
【教育関係団体】　3件（申請数 5件）
学校・団体名

1 静岡県校長会 会長 西山　義則

2 静岡県高等学校長協会 会長 小関　雅司

3 静岡県特別支援学校長会 会長 山﨑　勝之

【高等学校】　5件（申請数 6件）
学校・団体名

4 静岡県立藤枝北高等学校 校長 草谷　篤

5 静岡県立掛川工業高等学校 校長 山崎　仁資

6 静岡県立池新田高等学校 校長 佐野　文子

7 静岡県立磐田農業高等学校 校長 望月　康弘

8
学校法人静岡理工科大学
静岡北中学校・高等学校

校長 山本　政治

【特別支援学校】１件（申請数 1件）
学校・団体名

9 静岡県立吉田特別支援学校 校長 赤澤　智子

【幼稚園・こども園】　1件（申請数 5件）
学校・団体名

10 浜松市立村櫛幼稚園 園長 藤田　伸幸

公益財団法人はごろも教育研究奨励会

地域のコミュニティの拠点としての役割を果たし、地
域全体で子どもたちを育む学校づくり

「科学の感性」を総合学科高校生に～科学的リテラ
シー向上を目指した農業教育プログラム～

研究主題

家庭・地域とともに歩む幼稚園～一人一人が輝く保
育の工夫を通して～

代表者名

ＩＣＴ、リモート学習に対応した農業学習コンテンツに
よる学習意欲の向上を目指して

高等学校におけるインクルーシブ教育の実現を目
指して～掛川特別支援学校・御前崎分校との共生
共育を通して～

ボードゲームを利用した論理的思考力、表現力、判
断力、読解力、協働する力の育成

研究主題

産・官との連携による課題研究（総合的な探求）の
充実と地域振興

代表者名 研究主題

未来を切り拓く学校経営

未来を拓く高等学校（高等部）教育の創造

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～高等学校の
特別支援教育推進に資する特別支援学校の役割
～

令和３年度（第21回）はごろも教育研究助成賞(単年度）受賞者一覧表

代表者名

代表者名 研究主題
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【小学校】　17件（申請数22件）
学校・団体名

11 三島市立北小学校 校長 西島　哲治

12 三島市立佐野小学校 校長 中村　雅志

13 富士宮市立富士根南小学校 校長 川口　秀也

14 富士宮市立芝富小学校 校長 植松　宗一郎

15 富士市立富士川第一小学校 校長 藤島　保奈美

16 藤枝市立朝比奈第一小学校 校長 天野　和博

17 吉田町立中央小学校 校長 松林　力

18 菊川市立横地小学校 校長 三輪　裕子

19 掛川市立日坂小学校 校長 藤原　誠

20 静岡市立千代田小学校 校長 渡邊　俊夫

21 静岡市立松野小学校 校長 伏見　倫也

22 静岡市立中藁科小学校 校長 興津　歩

23 静岡市立南藁科小学校 校長 小澤　美加

24 静岡市立大里東小学校 校長 高橋　文乃

25 静岡市立南部小学校 校長 野田　修

ＡＩに負けない人間力向上～「アサギマダラを朝一
小に呼ぼうプロジェクト（AＡYＰ）」を核として～

大規模校ならではの学校づくり「判断力を高め、笑
顔・思いやりあふれる学校」の実現を目指して

地域と一体となったSDGｓ達成のための教育活動
の推進～総合的な学習の時間核として～

予測困難な時代をたくましくしなやかに生きる子～
確かな情報活用能力と豊かな心情の育成を目指
し、全校体制で行う学校図書館教育の実践～

誰一人取り残さない松野小学校の教育の実現をめ
ざして～特別支援教育の視点によるUD化とインク
ルーシブ教育の醸成～

発見！すてきな自分　すてきな友だち　すてきなふ
るさと～自分の住む町に主体的に関わることで、自
己実現を図る学びの展開～

地域との対話と協働で創る「社会に広がる探究的
な学び」

子どもの自信を育む学校経営～トライアングル研
修による「わかる授業」への授業改善～

教職員が改善の実感を伴う働き方改革～ＧＩＧＡス
クール構想実現を進めながら行う改革～

未来社会を切り拓く力を育成する探究的な学習～
生活・総合的な学習の時間を柱として～

不登校児の居場所づくり～くすの木ルームを開設し
て～

ＧＩＧＡスクール構想における一人一台端末を活用
した主体的・対話的で深い学びの実現に向けて～Ｉ
ＣＴスキル向上の効果的な校内研修と指導実践に
ついての研究～

対話を通して学びがある授業づくり～ＩＣＴを効果的
に活用して～

笑顔あふれる学校づくりをめざして～特別活動での
実践を通して～

代表者名 研究主題

スタートラインに立ったＧＩＧＡスクール～1人1台端
末の有効活用を目指して～
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26 浜松市立曳馬小学校 校長 河合　貴幸

27 浜松市立熊小学校 校長 西田　亮

【中学校】　9件（申請数11件）
学校・団体名

28 御殿場市立富士岡中学校 校長 飯塚　誠

29 富士市立須津中学校 校長 山本　真人

30 磐田市立竜洋中学校 校長 倉島　茂見

31
静岡大学教育学部
附属静岡中学校

校長 生田目　治善

32 静岡市立清水第一中学校 校長 岩科　秀明

33 静岡市立清水第三中学校 校長 稲野　智成

34 静岡市立清水興津中学校 校長 松永　浩久

35 浜松市立南部中学校 校長 小澤　義則

36 浜松市立佐鳴台中学校 校長 齊藤　勝
ＧＩＧＡスクール構想を推進するためのハンドブック
作成～佐鳴台中学校における教育の情報化の事
例より～

これからの社会で活躍できるアカデミック人材の育
成

未来や社会につながる学びの創造～各教科にお
けるSDGｓ探究学習への挑戦～

夢中になって深め合う授業づくり～生徒が互いに
認め合い、本音で語り合う「特別の教科　道徳」の
授業を目指して～

興津地区の地理的な背景を軸とした防災教育の在
り方～同校名の中学校から学ぶ防災教育とその継
承～

学ぶ場としての学校機能の充実と向上～学校の働
き改革を根底に「生徒指導困難校」から「誰もが来
たくなる学校」へ～

地域とともにある学校づくり　御殿場式コミュニティ・
スクール実現に向けて

静岡市　SDGｓ　中学生宣言の精神に則り、現代的
課題に対応した学校経営～自ら課題を発見し、持
続可能な地域社会づくりに貢献する生徒の育成～

「自ら考え行動する子」の育成のために～SDGｓの
視点から生徒会活動を見直す試み～

「ゆめ」に向かって　たくましく生きる子供の育成

代表者名 研究主題

キャリア教育の視点からの「６年総合的な学習の時
間」と「委員会活動」の調整～最高学年としての自
己有用感の向上を目指して～
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【高等学校】　6件（申請数6件）
学校・団体名 研究主題 年度数

37
静岡県立下田高等学校
南伊豆分校

校長 石田　金也

へき地・小規模校教育における「令和の日
本型学校教育」への挑戦～分校生の可能
性を引き出す、個別最適な学びと、協働
的な学びの実現～

3

38 静岡県立稲取高等学校 校長 三枝　美保子
大学との協働を通して地域の課題解決に
取り組む主体性の育成 2

39
静岡県立清水南高等学校
・同中等部

校長 小野田　秀生
主体的・対話的で深い学びの実現を目指
した授業づくり～普通科と芸術科を併せ
持つ県立中高一貫校の挑戦～

3

40 静岡県立静岡商業高等学校 校長 金親　徳行
商業高校生が地域の小中学生対象イベ
ントの企画・立案・運営で地域創生を目指
す

3

41 静岡県立掛川西高等学校 校長 櫻井　宏明

生徒に４つの資質・能力「主体性・協働
性・創造性・自己有用感」を育むための普
通科進学校の特色ある取組～企業・行
政・大学等と連携して社会課題解決を目
指すRPDCA型探究活動を中心に～

3

42 浜松学芸中学校・高等学校 校長 内藤　純一
新コース「科学創造コース」における探究
的な学びの推進と教科学力の相関に関す
る研究

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】　1件（申請数2件）
学校・団体名 研究主題 年度数

43 浜松市立豊岡幼稚園 園長 鈴木　康一

キャリア発達の基盤、生涯の学びを支え
る非認知能力が育つ保育の在り方につい
て～遊びは学びの玉手箱！わくわく遊び
で育つ豊岡の子供たちの姿から幼児教育
の在り方を考える～

3

代表者名

代表者名

代表者名

令和３年度（第21回）はごろも教育研究助成賞（複数年度）受賞者一覧表
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【小学校】　3件（申請数4件）
学校・団体名 研究主題 年度数

44 静岡市立賤機中小学校 校長 早川　泉
主体的・実践的な態度を育み、魅力ある
学校作りを実現する「特別活動」の推進 2

45 静岡市立中島小学校 校長 中村　百見
地域の明日を担う、中島小ならではのイン
クルーシブ教育システム構築を目指して 2

46 静岡市立清水有度第二小学校 校長 岡島　均
静岡型ＩＣＴ教育の推進～子どもの10年先
の生きる力を見据えた教員のＩＣＴ活用指
導力向上～

2

【中学校】　4件（申請数4件）
学校・団体名 研究主題 年度数

47 掛川市立東中学校 校長 石山　哲也
生徒はよりよく学び、教職員はよりよく働く
～ＤＸ＆ＧＩＧＡによる新しい学校の生活様
式～

3

48 掛川市立桜が丘中学校 校長 菅沼　一浩 探究的授業改善 3

49 静岡市立大里中学校 校長 横井　利夫
小中合同プロジェクト型職員組織を活か
し、９年間で大里の子どもたちの「主体性」
「協働性」を育む

3

50 静岡市立南中学校 校長 長尾　剛史
地域とつながり主体的に探究する教育活
動の実践に向けて～南中における系統性
のある総合的な学習の在り方～

3

代表者名

代表者名
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