
【教育関係団体】　5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 伊賀　匡

4 静岡県公立小中学校教頭会 会長 牧野　憲嗣

5 川根本町教育会　研修推進委員会 代表 渡邉　哲也

【高等学校】　9件（申請数10件）
学校・団体名

6 静岡県立伊豆総合高等学校 校長 松浦 真一郎

7 静岡県立田方農業高等学校 校長 久保田 豊和

8 静岡県立静岡高等学校 校長 小関　雅司

9 静岡県立清流館高等学校 校長 左口　邦彦

10 静岡県立藤枝東高等学校 校長 佐野　文子

11 静岡県立島田高等学校 校長 鈴木　政昭

令和４年度（第22回）はごろも教育研究助成賞（単年度）受賞者一覧表

公益財団法人はごろも教育研究奨励会

代表者名 研究主題

未来を切り拓く学校経営

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～セン
ター的機能推進のための具体的方策と中核教
員育成～

未来を生きる力を育む　魅力ある学校づくり

未来を拓く高等学校（高等部）教育の創造

代表者名

コミュニティ・スクール活動で児童生徒の内面を
拓く～アーティスト（美術・音楽）とのワークショッ
プを介した、メタ認知に基づく個別最適化された
学びへのアプローチ～

生徒・教職員の協働による公式インスタグラムを
活用した広報活動に関する研究～地域から愛さ
れる、応援される清流館高校を目指して～

生徒と教師の主体性を喚起する組織的な授業
改善と、その効果の検証

高等学校における学術研究を意識した総合的な
探究の時間の実践研究～高大連携による大学
院生との協働的な学びを通したゼミ活動の深化
～

ウィズコロナ・ポストコロナ時代に向けて　学校
教育機能の恢復と新たなコミュニティ・スクール
づくり

工業高校で持続可能なものづくり～ＬＥＤキャン
ドルで地域貢献～

研究主題

高等学校における観点別学習状況評価の充実
～思考・判断・表現を評価するテスト問題の開発
を通して～
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12 静岡県立池新田高等学校 校長 中村　正義

13 静岡県立磐田南高等学校 校長 野村　賢一

14 静岡県立磐田農業高等学校 校長 望月　久資

【特別支援学校】　0件（申請数1件）
学校・団体名

該当なし

【幼稚園・こども園】　3件（申請数4件）
学校・団体名

15 浜松市立雄踏幼稚園 園長 宮本  哲彦

16 浜松市立引佐幼稚園 園長 山下　幹夫

17
聖隷クリストファー大学附属クリスト
ファーこども園

園長 武田 真理子

【小学校】12件（申請数14件）
学校・団体名

18 沼津市立今沢小学校 校長 髙橋 加代子

19 富士市立広見小学校 校長 稲垣 まゆ美

20 富士宮市立大宮小学校 校長 水村　裕子

21 焼津市立黒石小学校 校長 宮澤　礼子

22 吉田町立中央小学校 校長 松林　力

23 吉田町立自彊小学校 校長 三輪　洋士

黒石小発、焼津・幼小架け橋プロジェクト～多様
な専門性を生かした幼小接続カリキュラムの創
造～

「自彊」を合い言葉とし、地域力・学校力を活かし
たコミュニティ・スクールの取組

「自分の考えをもち、学びを深める子」を育てるＩ
ＣＴ活用～聴いて　つなげて　考えて～

思いや考えを伝え合い、学ぶ楽しさを実感でき
る子をめざして～どの子も楽しく学べる授業づく
り～

新しい時代を切り拓く資質・能力を育む教育活
動の推進～ＩＣＴの活用による「個別最適な学び
と協働的な学び」の往還を通して～

代表者名 研究主題

新教育課程に対応したアウトプット型学習の実
践とＩＣＴ学習の効率的活用を目指して

代表者名

心豊かにたくましく未来を切り拓く力を育む幼児
教育を目指して

代表者名 研究主題

Ｓociety5.0時代に「生きる力」を育むＩＣＴ活用の
あり方

研究主題

遊びを通した子供の学び～話を聞く姿や聞く力
をはぐくむ環境構成と援助～

保育のつながりを見える化する３歳未満児保育
の実践　連絡ノートのＩＣＴ導入による記録と計
画、個人と集団のつながりを見える化するとりく
み

ＧＩＧＡスクール構想における高等学校のＩＣＴ等
の活用による新しい学びの実現を目指して～一
人一台端末導入に伴う指導方法のあり方と利活
用の方法を通して～

生徒の「感じる力」の育成を、「言葉で伝える力」
「文章で表現する力」の育成につなげる試み
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24 袋井市立袋井西小学校 校長 大場　伸一

25 聖隷クリストファー小学校 校長 太田　雅子

26 静岡市立麻機小学校 校長 南條　美穂

27 静岡市立宮竹小学校 校長 伏見　倫也

28 静岡市立南部小学校 校長 野田　修

29 浜松市立尾奈小学校 校長 阪井 小百合

【中学校】6件（申請数8件）
学校・団体名

30 焼津市立大富中学校 校長 石原　良彦

31 掛川市立大須賀中学校 校長 橋村　英明

32 湖西市立岡崎中学校 校長 齊藤　勝

33 静岡大学教育学部附属静岡中学校 校長 生田目 治善

34 静岡市立安東中学校 校長 岡村　寿人

35 浜松市立佐鳴台中学校 校長 守屋 謙一郎

児童の実態に合った学校図書館のあり方～子
供にとって必要性がある学校図書館を目指して
～

代表者名 研究主題

校務の効率化による子供も先生も元気で笑顔あ
ふれる学校づくり

多国籍教員同士の対話を大切にした教職員研
修の在り方を探る～国際バカロレア教育認定校
に向けたＰＹＰカリキュラム構築をめざして～

コロナ禍を踏まえた不登校の未然防止～不登校
の主たる要因に即した支援の在り方～

ＵＤ化による“誰一人取り残さない”宮竹小学校
の教育の推進～進んでかかわることのできる子
どもの育成をめざして～

デジタルとアナログを活用した「学び」のハイブ
リッド～ＩＣＴとカラープリンタを活用した「協動的
な学び」と「学びの足跡」に関する研究～

学びの自覚～ありたい自分を思い描く授業～

「学びの魅力」がつくる授業を目指して～主体的
に追求する生徒の育成～

追究したい問いに対し、主体的に学ぶことができ
る生徒の育成

よりよい未来を創る生徒の基礎的・汎用的能力
を育むキャリア教育～岡崎中学校における学び
の基盤づくり～

安心・安全で健康的な生活を送るためのより良
い選択ができる子の育成～今学校に必要なメ
ディアとのつきあい方教育の在り方～

情報教育を推進するハンドブックの作成～1人１
台端末を活用した情報教育の実践事例より～
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【高等学校】　4件（申請数6件）
学校・団体名 研究主題 年度数

36 静岡県立御殿場南高等学校 校長 髙橋　健二
産学官・地域と連携した探究学習づくり
～御殿場南高校Ｃプロジェクトを通じて
～

3

37 静岡県立沼津東高等学校 校長 渡邉　紀之
スクール・ポリシーを軸にした教育活動
の改善～探究と学校行事を組み合わせ
て特色化を図る～

2

38 静岡県立静岡農業高等学校 校長 望月　康弘
六条大麦の６次産業化　～SHIZUOKA
STRAW PROJECT～ 2

39 静岡県立浜松城北工業高等学校 校長 寺田　弘隆

産業界と連携した「未来のロボティクス
人材」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】　2件（申請数3件）
学校・団体名 研究主題 年度数

40 静岡県立藤枝特別支援学校 校長 山田　伸代 ともに学び、力強く活動する人を育てる 3

41 静岡大学教育学部附属特別支援学校 校長 那須　浩二
自分事として学び、豊かな生活を実現す
る授業づくり 2

【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

42 浜松市立小松幼稚園 園長 岩瀨　隆伸
幼稚園教育におけるキャリア教育の在り
方 3

【小学校】４件（申請数7件）
学校・団体名 研究主題 年度数

43 静岡市立新通小学校 校長 伊藤 あゆり

「自立　共生」に向かう子供の育成～小
中一貫グループで取り組む『地域まるご
と探究学習』の充実と、互恵性のある幼
小接続の実現を通して～

3

44 静岡市立由比北小学校 校長 石田 美紀子
うちらは町の宣伝部長！～「発信者」とし
て地域コミュニティに貢献する由比結人
の育成～

3

代表者名

代表者名

代表者名

代表者名

令和４年度（第22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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45 浜松市立相生小学校 校長 鈴木　晶子

「風の子　太陽の子～ともに未来を創る
～」の具現～生涯にわたって心身の健
康を保持増進し、豊かなスポーツライフ
を実現するための資質・能力を育成する
カリキュラム・マネジメントと学びの実感
を得ることができる主体的・対話的で深
い学びの実現を通して～

2

46 浜松市立三ヶ日西小学校 校長 宮田 真由美
ふるさとの未来を担い、夢を持ち自分ら
しく輝く子の育成～道徳教育を軸に～ 3

【中学校】4件（申請数5件）
学校・団体名 研究主題 年度数

47 静岡市立清水小島中学校 校長 岩科　秀明
知・徳・体のバランスのとれた力を身に
付けた生徒の育成をめざして～学校教
育目標の具体化・焦点化～

3

48 静岡市立両河内小中学校 校長 服部　亘顯

中山間地小中一貫校における地域連携
を生かした学校づくり～地域とともに進
める小中一貫教育と学校を核としたまち
づくりへの参画・貢献～

3

49 浜松市立篠原中学校 校長 吉山　幸洋
篠原地区の防災リーダーになろう～命を
守るため、生き延びるためにどう動くかを
主体的に考える～

2

50 浜松学芸中学校 校長 森　真人
オンライン学習を活用した不登校生徒へ
の支援～不登校の子供の状況改善モデ
ルケースの構築～

3

代表者名
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