメタ認知的観点と教師
の発問の教授法との融合～

代表者名

子供の豊かな育ちを支える持続可能なコミュニ
ティ・スクールの在り方に関する実践的研究

幼児理解から始める教育課程の編成

代表者名 研究主題

自分の思いや考えを伝え合うことで学びを深める子
の育成

地域の教育力を活かした楽しい学校づくり～地域と
ともに進める学校文化の創造～

麻機小働き方改革ver2.0　地域の力を学校に呼び
込む

仲間と共に学び合い、新たな見方・考え方を生み出
す授業づくり

Society5.0時代を生き抜くなかぜっ子のために～
「チーム中瀬」としてできることは～

共によりよく生きようとする子の育成～他者と関わ
り、自己を見つめ直す授業を通して～

自立と輝きを育てる授業づくり～子どもが学びの価
値や成長を実感できることを目指して～

研究主題

環境や人と関わり夢中になって遊ぶ子を目指して
～主体的に楽しく体を動かす遊びを通して～

特別支援学級をもたない学校の特別支援教育のあ
り方を探る～「つながる」をキーワードにした田町小
の特別支援教育～

深い学びを生み出す授業づくり－国語科における
学びの振り返りに着目して－
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25 浜松市立南の星小学校 校長 須藤　邦夫

【中学校】　6件（申請数9件）
受賞
番号

学校・団体名

26 菊川市立菊川東中学校 校長 山崎　公男

27 掛川市立大浜中学校 校長 赤堀　智生

28 磐田市立竜洋中学校 校長 倉島　茂見

29 静岡市立東中学校 校長 生田目 治善

30 静岡市立清水第三中学校 校長 稲野　智成

31 浜松市立都田中学校 校長 安藤　篤喜

感染症対策を好機と捉えて推進する教育活動～オ
ンライン授業等の実践を通して～

未来や社会につながる学びの創造～ＳＤＧｓへの
実践と、ユネスコスクール登録をめざして～

主体的・対話的で深い学びを目指して～力が付い
たことが実感できる授業をデザインする～

一人一人が未来に生きる力（自主性・主体性）を育
むために～新型コロナウイルスに対応する教育課
程の工夫～

代表者名 研究主題

夢をもって　ともにかがやく子の育成～子供理解か
らの授業改善～多層指導モデルMIM・知識構成型
ジグソー法を活用した実践

幸せな人生を送るために、よりよい社会人としての
資質・能力を育むキャリア教育の研究～生徒が自
らの生き方を考え、主体的に進路選択するための
指導のあり方～

未知の社会を生き抜くための資質の育成
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【高等学校】　3件（申請数5件）
受賞
番号

学校・団体名 研究主題 年度数

32 静岡県立熱海高等学校 校長 石田　金也
地域で求められる人物を各教科の授業で育
成するために—キャリア教育と授業の融合
－

3

33 静岡県立浜松湖東高等学校 校長 白井　秀幸
課題解決型学習（Project Based Learning)
により探究力が育成される 3

34 静岡県立静岡中央高等学校 校長 寺島　明彦
高等学校における自立活動の取組と可能
性の研究～充実から発展へ、外部との連携
による支援体制の確立～

2

【特別支援学校】　1件（申請数１件）
受賞
番号

学校・団体名 研究主題 年度数

35 静岡県立浜松視覚特別支援学校 校長 花島　聖
地域とつながる視覚特別支援学校～生涯
にわたる視覚支援を目指して～ 3

【幼稚園・こども園】　0件（申請数1件）
受賞
番号

学校・団体名 研究主題 年度数

【小学校】　7件（申請数9件）
受賞
番号

学校・団体名 研究主題 年度数

36 掛川市立中央小学校 校長 三輪　直司

教職員の働き方改革を実現し、子供たちに
効果的な教育活動を行うための教育課程
の工夫～教科担任制・午前中５時間日課の
導入を柱にして～

3

37 磐田市立磐田中部小学校 校長 袴田　恭紹
安心・笑顔あふれる学校づくり～授業のユ
ニバーサルデザイン・学校環境・学校資源
をさらなる活用～

2

38 静岡市立伝馬町小学校 校長 池谷　聡美
持続可能なKPPSとの交流や外国語教育に
よるコミュニケーション能力と人権感覚の育
成

3

39 静岡市立由比北小学校 校長 石田 美紀子
小規模校における豊かなコミュニケーション
活動を創造する方策への挑戦～「文通」を
通して、地域・世界とつながろう～

2

令和2年6月2日

公益財団法人はごろも教育研究奨励会

令和２年度（第20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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40 浜松市立三方原小学校 校長 岩瀨　隆伸
学校教育目標「夢を持ち　大地にかがやく
子」の具現～「主体的・対話的で深い学び」
と「キャリア教育」を通して～

2

41 浜松市立芳川北小学校 校長 鈴木　竜一

学校教育目標「夢に向かって　ともに輝く
子」の具現－「カリキュラム・マネジメント研
修」と「『主体的・対話的で深い学び』に向け
た授業改善研修」との連動を通して－各教
科・領域の専門性を生かし、学年全体を見
通した児童の資質・能力の育成を目指す教
師の関わりについて

2

42 浜松市立光明小学校 校長 太田　秀子
自己肯定感を高め、よりよく生きようとする
子供の育成～道徳教育を軸に全教育活動
を通して～

3

【中学校】　5件（申請数6件）
受賞
番号

学校・団体名 研究主題 年度数

43 沼津市立長井崎中学校 校長 須藤　佳久
「誇りをもち　たくましく　前向きに生きる」生
徒の育成～小中一貫学校のカリキュラム構
築～

3

44 富士市立富士川第二中学校 校長 原田　和久
コミュニティ・スクールを基盤とした地域とと
もにある新しい学校の創造 3

45 静岡市立梅ケ島小中学校 校長 大村　徹
梅ケ島小中学校　小中一貫コミュニティ・ス
クールの挑戦～「未来（あす）をつよく生き抜
く子ども」を目指して～

2

46 静岡市立蒲原中学校 校長 海野　明宏
自律を育むカリキュラム・マネジメントの確
立をめざして～地域の教育素材を活用して
～

3

47 浜松市立天竜中学校 校長 鈴木　康一

生徒の「自分探し」「夢実現」を温かく育む天
中キャリア教育の推進～自分らしさが輝くア
クティブラーニングと自分らしさが認められ
るインクルーシブ教育を通して～

2

代表者名
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