
1 清水町立清水中学校 自ら探究し、「問い」を生み、再構築に向かう生徒の育成

2 湖西市立岡崎小学校 児童生徒の発信力強化のための英語学習のあり方－小中高の連携－

3 磐田市立磐田北小学校 子どもの対話から学びを深める－単元を見通したICTの活用－

4 磐田市立富士見小学校 GIGAスクール構想下における授業改善

5 伊東市立東小学校 GIGAスクール構想（一人一台端末）下における授業改善

6 菊川市立菊川西中学校 生徒が自立・共生する姿の追求－自分の身を自分で守る判断力を－

7 長泉町立北中学校 がん教育総合支援事業モデル校としての外部講師を活用した授業

8 袋井市立袋井中学校 生徒の主体的な学びを実現する学習評価表の作成と活用

9 袋井市立周南中学校 主体的に探求する生徒を育成する授業づくり

10 島田市立大津小学校 地域の「人・もの・こと」を活かした景観まちづくり学習の実践

11 伊豆市立土肥小中一貫校 正しく読み取り、筋道立てて自己表現する子の育成

12 牧之原市立萩間小学校 子供が「見方・考え方」を働かせ、主体的に学ぶ授業づくり

13 藤枝市立広幡中学校 生徒の読解力や表現力を高めるための新聞活用の実践

14 静岡県立清水南高等学校中等部 豊かな感性・表現力の向上を目指したカリキュラム研究

15 静岡県立下田高等学校 地域連携による生徒の人間力向上と学校魅力化－探究活動を通して－

16 静岡県立三島長陵高等学校 生徒の実態に応じ、効果的にICTを活用する授業の研究及び実践

17 静岡県立焼津水産高等学校 外部機関と連携した「探究的な学習」の充実を図る

18 静岡県立島田商業高等学校 専門的な学びを活かした地元企業との連携と地域活性化

19 静岡県立掛川工業高等学校 産業界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

20 静岡県立磐田西高等学校 地域の課題とその解決を考えられる人の育成を目指す探究学習

21 静岡県立吉田特別支援学校 やりたい・できたを引き出すためのICTを活用した授業づくり

22 静岡県立浜北特別支援学校 共生社会の担い手を育てる新しい生活様式を踏まえた学校間交流

23 静岡県立西部特別支援学校 タブレット端末を使用した授業実践の充実

24 静岡市立安倍川中学校 「キャリア形成」をめざした小中一貫教育カリキュラムの推進

25 静岡市立田町小学校 地域とつながるキャリア形成をめざした小中一貫カリキュラム推進

26 静岡市立中田小学校 未来の創り手として、豊かに生き、社会で活躍できる子どもの育成

27 浜松市立大平台小学校 学ぶ喜びを実感し、主体的・対話的に学び続ける子の育成

28 浜松市立有玉小学校 協働的な学びを通した伝える力の育成

29 浜松市立葵が丘小学校 発達支援学級における環境設定のガイドラインづくり

30 東伊豆町立稲取中学校 主体性・社会性を育む他校種・地域との連携を目指して

31 南伊豆町立南伊豆東中学校 GIGAスクール構想下における大型ディスプレイの活用

32 函南町立丹那小学校 一人一人が活動を発信し、互いに認め合うことを通して主体性を育む

33 伊豆の国市立大仁小学校 「主体的・対話的で深い学び」を目指す授業改善不易と流行の二面から

34 伊豆市立熊坂小学校 自分の考えをもって「対話したい」と思える授業づくり

35 熱海市立多賀中学校 付けたい力を明確にした課題の追究

36 伊東市立富戸小学校 主体的に「かかわり合い」「学び合い」「高め合う」子供の育成

37 三島市立西小学校 自ら学び、仲間と学び、社会に学ぶ子供の育成を目指して

38 三島市立錦田小学校 ユニバーサルデザインを意識した学級経営

39 三島市立北小学校 学びを深める子－協働的な学びを通して－

40 清水町立南小学校 粘り強く学び、追究していく子

41 長泉町立南小学校 「いいね」「分かった」「おもしろい」がつながる授業づくり

42 裾野市立深良小学校 子どもの目が輝く授業

43 裾野市立向田小学校 瞳を輝かせ　学びを深める子

44 御殿場市立東小学校 主体的に学習に取り組む子が育つ授業づくり

45 御殿場市立原里中学校 一人ひとりの学びが深まる授業づくり・学びの変容の見取りと評価
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46 小山町立成美小学校 対話を通して、学びを深め合う子の育成

47 沼津市立第三中学校 教科横断的なグループ研修による校内研修の活性化

48 沼津市立第五中学校 キャリアプランニング能力の育成

49 沼津市立愛鷹中学校 生徒の主体性を引き出す授業作り

50 沼津市立静浦小中一貫学校 9年間のカリキュラム・マネジメントによる確かな学力の保証

51 沼津市立戸田小中一貫学校 戸田の自然文化産業の学習、人との関わりを通して社会性を育む

52 富士市立大淵第一小学校 ユニバーサルデザインを基盤とした誰もが学びを楽しむ授業づくり

53 富士市立岩松小学校 学ぶ楽しさや良さが実感できるICTを活用したハイブリッド授業

54 富士市立天間小学校 「みんなが人を大切にする幸せな天間小」をつくる－地域と共に－

55 富士市立青葉台小学校 子供に主体的で協働的に学ぶ力を付けるための授業づくり

56 富士市立吉原第一中学校 ICT機器を活用した主体的・対話的で深い学びを目指して

57 富士市立富士中学校 「自分で考え、行動する」生徒を育てる－学級目標の振り返り－

58 富士市立吉原北中学校 「伝え合う学び」を育む魅力ある学校づくり

59 富士宮市立西小学校 自分の考えをもち、対話を通して学びを深める子の育成

60 富士宮市立上野小学校 子供たちの学習意欲を高める外国語教室の充実

61 富士宮市立富士根南中学校 ICTを活用した、家庭学習と授業の意味ある往還

62 富士宮市立富士根北中学校 主体的に学び合い、生きる力が身に付く授業をめざして

63 静岡市立安西小学校 同僚性と機動力を生かした学校経営を踏まえた重点目標の実現

64 静岡市立伝馬町小学校 充実した交流活動で育む国際感覚とコミュニケーション力

65 静岡市立葵小学校 ICTを活用した「すんぷタイム」－主体的に発信する力の育成－

66 静岡市立千代田小学校 すべての児童の「居場所」と「出番」のある学級づくり授業づくり

67 静岡市立西奈南小学校 特別支援教育を軸とした学校経営－子どもの安全基地づくり－

68 静岡市立美和中学校 「地域とともにある学校」の実現に向けた地域連携の在り方の検討

69 静岡市立城内中学校 互いに関わり合いをもち、学ぶことの楽しさを実感する授業

70 静岡市立宮竹小学校 誰一人取り残さないUDの視点を活用した宮竹小の教育の推進

71 静岡市立西豊田小学校 夢中になって取り組む子－一人一人の良さが生きる支援－

72 静岡市立大谷小学校 対話的な学びを支える効果的なICTの活用による授業改善

73 静岡市立長田西中学校 「自分を高め共に生きる」の具現化－各指導部の方針を生かして－

74 静岡市立清水有度第一小学校 主体的・対話的で深い学びを通して、目標を実現する授業

75 静岡市立清水三保第二小学校 自分で考え行動する子どもの育成－主体性を発揮する場の保障－

76 静岡市立清水高部東小学校 「わかった」「できた」が実感できる授業づくり

77 静岡市立蒲原西小学校 主体的に学ぶ子を育てるためのカリキュラムマネジメントの推進

78 静岡市立両河内小中学校 地域とともにある学校づくり

79 静岡市立蒲原中学校 主体的に取り組む探究プログラムの実践－地域素材を活用して－

80 焼津市立焼津南小学校 自分から考え、学びを深める授業づくり

81 焼津市立大井川東小学校 まざり合いを通して「できた　わかった」が広がる授業づくり

82 焼津市立大村中学校 伝え合い学びを深める授業づくり

83 焼津市立大富中学校 「学びの魅力」がつくる授業を目指して

84 藤枝市立岡部小学校 指導と評価の一体化　子供たちが「わかる」を実感できる授業作り

85 藤枝市立朝比奈第一小学校 対話によって深まる授業を通して、郷土愛を深める実践

86 藤枝市立高洲小学校 子供が「がんばってかがやく」ことができる学校づくり

87 藤枝市立稲葉小学校 自分ごととして学ぶ稲葉の子の育成を個別最適な学びの視点で

88 島田市立島田第三小学校 自分ごととして伝え合い、考えを深める姿を目指して

89 島田市立金谷小学校 学ぶ楽しさを実感し、「したい」があふれる子どもの育成

90 島田市立五和小学校 心豊かに進んで学び共に伸びる－はあといっぱい五和っ子の育成－

91 牧之原市立相良中学校 見方・考え方を働かせ、教科のおもしろさを実感する授業を目指して

92 川根本町立中川根南部小学校 自力で考え、みんなで解決する授業　様々な人やものと関わる中で

93 掛川市立第一小学校 「ともに学び合う」1人1台端末を効果的に活用した学び合い授業

94 掛川市立原田小学校 自分の考えをもち学び合う授業－ICTの効果的な活用を通して－

95 掛川市立大坂小学校 未来を創る子供の「主体性」「コミュニケーション力」の育成

96 御前崎市立第一小学校 数学的な見方・考え方を働かせ、資質・能力を身に付ける算数授業

97 掛川市立西中学校 子どもが主役の授業－自ら課題を解決する力の育成－

98 菊川市立加茂小学校 本気の対話で学びを深め合える授業－ICT機器の活用を通して－

99 磐田市立向笠小学校 主体的に学んでいく力がつく授業づくり



100 磐田市立岩田小学校 地域や高校大学と連携した食農教育の推進とICT環境の充実

101 磐田市立田原小学校 主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善

102 磐田市立竜洋西小学校 えがおかがやくにしのこ－子どもを主語にした授業づくりの実践－

103 袋井市立袋井北小学校 他者と関わる良さを実感し、主体的に学びに向かう子の育成

104 袋井市立笠原小学校 「学びを深め、学びを楽しむ子」の育成

105 森町立飯田小学校 関わり合いを通して、主体的に学ぶ子の育成

106 磐田市立向陽中学校 『あい』があふれる授業づくり

107 森町立森中学校 「聴く」「比べる」「伝える」ことで考えを深める力の育成

108 湖西市立東小学校 「自ら問い、表現し、友達とともに考えを深める子」の育成

109 湖西市立知波田小学校 「美わしの里に光り、輝く知波田の子」の育成

110 浜松市立曳馬小学校 主体的な学びを生み出す授業・単元づくり

111 浜松市立佐鳴台小学校 「つながる力」を育む学校づくりに資する内外資源の活用

112 浜松市立新津小学校 地域とともにある学校（CS）発進

113 浜松市立豊西小学校 主体的に学び　ともに高め合う子の育成－ICTの活用を通して－

114 浜松市立蒲小学校 主体的・対話的に学ぶ児童の育成

115 浜松市立北浜北小学校 北北小ビオトープを活用した環境教育の推進

116 浜松市立麁玉小学校 「みがき合う力」を育てる授業

117 浜松市立内野小学校 民間プールを併用した水泳授業の実施とその効果

118 浜松市立豊岡小学校 人との関わりの中で伝え合う力を高め、思考力や表現力を養う

119 浜松市立初生小学校 自ら学び共に創り出す子を育てる

120 浜松市立浦川小学校 気付き・考え、やってみる子の育成

121 浜松市立上阿多古小学校 自分で考え、つながって、課題解決を目指す子の育成

122 浜松市立西部中学校 凧づくりを通した地域協働の人づくり

123 浜松市立蜆塚中学校 「共生」－協働して社会に貢献できる人の育成を目指して－

124 浜松市立富塚中学校 心と頭がアクティブに働く授業づくり－主体的に学ぶ生徒の育成－

125 浜松市立可美中学校 ICT教育の充実と校研体制の確立をめざして

126 浜松市立積志中学校 学校教育目標の実現を目指して－集団活動・体験活動の充実－

127 浜松市立雄踏中学校 防災学習を通じたキャリア教育の推進

128 浜松市立神久呂中学校 学びの質を高める授業の創造

129
浜松市立庄内中学校
浜松市立庄内小学校

施設一体型小中一貫校の9年間のカリキュラム

130 浜松市立細江中学校 キャリア教育で生徒を育て、キャリア教育で教師も学ぶ

131 浜松市立清竜中学校 ICTを取り入れたキャリア教育の授業展開

132 静岡県立伊豆総合高等学校 外部連携による学校の魅力創出とその発信の工夫

133 静岡県立小山高等学校 進路指導のより一層の充実に向けた体制づくり

134 静岡県立沼津東高等学校 沼東GPと生徒の自治力を高めるリーダー研修

135 静岡県立沼津城北高等学校 BYODの導入に向けて、その活用方法と課題についての研究

136 静岡県立富士高等学校 中学生から選ばれる学校を目指して－効果的な広報活動の研究－

137 静岡県立富士宮東高等学校 ICTを活用し、主体性を育てる授業法の研究と開発

138 静岡県立富士宮北高等学校 生徒1人1台端末等のICTを活用した分かりやすい授業の研究

139 静岡県立清水西高等学校 自立心と社会性を身につけ地域に貢献するグローカルリーダー育成

140 静岡市立清水桜が丘高等学校 総合的な探究の授業を中心とした、課題解決力の育成

141 静岡県立静岡城北高等学校 特別支援教育の考え方を取り入れた多様な生徒への対応

142 静岡市立高等学校 納得のいく進路選択と意識高揚に向けた指導の推進

143 静岡県立川根高等学校 親元を離れた生徒への安心安全な生活面でのサポート体制の構築

144 静岡県立榛原高等学校 BYODによる一人一台端末の活用と授業改善

145 静岡県立池新田高等学校 GIGAスクール事業の充実に向けた先進校視察等

146 静岡県立磐田北高等学校 「魅力ある授業づくり」に向けたICT機器の効果的な活用

147 静岡県立天竜高等学校 「キャンパスツアーの開催」－大学進学希望者の意識高揚－

148 静岡県立浜松江之島高等学校 ICTの効果的な活用と教員のICT活用指導力の向上

149 静岡県立浜松城北工業高等学校 在校生保護者や中学生及び地域社会に向けた学校広報の研究

静岡県高等学校長協会推薦



150 静岡県立浜松商業高等学校 授業および業務の改善のためのICT活用の推進

151 静岡県立浜松工業高等学校 工業高校におけるSTEAM教育を生かした地域貢献の展望と課題

152 静岡県立浜松湖北高等学校佐久間分校 主体的な活動を通じて持続可能な地域づくりに貢献する生徒の育成

153 静岡県立静岡視覚特別支援学校 視覚特別支援学校における交流及び共同学習の在り方

154 静岡県立東部特別支援学校 肢体不自由特別支援学校における防災力の向上

155 静岡県立富士特別支援学校 特別支援学校による福祉避難所の運営

156 静岡県立静岡北特別支援学校南の丘分校 時代の転換期で活躍できる生徒を育てる生き方教育

157 静岡県立浜松視覚特別支援学校 魅力ある寄宿舎・指導力のある寄宿舎指導員の育成

158 静岡県富士見中学校 生徒の主体性を重視した多読（英語）の勧め

159 静岡県富士見高等学校 ICTを活用した生徒主体の英語に特化した探究活動を目指して

160 星陵高等学校 火薬ロケットの飛行に与える要因の解明

161 清水国際高等学校 総合的な探究の時間を通して、社会における自分の役割を考える

162 常葉大学附属橘中学校 心をはぐくむ読書活動

163 常葉大学附属橘高等学校 ICTの日常化、ICTを活用した持続可能な主体的学び

164 静岡北高等学校 SDGsクラブの設置と活動の推進

165 磐田東中学校・高等学校 iPadを活用したICT活用教育実施のための更なる研究

166 浜松開誠館中学校高等学校 キャンディデート校としてSDGs活動に取り組み地球市民を育む

167 浜松学芸中学校 人間関係づくりトレーニングによる生徒の集団構成力の醸成

168 静岡県西遠女子学園中学校 ニューノーマル時代における国際理解教育の実践

169 下田市立朝日小学校 ICTを使った隣校との交流

170 東伊豆町立稲取小学校 主体的に学び、考えを深める子

171 熱海市立桃山小学校 思考の伝え合いを通して、学びを深める子の育成

172 伊豆の国市立韮山南小学校 どの子も主体的にかかわり合い、考えを深められる授業づくり

173 御殿場市立富士岡小学校 共に学び合い、思いや考えを豊かにする子の育成

174 三島市立沢地小学校 ICTの効果的利用の推進－GIGAサポートチームの活用－

175 富士宮市立人穴小学校 関わり合い、学び合う子供の育成

176 富士宮市立稲子小学校 小規模校の良さを生かし子供が学ぶ楽しさを実感する授業づくり

177 富士宮市立大富士中学校 主体的・対話的で深い学びを通して、確かな学力を育む授業の実践

178 静岡市立清水第三中学校 地域に信頼される開かれた学校づくり

179 静岡市立清水袖師小学校 対話を通して目標に到達する授業－主体的に働きかける子の育成－

180 静岡市立清水三保第一小学校 主体的に学びへ向かう子を育む、つながりのある教育活動の推進

181 焼津市立大井川南小学校 「信頼される学校づくり」をめざして

182 藤枝市立藤枝中学校 生徒の主体性を引き出す教育－自律・探究・協調の姿を求めて－

183 島田市立相賀小学校 「最後までみんなで話し合い、みんなで創りあげていく子」の育成

184 掛川市立倉真小学校 「～たい」でいっぱいの授業－考えたくなる学習問題の設定－

185 掛川市立城北小学校 iPadの効果的な活用を通して、学びが深まる授業を目指して

186 吉田町立中央小学校 地域のことを地域の人・ものから学び地域に貢献する総合学習

187 磐田市立大藤小学校 主体的に学習する児童の育成－児童とともにつくる学習サイクル－

188 磐田市立豊岡北小学校 地域学習を柱とした教育活動カリキュラム･マネジメントの工夫

189 袋井市立高南小学校 思いや考えを伝え、深める子を目指して

190 浜松市立広沢小学校 共に高め合い　自ら学び続ける子の育成

191 浜松市立八幡中学校 発達支援教育の理念を根幹に据えた、個別最適な学びの実現

192 浜松市校長会 将来を展望したより質の高い学校経営を展開する校長を目指して

193 浜松市立平山小学校 SDGsや福祉、生き方学習を通して、広い視野を身に付ける

194 浜松市立神久呂小学校 深い学びにつながる対話の探究

参事推薦

静岡県特別支援学校長会推薦

私学協会推薦



195 浜松市教育会館コンサート実行委員会 若手音楽家の演奏で音楽のすばらしさを味わおう

196 静岡県立伊東商業高等学校 実践的な学びを通して生徒が課題を解決・探究する力の育成

197
特定非営利活動法人静岡STEMアカデミー
三島STEAM Lab

シズオカ型STEAM教育の普及　NPO法人と学校が連携した教材開発と授業実践

198 知徳高等学校 校外学習を活用した福祉観の涵養とキャリア教育

199 静岡県立焼津中央高等学校 将来の学び（進学・就職）につながる高大連携のあり方の研究

200 静岡県立静岡中央高等学校 誰一人取り残すことのない心豊かな人生を送るための学習環境作り

201 焼津高等学校 教職員の教科・進路指導、業務遂行力向上のための研修機会の拡充

202 静岡県立浜松西高等学校 生徒の主体性・自主性を育てるための指導方法の研究・実践

203 静岡県立天竜高等学校春野校舎 ソーシャルスキルトレーニングの手法の獲得及び生徒への活用

204 浜松日体高等学校 学校教育情報化推進に向けた体系的な教育環境整備に向けて

205 静岡県立沼津特別支援学校愛鷹分校 本に関心をもち、本に親しむ生徒の育成

206 静岡県立東部特別支援学校伊豆高原分校 地域との共生を目指した作業製品づくり

207 静岡県立藤枝特別支援学校焼津分校 地域で自立し、地域に貢献する人づくり

208 静岡県立浜松特別支援学校 行ってみよう　本の世界　広げよう　自分の世界


