
 

令和元年度 

－第 15回はごろも『夢』講演会実施学校・団体一覧表－ 
（開催期間 平成３１年４月～令和２年２月） 

 

幼稚園 講演会テーマ 
講 師 

（肩書は開催当時のものです） 

学校法人めぐみ幼稚園 めぐみこども園 パントマイムを楽しむ  パントマイム 山田 とうし 氏 

学校法人補陀学園 若竹幼稚園  豊かな心を育てる楽しいコンサート ＣＡＳＡ ＢＲＡＳＳ ＥＮＳＥＭＢＲＳ 

学校法人 龍の子学園 龍の子幼稚園 幼児の心理と親の役割 浜松短期大学 教授 浅井 潔 氏 

聖隷ｸﾘｽﾄﾌｧｰ大学附属ｸﾘｽﾄﾌｧｰこども園  お相撲さんと一緒に遊ぼう 

～日本の伝統文化に親しみを持ち、相撲あそびを

通して身体と脳の固有覚を鍛える～  

伊勢ケ濱部屋 翠富士・錦富士 

小学校  
  

河津町立南小学校 自分の考えをもち,かかわり合い、高め合っていく子

の育成（全２回） 

横浜国立大学 名誉教授 髙木 辰郎 氏 

熱海市立多賀小学校 子どもの実態からスタートし、子どもに返る『学校組

織マネジメント』の展開 

鳴門教育大学教職大学院 

教授 久我 直人 氏 

熱海市立桃山小学校 夢先生 坪井保菜美講演会  元新体操日本代表 坪井 保菜美 氏 

三島市立徳倉小学校 徳倉小学校から世界へ旅に出る 絵本作家 スギヤマ カナヨ 氏 

富士市立吉永第二小学校 汎用性のある学力を育てる授業づくり 横浜国立大学教育人間科学部 

名誉教授 髙木 展郎 氏 

富士市立岩松北小学校 主体的に伝え合い、考えを深め合う子けやき学習

活動テーマ設定・今後の活動の見通しについて 

（全２回） 

東京学芸大学教職大学院 

特任教授 平野 朝久 氏 



 

富士宮市立富丘小学校 新学習指導要領で求められる教員の英語指導力に

ついて 

東京学芸大学人文社会科 

教授 粕谷 恭子 氏 

富士宮市立富士根北小学校 ニャーゴのやさしさとティラノのおもいやり  絵本作家 宮西 達也 氏 

静岡市立横内小学校  新朗読で知ろう！読書の楽しみ Ｊリーグジュビロ磐田スタジアム 

専属ＤＪ 杉山 直 氏 

静岡市立賤機中小学校 ユズリンと音楽会を創ろう シンガーソングライター 中山 譲氏 

静岡市立賤機北小学校 “いま”を生きる  公益財団法人「難病の子どもとその家族へ夢を」 

理事・富山大学非常勤講師 柴田 礼子 氏 

静岡市立清水浜田小学校 人間国宝になる夢に向かって今も挑戦している僕 太神楽曲芸協会・落語協会 鏡見 仙成 氏 

焼津市立小川小学校 夢に挑戦 ドリームマップ  一般社団法人 ドリームマップ普及協会 

静岡支部８名 

藤枝市立藤岡小学校  らんま先生の eco実験パフォーマンス 環境パフォーマーらんま先生(石渡学) 

掛川市立大坂小学校 これからの諸活動の在り方①（児童生徒自らが主

体的な活動にするために） 

日本体育大学 教授 伊藤 雅充 氏 

 これからの諸活動の在り方②（生徒を伸ばすコーチ

ング） 

日本体育大学 教授 伊藤 雅充 氏 

森町立飯田小学校 ユニバーサルデザインの考え方を活かした授業づく

り  

静岡大学教育学部 准教授 山元 薫 氏 

磐田市立豊田南小学校 体育科における学びの深まりの実像とその手立て 日本体育大学体育学部健康学科 

教授 白旗 和也 氏 

袋井市立袋井東小学校 きき合い つながり合う授業（全４回） 名古屋学院大学スポーツ健康学部 

教授 滝浪 常雄 氏 

浜松市立花川小学校 夢のかなえ方 ～奇跡の夢ノート～ 北京オリンピックシンクロ代表 

石黒 由美子 氏 



 

浜松市立北浜小学校 挑戦は続く パラリンピック出場 

陸上選手 山本 篤 氏 

浜松市立伊目小学校 夢のかなえ方 ～奇跡の夢ノート～  北京オリンピックシンクロ代表 

石黒 由美子 氏 

浜松市立中川小学校 夢のかなえ方 ～奇跡の夢ノート 北京オリンピックシンクロ代表 

石黒 由美子 氏 

浜松市立金指小学校 教員からオペラ歌手になった先輩から生き方を学

ぶ 

オペラ歌手 水船 桂太郎 氏 

浜松市立平山小学校 「話す・聞く・想い描く力を育む」落語鑑賞会 落語家 林家 菊丸 氏 

中学校 
  

伊豆市立中伊豆中学校 オリンピック・パラリンピック理解と体幹トレーニング

  

東京女子体育大学 教授 秋山 エリカ 氏 

三島市立錦田中学校  夢の実現に向けて 今 やるべきこと ブリジストンサイクル(株) 鈴木 光広 氏 

三島市立中郷中学校  道徳の授業づくりとその評価について 

～対話的な道徳を通して～ 

日本道徳教育学会 

名誉会長 横山 利弘 氏 

裾野市立東中学校 前に進む力  東海大学体育学部競技スポーツ学科 

准教授 両角 速 氏 

沼津市立原中学校 「自ら行動できる人」をめざして 広島県立安芸高等学校 畑 喜美夫 氏 

富士市立元吉原中学校 生徒一人一人の学びを保障するために「活動的で

表現的な学び」を目指した授業改善－背伸びとジャ

ンプのある質の高い「学び」をめざして－ 

学習院大学 教授 佐藤 学 氏 

富士市立田子浦中学校  協同的な学びの中で、他者との関わりを重視し、よ

り質の高い学びを追究する（全２回） 

日本大学理工学部 准教授 黒田 友紀 氏 

富士市立岩松中学校  「主体的 対話的 深い学びの具現化」～生徒の学

びを保障していくために～（全３回） 

元富士市立富士中学校校長 稲葉 義治 氏 



 

富士市立富士南中学校 聴き合い、仲間とともに考えを深める生徒の育成

（全２回） 

愛知教育大学教育実践研究科 

教授 鈴木 健二 氏 

富士市立富士川第二中学校 ダンサー兼ダンス振付師の仕事を知り、ダンスを踊

ろう（全３回） 

(株)リムスポーツクラブダンス 

講師 小山 潔輝 氏 

富士宮市立富士根南中学校 幸せな人生を歩むためにとても大切なこと 上田情報ビジネス専門学校 

副校長 比田井 和孝 氏 

藤枝市立岡部中学校 「半ケツとごみ拾い」 ～一歩を踏み出す勇気～ 作家・小説家 荒川 祐二 氏 

森町立旭が丘中学校 顔が笑う こころが笑う 脳が笑う 日本笑い学会理事 中井 宏次 氏 

磐田市立豊田中学校  自分らしく生きる 

～車いすテニスと出会って変わった世界～ 

北京ロンドン五輪パラリンピック 

車いすテニス選手 岡部 裕子 氏 

浜松市立西部中学校 脳のふしぎ 脳のちから 東京大学 教授 池谷 祐二 氏 

浜松市立北部中学校 生きることの喜び サッカー指導者 宇留野 純 氏 

浜松市立積志中学校  夢をあきらめない リオオリンピック出場陸上選手 飯塚 翔太 氏 

浜松市立佐鳴台中学校 命の授業  ～ドリー夢メーカーと今を生きる  元体育教師・養護学校教員 腰塚 勇人 氏 

浜松市立可美中学校 心 音楽ユニット「アクアマリン」（サチコとミマス） 

浜松市立麁玉中学校 食をとおした子育てについて「子どもが作る 『弁当

の日』」 

子どもが作る「弁当の日」提唱者 

竹下 和男 氏 

浜松市立細江中学校 夢のかなえ方  ～奇跡の夢ノート～ 北京オリンピックシンクロ日本代表 

石黒 由美子 氏 

浜松市立引佐南部中学校 夢のかなえ方 ～奇跡の夢ノート～ 北京オリンピックシンクロ代表 

石黒 由美子 氏 



 

高等学校 
  

静岡県立沼津西高等学校 今、世界で起きていること 

～高校生に期待すること、すべきこと～ 

フォトジャーナリスト 安田 菜津紀 氏 

静岡県立沼津城北高等学校  生き抜く力  教育開発支援機構 FD 

推進センター長 児美川 孝一郎 氏 

 「主体的・対話的で深い学び」の実現  産業能率大学経営学部 教授 小林 昭文 氏 

静岡県立清水西高等学校 新学習指導要領で求められる学力観 

－新しい大学入試改革とアクティブラーニング－  

河合塾講師 岩崎 浩之 氏 

静岡県立静岡東高等学校 変化の厳しい時代を主体的に生きぬくために 

－進路選びの前に考えておきたいこと－ 

法政大学キャリアデザイン学部 

教授 児美川 孝一郎 氏 

静岡県立駿河総合高等学校 探究型学習「静岡研究」を通して磨く力 大正大学 教授 浦崎 太郎 氏 

 探究型学習の推進に向けた協働体制の確立 大正大学 教授 浦崎 太郎 氏 

静岡県立静岡農業高等学校 声を磨いて、自分を磨く! ～声の表現の面白さ～  常葉大学短期大学部日本文化学科 

講師 宮本 淳子 氏 

静岡県立金谷高等学校 「ヨガで知らなかった自分の可能性を見つけよう」

（全３回） 

ヨガ指導者 シラール・マリオ 氏 

東出シラール紀子 氏 

静岡県立天竜高等学校  ソーシャルスキル研修 ダイジョブ・プロジェクト設立者 鈴木 大介 氏 

静岡市立高等学校 僻地医療からシリコンバレー^!日本を飛び出し 18

年、今だから言える若き皆様へのアドバイス 

タンフォード大学循環器科 

医師・主任研究員 池野 文昭 氏 

特別支援学校 
  

静岡県立沼津視覚特別支援学校 ようこそ 先輩!  

本校卒業生 片岡氏による 和太鼓コンサート 

和太鼓奏者 片岡 亮太 氏 

静岡県立静岡視覚特別支援学校   視覚障害重複児の基本的アプローチ 広島大学大学院教育学研究科 

准教授 氏間 和仁 氏 



 

静岡県立浜松視覚特別支援学校 視覚特別支援学校の教員が身に付けるべきスキル 筑波大学大学院 

視覚障害教育研究員 奈良 里沙 氏 

 東京パラリンピックに向けて 

～スポーツ障害に対する理療的アプローチ～ 

筑波大学理療科教員養成施設 

非常勤講師 宮本 俊和 氏 

静岡県立沼津聴覚特別支援学校 聴覚障害児の社会自立に必要な力・保護者への支

援  

亜細亜大学 客員準教授 橋本 一郎 氏 

静岡県立静岡聴覚特別支援学校 聴覚障害児の自立に向けて、聴覚支援学校に求め

られる教育について  

大坂ろう就労支援ｾﾝﾀｰ 理事長 前田 浩 氏 

 聴覚障害児の言語力育成のための指導・支援のあ

り方 

障害者高等教育研究支援センター障害者支援研

究部 教授 長南 浩人 氏 

静岡県立東部特別支援学校 特別支援学校における災害時の対応 

～災害発生から学校再開に向けて～  

熊本県立熊本かがやきの森支援学校 

中学部主事 澤村 英明 氏 

静岡県立御殿場特別支援学校 「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業づくり 國學院大學 教授 田村 学 氏 

静岡県立沼津特別支援学校 知的障害教育におけるカリキュラム・マネジメントの

視点を踏まえた学習の実際 

－新学習指導要領を通して－ 

弘前大学大学院教育学研究科 

教授 菊地 一文 氏 

静岡県立富士特別支援学校 認知、コミュニケーションの発達と障害およびその

支援 

淑徳大学総合福祉学部教育福祉学科 

准教授 池端 美惠子 氏 

静岡県立清水特別支援学校 児童生徒の自己肯定感や自己有用感を育むため

に 

静岡大学教職大学院教育学研究科 

准教授 伊田 勝憲 氏 

 太鼓を楽しもう  和太鼓・パーカッション奏者 片岡 亮太 氏 

静岡県立藤枝特別支援学校 新学習指導要領を踏まえた特別支援学校における

自立活の位置づけ 

静岡大学教育学部 教授 香野 毅 氏 

 児童生徒の自立的・主体的な参加を促す授業づく

り～主体的・対話的で深い学びに向けた授業改善

の在り方～ 

上越教育大学 名誉教授 藤原 義博 氏 

静岡県立袋井特別支援学校 自閉症のある児童生徒への理解と支援 臨床発達心理士 弓削 香織 氏 



 

静岡県立浜北特別支援学校 『主体的・対話的で深い学び』の実現に向けた授業

づくり 

浜松学院大学 教授 横山 孝子 氏 

 偏食のある児童生徒への支援 広島市西部こども療育センター 

管理栄養士 藤井 葉子 氏 

静岡県立浜松特別支援学校 知的障害児童生徒のコミュケーション指導について 香川大学教育学部 教授 坂井 聡 氏 

静岡県立浜松特別支援学校 磐田分校 心に問題を抱える子どもの自立を支えるために 

～医療と教育のつながりの視点から～  

浜松医科大学児童青年期精神医学講座 

特任教授 髙貝 就 氏 

静岡県立中央特別支援学校 音楽で巡る世界の旅 静岡クラシック音楽振興会 

 響き、感じて～音欲・ピアノコンサート ピアニスト 吉田 伊津子 氏 

静岡県立掛川特別支援学校 新学習指導要領を踏まえた授業づくり 

-各教科等を合せた指導を中心に-（全２回） 

植草学園大学 発達教育学部 

発達教育学科 教授 名古屋 恒彦 氏 

 感覚と運動の高次化理論の基礎 淑徳大学大学院総合福祉研究科 

准教授 池畑 美惠子 氏 

静岡県立吉田特別支援学校 夢に向かって『いきいき、なかよく、すこやかに』学

び、伸びゆく人を育てる～児童生徒が各教科等の

見方・考え方を働かせる授業づくり～ 

植草学園大学 教授 名古屋 恒彦 氏 

静岡大学教育学部附属特別支援学校  知的障害教育の育成をめざす資質・能力と評価の

あり方 

国立特別支援教育総合研究所 

研究員 神山 努 氏 

教育諸団体 
  

静岡県公立小・中学校女性校長会 「子どもは、毎日が旬」～好感、共感、親近感が人

権力を育む～  

関西外国語大学 短期大学部 

教授 赤石 一朗 氏 

御殿場市教育委員会 今がんばれないヤツは、一生、がんばれない！  東進スクール 古文講師 吉野 敬介 氏 

袋井市立袋井中学校区一貫教育協議会  効果のある学校づくりの理論と実践 -「効果のある

指導」の組織的展開-（全２回） 

鳴門教育大学教職大学院 

教授 久我 直人 氏 

 


