
令和 3年度 

－第 17回『夢』講演会実施学校・団体一覧表－ 
 

 対象 講演会テーマ 
講 師 

（講師肩書は当時のもの） 

静岡大学教育学部附属幼稚園 
園児 

保護者 
親子鑑賞会「スイミー／いくぞ!ヘッポコとうぞく団！」 劇団 むすび座 

学校法人補陀学園 若竹幼稚園 園児 あきのおんがくかい ＣＡＳＡ ＢＲＡＳＳ ＥＮＳＥＭＢＲＳ 

藤枝順心高等学校附属幼稚園 
園児 

保護者 

フラワービート演奏会 

～叩いて、踊って、歌って、五感で感じるパーカッション～ 
フラワービート 

代表 山本 晶子 氏 他３名 

認定こども園龍の子幼稚園 
教職員 

保護者 
幼児期のアタッチメントと心の発達 

東京大学大学院教育学研究科 

教授 遠藤 利彦 氏 

学校法人蒲学園 蒲幼稚園 
教職員 

保護者 
子どもの遊び（リスクとハザード）について学ぶ 

一級建築士／こども環境アドバイザー他 

井上 寿 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 園児 
お相撲さんのからだ 

～お相撲さんの強さの源、食について探求しよう～ 
伊勢ケ濱部屋  翠富士関、熱海富士関 

熱海市立多賀小学校 教職員 
子どもの幸せを生み出す 

～潤いのある学級・学校づくりの理論と実践～ 

鳴門教育大学大学院学校教育研究科 

教授 久我 直人 氏 

熱海市立桃山小学校 児童 夢に向かって  
元陸上中長距離日本代表 

高橋 千恵美 氏 

富士市立岩松北小学校 教職員 けやき学習で大切にしたいこと  
東京学芸大学教育学部 

名誉教授 平野 朝久 氏 

 教職員 
はじめに子どもありきを教育理念とする生活科と 

総合的な学習の時間 

東京学芸大学教育学部 

名誉教授 平野 朝久 氏 

富士市立富士川第二小学校 教職員 
９年間の子供の学びの系統性と連続性を意識した授業づく

り（全３回） 

日本大学理工学部 

准教授 黒田 友紀 氏 



富士宮市立井之頭小学校 
児童 

教職員 
ＧＩＧＡスクール構想一人一台パソコンの効果的な活用  

信州大学学術研究院 教育学系 

准教授 佐藤 和紀 氏 

静岡市立横内小学校 教職員 
主体的・対話的で深い学びを実現する体育科の授業 

～教師の役割りの視点～ 

日本体育大学体育学部健康学科 

教授 白旗 和也 氏 

静岡市立南部小学校 教職員 一人一人に合わせた教材作りと読み書き支援  
島根県安来市立荒島小学校 

教諭 井上 賞子 氏 

静岡市立長田西小学校 児童 シンガーソングライターＹＯＳＵさん 生き方講座 シンガーソングライター ＹＯＳＵ 氏 

浜松市立城北小学校 教職員 子どものこころを守り育てる 
公益社団法人 子どもの発達科学研究所 

主席研究員 和久田 学 氏 

浜松市立入野小学校 児童 笑顔を大切に生きよう クラウン 望月 美由紀 氏 

浜松市立砂丘小学校 児童 みんなつかえる！魔法の力 漫才師 中山 まさとも 氏 

浜松市立北浜小学校 児童 笑顔を大切に生きよう クラウン 望月 美由紀 氏 

浜松市立金指小学校 
児童 

保護者 

自分らしさを大切にする生き方 

～大切なことはみんなディズニーランドに教わった～ 

 (有)香取感動マネジメント 

代表取締役 香取 貴信 氏 

浜松市立奥山小学校 児童 夢に向かって ～自分らしくチャレンジする～ オペラ歌手 水船 桂太郎 氏 他２名 

三島市立錦田中学校 
生徒 

保護者 
野球と私  

慶應義塾大学硬式野球部 

監督 堀井 哲也 氏 

三島市立中郷中学校 
生徒 

保護者 
集中力発揮のコツを学んで、夢を実現させよう 

株式会社集中力 代表取締役 

集中力プロデューサー 森 健次朗 氏 

    



三島市立中郷西中学校 教職員 
一人一台端末の有効活用や「GIGAスクール構想」などの 

先進事例を踏まえた新たな学びについて 

静岡大学教育学部 

教授 紅林 秀治 氏 

 教職員 ICT機器の効果的な活用に向けて 
静岡大学教育学部 

教授 紅林 秀治 氏 

沼津市立原中学校 生徒 自ら考えて積極的に行動する力を育むボトムアップ理論 
ボトムアップパーソンズ協会 

代表 畑 喜美夫 氏 

富士市立元吉原中学校  教職員 

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～ 

学習院大学文学部 

特任教授 佐藤 学 氏 

富士宮市立富士根北中学校 
生徒 

教職員 

女らしく男らしくより自分らしく生きる 

～ひとりひとりの性が尊重され安心して学べる学校づくり～ 

非営利団体一般社団法人日本 LGBT協会 

代表理事 清水 展人 氏 

静岡市立城山中学校 生徒 不器用でも、もう一歩。 妙心寺退蔵院 絵師 村林 由貴 氏 

 生徒 
“先が見えない”という楽しさ 

～私にとっての旅と吃音と文章を書くこと～ 

京都造形芸術大学・大谷大学・放送大学 

非常勤講師 近藤 雄生 氏 

 生徒 自由に生きる 妙心寺退蔵院 副住職 松山 大耕 氏 

静岡市立清水第一中学校 生徒 
これからの自分と社会をつくる心理学 

～いつ何を誰のために学びますか？～ 

立命館大学教職研究科 

教授 伊田 勝憲 氏 

 生徒 みんなのレジリエンスをのばそう！  
静岡大学教育学部 

教授 小林 朋子 氏 

焼津市立東益津中学校 生徒 本当のあなたは、もっとすごい！ 
中央大学保健体育部 

学術研究院 吉田 貴広 氏 

 生徒 

本当のあなたは、もっとすごい！ 

～生徒も先生も保護者もすべての人が、自分の身体にわく 

わくする学校づくり～ 

中央大学保健体育部 

学術研究院 吉田 貴広 氏 



焼津市立大井川中学校 教職員 思考力を発揮し 深く学ぶ（全 4回） 
聖心女子大学現代教養学部 

教授 益川 弘如 氏 

藤枝市立岡部中学校 生徒 夢に向かって粘り強く挑戦 
元ミスユニバース日本代表 

森 理世 氏 

森町立旭が丘中学校 生徒 夢を叶える夢のみかた『中学生の睡眠』 心理カンセラー 小林  瑞穂 氏 

浜松市立西部中学校 生徒 どんな時も 人生には意味がある 明治大学文学部 教授 諸富 祥彦 氏 

浜松市立江西中学校 生徒 社会人として大切なことはみんなﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞで教わった 
（有）香取感動マネジメント 

代表取締役 香取 貴信 氏 

浜松市立都田中学校 生徒 社会人として大切なことはみんなﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞで教わった 
（有）香取感動マネジメント 

代表取締役 香取 貴信 氏 

浜松市立佐鳴台中学校 教職員 
カウンセリングテクニックをいかした 

人間関係力アップセミナー（全 2回） 

明治大学文学部 

教授 諸富 祥彦 氏 

浜松市立富塚中学校 生徒 水船桂太郎コンサート 

テノール歌手 水船 桂太郎 氏 

バリトン歌手 竹内 利樹 氏 

ピアニスト 三津原久美子 氏 

浜松市立引佐南部中学校 生徒 障がいを負って気付いたこと、これからについて 
ボッチャ競技者 

北澤 和寿 氏 

静岡県立下田高等学校 

南伊豆分校 
生徒 人と動物と植物の絆 ～物言わぬ命との対話～ フォトジャーナリスト 大塚 敦子 氏 

静岡県立伊豆中央高等学校 教職員 ICTを利用した主体的・対話的で深い学び(全２回) 
聖心女子大学現代教養学部教育学科 

教授 益川 弘如 氏 

静岡県立沼津城北高等学校 教職員 学力向上につながるアクティブ・ラーニング 
アクティブ・ラーニング協会 

代表理事 中島 博司 氏 

 生徒 夢を追い、それを実現するために 
一般社団法人 SS伊豆 代表理事 

 サッカーコーチ 片岡 大輔 氏 



静岡県立富士宮西高等学校 生徒 「夢」に向けて ～今からできること～ 文筆家 甲斐 みのり 氏 

静岡県立静岡城北高等学校 教職員 今求められる学力と授業・評価のあり方 
京都大学大学院教育学研究科 

准教授 石井 英真 氏 

 教職員 
今求められる学びとその評価 

～考える力をすべての生徒に～ 
京都大学大学院教育学研究科 

特任教授 田中 容子 氏 

静岡県立静岡農業高等学校 生徒 農業を強くするブランドづくり 
静岡県立大学経営学部経営情報学科 

教授 岩崎 邦彦 氏 

静岡県立袋井高等学校 生徒 
高校で学んだことの先にあるもの 

～エンジニアの場合～ 
株式会社Ｘiborg 

代表取締役 遠藤 謙 氏 

静岡県立浜松湖南高等学校 教職員 
「資質・能力」を育成するパフォーマンス評価 

～観点別評価をどう実践するか～ 

京都大学大学院教育学研究科 

准教授 西岡 加名恵 氏 

静岡県立沼津視覚特別支援学校 教職員 
視機能検査の種類・方法と指導への活かし方 

～視力値以外にも注目を～ 

愛知淑徳大学 

非常勤講師 田中 恵津子 氏 

静岡県立浜松視覚特別支援学校 
児童生徒 

教職員 
社会の中で自分らしく生き抜くために 弁護士 大胡田 誠 氏 

県立沼津聴覚特別支援学校 教職員 
学校教育目標の具現化に向けた組織づくり 

～「チーム沼聴」の実現～ 
㈱ナガオ考務店 

代表取締役 長尾 彰 氏 

静岡県立静岡聴覚特別支援学校   教職員 
聴覚障害児の語彙の拡充と定着及び 

聾学校における授業づくり 

国立特別支援教育総合研究所 

総括研究員 山本 晃 氏 

静岡県立御殿場特別支援学校 教職員 
現代社会の多様性とインクルージョン 

～多様なニーズをもつ児童生徒の教育の可能性～ 
静岡大学教職大学院 

特任教授 小岱 和代 氏 

静岡県立沼津特別支援学校 教職員 
自閉症スペクトラムの児童・生徒へのコミュニケーション支援

とは？ ～当事者から見た支援の仕方について～ 
臨床発達心理士 綿貫 愛子 氏 

静岡県立沼津特別支援学校 

伊豆田方分校 
教職員 思春期における発達障害の生徒へのサポート 

横浜国立大学教育学部 

准教授 後藤 隆章 氏 



静岡県立藤枝特別支援学校 教職員 
特別支援学校に今求められる授業づくり 

～これからの社会を生きる子ども達のための合わせた指導～ 
静岡大学教職大学院 

特任教授 小岱 和代 氏 

 
教職員 

育成を目指す資質・能力を踏まえた授業づくり 

～各教科を合わせた指導と各教科のつながり～ 

弘前大学大学院教育学研究科 

教育実践専攻 教授 菊地 一文 氏 

静岡県立中央特別支援学校 児童生徒 日本の伝統楽器の調べ 
都山流尺八楽会 

師範 長谷川 将山 氏 他 2名 

静岡県立静岡南部特別支援学校 児童生徒 夢に向かって挑戦!! 
パラリンピック陸上競技選手 

山本 篤 氏 

静岡県立西部特別支援学校 教職員 肢体不自由教育における目標(評価の観点)の設定について 
日本体育大学体育学部体育学科 

教授 長沼 俊夫 氏 

静岡県立浜北特別支援学校 教職員 特別支援教育に求められるもの 
東京大学先端科学技術研究センター 

中邑 賢龍 氏 

 
 卒業後の豊かな生活につなげるキャリア教育 

弘前大学大学院教育学研究科 

教授 菊地 一文 氏 

静岡県立清水特別支援学校 
高等部 

生徒 
高等部はごろも『夢』コンサート 

ソウルシンガー 

ＡＳＵＫＡ 氏、宮地 裕太 氏、 

東 優作 氏、岩田 純也 氏  

 教職員 
社会で求められる人になるために 

～児童生徒の社会参加する力を考える～ 
毎日新聞 論説委員 野澤 和弘 氏 

静岡県立吉田特別支援学校 教職員 
学習評価を基にした授業改善 

～学習指導要領改訂を踏まえて～ 

明星大学教育学部教育学科 

常勤教授 明官 茂 氏 

静岡県立掛川特別支援学校 教職員 
階段を追った発達の見方と指導法 

～発達の行く手を見据えた基礎づくり～  

淑徳大学総合福祉学部教育福祉学科 

准教授 池畑 美恵子 氏 

 教職員 知的障害教育における学習指導要領に基づく授業づくり 
静岡大学教育学部 

准教授 山元 薫 氏 



静岡県立伊豆の国特別支援学校 教職員 
子どもたちの学びを編み出す授業づくり 

～ラーニングマップから学びを創り出そう～ 

静岡大学教育学部 

准教授 山元 薫 氏 

静岡大学教育学部附属特別支援学校 教職員 子どものこころの問題とその対応 
天竜病院 児童精神科医 

山村 淳一 氏 

 教職員 知的障害教育における各教科の授業づくり 
広島都市学園大学 子ども教育学部 

教授 湯浅 恭正 氏 

 教職員 生活とつながりのある教科指導 
京都大学大学院教育学研究科 

准教授 石井 英真 氏 

御殿場市教育委員会 教職員 
御殿場市教育フォーラム 2021 

～授業に生かすロイロノートの使い方～ 
遠鉄システムサービス株式会社 

袋井あやぐも学園運営協議会 教職員 
潤いのある学校づくりの理論と実践 

～「勇気づけ教育」の組織的展開～ 

鳴門教育大学教職大学院 

教授 久我 直人 氏 

 教職員 

子どもの幸せを生み出す支え合い、学び合う学級をつくる

教師の在り方 

～優れた教師の３つの視座と「効果ある指導」～ 

鳴門教育大学教職大学院 

教授 久我 直人 氏 

 


