
個人・グループ部門

最優秀賞　1件
学　校　名 研　究　テ　ー　マ

下田市立浜崎小学校 栄養教諭 稲葉　愛 食に関わる資質・能力の育成を目指して

70周年記念特別賞　1件

静岡県立浜松南高等学校 代表 校長 小泉正嗣 志の形成に基づく浜松南高生の進路実現

優秀賞　2件
浜松市立与進小学校 栄養教諭 竹山泰子 子供の食生活の変容を促す食指導

聖隷クリストファー中・高等学校 教諭 金原由貴 読解リテラシー向上のきっかけとなる高等学校国語科教育

優良賞　14件
伊豆市立土肥小中一貫校 教諭 木村岳友 9年間の系統的な教育活動を通して、地域に愛着をもつ子どもの育成

富士宮市立富丘小学校 教諭 寺師泰代 自分ごととして捉える道徳の授業の工夫について

牧之原市菊川市学校組合立牧之原小学校 教諭 村上　格 特別支援学級児童のコミュニケーション力の向上を目指した授業づくり

牧之原市菊川市学校組合立牧之原小学校 教諭 太田智大 「勇気」と「優しさ」があふれる学級経営

御前崎市立第一小学校 教諭 山下穂乃佳 特別支援知的学級での主体的な国語授業を目指して

磐田市立東部小学校 主幹教諭 鈴木崇浩 「夢をもち　みんなと学ぶ　たくましい子」を育む教育課程

袋井市立袋井南小学校 教諭 渡邉愛作 児童も教師も自信がつく外国語科授業づくり

浜松市立光明小学校 教諭 鈴木正委 良好な人間関係を築き、学級の誰もが楽しいと感じる学級づくり

富士宮市立富士根北中学校 教諭 眞野元気 Speechを核とした時代に合った授業

焼津市立東益津中学校 教諭 松田真幸 保健体育科における協働学習とタブレットの有効性について

菊川市立菊川東中学校 教諭 栃山裕策 主体性にアプローチした深い学びの実現

磐田市立豊田南中学校 教諭 山下直久 即興で自分の思いを伝えようとする英語スピーキング能力の向上を目指して

静岡県立韮山高等学校 主査 井澤まひる 利用者に寄り添った読書推進活動の試み

静岡県立御殿場特別支援学校 代表 教諭 山下智美 子どもの学びをつなげる・積み上げる

奨励賞　74件
三島市立東小学校 教諭 関新市郎 主体的に学ぶ生活科授業を目指して

沼津市立浮島小学校 養護教諭 鈴木　優 愛着形成・愛着修復に向けた保健室での支援

沼津市立静浦小中一貫学校 主幹教諭 河村嘉之 9年間の学びと子どもの成長を育むための　カリキュラム・マネジメント

富士宮市立富丘小学校 主幹教諭 伊藤　純 みんなの笑顔あふれる教育課程の創成を目指して

富士宮市立芝富小学校 教諭 清　和博 グランドデザインの具現化に向けた教育課程の工夫

静岡市立大河内小中学校 教諭 黒田起可 『「人・もの・こと」とかかわり深まる授業』の実現を目指して

静岡市立服織小学校 教諭 酒井信一 小規模校の経験を大規模校でどのように活かすのか

静岡市立富士見小学校 教頭 深山孝之 SDGｓの視点で考える外国籍の子どもと保護者への支援

氏名
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静岡市立東源台小学校 教諭 松山拓磨 児童の仕事に対するジェンダー観

静岡市立清水船越小学校 教諭 鈴木優理 働くことの喜び・やりがいを感じる生活単元学習

焼津市立焼津西小学校 教諭 大塚桂一郎 習得と活用のサイクルで学ぶ漢字学習の効果

焼津市立豊田小学校 教諭 深澤正充 すべての子どもが見方・考え方を働かせる社会科学習の工夫

焼津市立東益津小学校 教諭 杉山真実 自己の生き方を考えることができる子をめざして

焼津市立和田小学校 教諭 北　諒介 1人1台のmicro:bitを用いたプログラミング教育

藤枝市立瀬戸谷小学校 教諭 小長谷知美 瀬戸谷らしい小中一貫教育の創造

藤枝市立高洲南小学校 教諭 犬塚直人 「創造性」と「問題解決力」を育む理科の授業を目指して

島田市立島田第三小学校 教諭 阿南千華 教員も子どもも目標をもって取り組む外国語の授業を目指して

島田市立島田第四小学校 事務主査 植田きく子 学校事務職員に今もとめられていること

島田市立伊太小学校 事務主任 山田和海 教員支援につなげる学校事務職員の事務処理の平準化と効率化

川根本町立中川根第一小学校 教諭 森下寛子 「新しい学び」をつくりあげる校内研修

牧之原市立川崎小学校 教諭 石原太勢 自主的・実践的な課題解決を通して、資質・能力を育む学級活動

御前崎市立白羽小学校 教諭 赤堀空楽 数量関係を的確に捉え、説明できる子の育成

御前崎市立第一小学校 教諭 中川拓也 自治的活動を自発的に思考し、行動する子の育成

御前崎市立浜岡東小学校 教諭 加藤　充 「やってみたい、できた、またやってみよう」のサイクルをつくる自立活動について

磐田市立豊田南小学校 教諭 山本剛史 好きなこと・できることを増やし、自己肯定感を高める学習

袋井市立山名小学校 教諭 岡田詩歩 考えを深め、主体的に探求する子の育成

湖西市立東小学校 教諭 鈴木伊織 地域人材を活用したキャリア教育

浜松市立富塚小学校 教諭 水野　光 考える体育科の学習で適切な「指導と評価の一体化」を目指す

浜松市立富塚西小学校 教諭 阿部恭大 どの児童もボール運動の楽しさを実感できる体育科学習

浜松市立葵西小学校 教諭 大塚祥江 「かかわり・つながりを意識して主体的に学び合う子」の育成を目指して

浜松市立北浜小学校 教諭 中塚友紀代 ひとりと　みんなが輝く　あたたかい学級づくり

浜松市立北浜北小学校 教諭 川合康文 地域の特色を生かし子供と教師が共に創る美薗学習

常葉大学教育学部附属橘小学校 教諭 加藤直子 コミュニケーション能力を引き出す生活科の授業

聖隷クリストファー小学校 教諭 牧澤利光 主体的・対話的で深い学びにつながる体育科授業の在り方

富士市立富士南中学校 教諭 金指祐樹 「心理的安全性」が良い雰囲気のある組織づくりに及ぼす効果

静岡市立観山中学校 代表 教諭 大野哲寛 生徒の主体的な追求を生む「問い」の提示

静岡市立長田南中学校 教諭 杉原光俊 静岡型小中一貫の軸となる「環境教育」推進を目指した小中合同理科での取組

静岡市立清水第三中学校 教諭 大石恭平 総合的な学習の時間による平和学習の実践

静岡市立清水第三中学校 教諭 菊場玄太 特別支援学級の生徒のコミュニケーション能力向上を目指して

静岡市立清水第八中学校 教諭 藤林佳紀 中学校特別支援学級（知的）における社会科の教材開発

静岡市立清水飯田中学校 教諭 赤星信太朗 持続可能な社会の創り手を育成する社会科の単元開発

焼津市立大富中学校 教諭 高橋正幸 「コロナによって揺れ動いた修学旅行」完結編

焼津市立大富中学校 教諭 望月雅世 地域・仲間と関わりながら、問題解決のために自ら動く子どもの育成

焼津市立大富中学校 教諭 岡崎太亮 生徒が必要感をもって取り組める教材の開発



御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校 教諭 滝口諒介 発問と話し合いで深める社会科の授業

御前崎市立浜岡中学校 教諭 石原功基 中学校社会科における学びのユニバーサルデザインに基づく授業実践

御前崎市立浜岡中学校 教諭 玉村　駿 生徒の自治を促す学級活動について

袋井市立周南中学校 教諭 杉山尚也 中学校における自治的で創造的な集団の育成を目指した学級経営

浜松市立与進中学校 教諭 水谷剛章 「生徒の自主性」「教師力」「学校力」を高める学校行事（体育大会）改革

浜松市立湖東中学校 教諭 宮下友樹 教職経験10年間における授業力形成の過程の検討

浜松市立佐鳴台中学校 教諭 仲村篤志 主体的な学びを支えるタブレット型端末の活用

静岡県立伊東商業高等学校 教諭 米山圭一郎 入賞するビジネスプランシート作成の指導法について

静岡県立熱海高等学校 教諭 影山大樹 地域の教材を使った文学指導の試み

静岡県立韮山高等学校 教諭 渡邉充司 専門外科目での探究活動指導とその成果

静岡県立三島北高等学校 教諭 山梨　睦 教科横断型学習の試み

静岡県立沼津商業高等学校 教諭 大川翔平 高校化学におけるシミュレーション型プロジェクト授業に関する研究

静岡県立富岳館高等学校 教諭 田島聖也 農業教育におけるプロジェクト学習を通した生徒の成長

静岡県立静岡高等学校 教諭 鳥光高弘 日本型STEM教育としての高等学校理科（物理）の授業の構築（その1）

静岡県立科学技術高等学校 教諭 安田元気 進路指導としての「科学技術基礎」

静岡県立静岡商業高等学校 教諭 田上美智子 地域活性化を目指す商業科「課題研究」における協働的実践活動で生徒の主体性を育成する

静岡県立島田商業高等学校 教諭 鈴木　滋 生徒の主体性を高める新しい情報教育実践

静岡県立横須賀高等学校 教諭 鈴木絢子 実践的・体験的な学習活動の意義と方法

静岡県立磐田北高等学校 教諭 河村寿人 確率統計教育における指導と評価の一体化

静岡県立磐田農業高等学校 教諭 三倉七絵 「独創的リンク」何に繋げ、どう生きていくか

静岡県立浜松工業高等学校 教諭 長野裕紀 コロナ禍における、観察の時間を含んだ教科横断型地域学習の実践的研究

静岡県立浜松工業高等学校 教諭 村木　智 習熟度に応じた高校自由英作文指導の再考

沼津中央高等学校 教諭 後藤松太郎 18歳成年制度について

沼津中央高等学校 教諭 竹内宏和 学校満足度に係る考察

浜松修学舎中学校・高等学校 教諭 渡邉誘美 高等学校における看護師養成教育の意義と役割

静岡県立沼津聴覚特別支援学校 教諭 杉山　実 聴覚特別支援学校幼稚部における絵手紙による指導の実践研究

静岡県立静岡北特別支援学校 代表 教諭 深澤雄紀 知的障害特別支援学校における生徒が「思考・判断・表現」する力を発揮する国語・数学の授業づくり

静岡県立吉田特別支援学校 教諭 松浦ゆか 「人とつながり心豊かに生きる人」を目指した訪問教育の実践

静岡大学教育学部附属特別支援学校 教諭 塩原康裕 「主体的に学習に取り組む態度」としての「自己学習調整力」に着目した単元開発

浜松市教育センター 指導主事 足立雄太郎 「いじめの起きにくい安心・安全な学校づくり」と「教職員のいじめに関する意識の向上」のための実践


