
1 下田市立下田小学校 共生・共育の学びの充実

2 西伊豆町立田子小学校 ナインマトリックスで楽しさを極める授業をめざして

3 函南町立桑村小学校 地域と学校をつなぐコミュニティ・スクールの研究

4 伊豆市立修善寺中学校 学び手主体の授業づくり－教える授業から学ぶ授業へ－

5 熱海市立第二小学校 自ら学びに向かう子を目指して

6 伊東市立宇佐美中学校 生徒も教師もワクワクする学校－自治力向上からのアプローチ－

7 三島市立向山小学校 児童のコミュニケーション力を高めるための効果的な手立て

8 清水町立南中学校 多様性を認めあい、学ぶ喜びのある授業づくりの実践

9 長泉町立長泉小学校 思いをつなぐ－バックワードデザインの単元構想を基に

10 御殿場市立高根中学校 教職員、保護者、地域みんなで子供を育てる持続可能な学校づくり

11 沼津市立第二小学校 学びの実感を積み重ね主体的に学ぶ子

12 沼津市立第四小学校 言葉でつながり思考を深め学びを実感する子

13 沼津市立原小学校 個別最適な学びと協働的な学びの実現に向けた授業改善の推進

14 富士市立元吉原小学校 根拠を示して伝え合い学びを深める児童生徒の育成

15 富士市立鷹岡小学校 学びを深め合う子－学びを深めるICT－

16 富士市立岩松中学校 学ぶ楽しさを実感できる生徒の育成－主体的・対話的で深い学び－

17 富士宮市立白糸小学校 自らの考えを伝え、学び合う子

18 富士宮市立富士宮第四中学校 主体的に学び、伝え合う活動を通して、表現力を高める生徒

19 静岡市立賤機南小学校 不登校児童の未然防止と初期対応

20 静岡市立松野小学校 個々の夢の実現を支える教育のユニバーサルデザイン化

21 静岡市立東中学校 自ら考え、表現し、学びを深める生徒の育成に向けた授業改善

22 静岡市立西奈中学校 ICT機器を活用した静岡型小中一貫教育の地域への発信

23 静岡市立南中学校 南中防災学習の推進「地域を愛する人から地域を守る心へ」

24 静岡市立森下小学校 たくましい子ども－幸せの種をまき続ける人－の育成に向けた取組

25 静岡市立清水小河内小学校 学習用端末を積極的に活用し、遠隔学習等の学びの充実を目指す

26 静岡市立清水第七中学校 自ら考え、協働的な学習によって学びを深める授業づくり

27 静岡市立清水飯田中学校 自助・共助の意識を高め、防災を通して地域に貢献する生徒の育成

28 焼津市立港小学校 自らつながり、「わかった！」「できた！」を実感する授業づくり

29 焼津市立黒石小学校 子供が自ら考え、学び合う授業づくり

30 藤枝市立大洲小学校 みんなで　つなげて　わかる授業

31 藤枝市立瀬戸谷中学校 一人ひとりが学びを実感する授業づくり

32 島田市立金谷中学校 ICTを活用した学びの充実と授業改善

33 島田市立川根中学校 教科の見方・考え方を働かせて試行錯誤する生徒

34 牧之原市立坂部小学校 自分の考えをもち、ともに高まる子の育成

35 牧之原市立地頭方小学校 地域の教育力を活かした体験的・問題解決的な学習の展開

36 掛川市立土方小学校 対話を通して考えを深める授業－自分から伝えたくなる単元構想－

37 掛川市立横須賀小学校 子供が自分の考えに自信をもって語れる授業－学習問題の工夫－

38 菊川市立菊川東中学校 魅力ある学校づくり－自己肯定感の向上を目指して－

39 磐田市立磐田中部小学校 みんなで「わかる・できる」楽しい授業の実践

40 磐田市立豊浜小学校 学びを「自分ごと」とし、関わり合って学ぶ子の育成

41 袋井市立袋井西小学校 「仲間と高め合い独り立ちする子」の育成

42 袋井市立浅羽南小学校 子どもが自ら考え学び合う姿を目指して－単元デザインを考える－

43 湖西市立新居中学校 深い学びを目指し、主体的・対話的な活動の充実を図る研修

44 浜松市立上島小学校 自ら考え、進んでかかわって学ぶ子の育成

45 浜松市立芳川小学校 共に学び合い、高めていく子の育成

46 浜松市立和田小学校 分かる喜び、学ぶ楽しさを実感できる子の育成
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47 浜松市立北浜小学校 認め合い学び合う集団の育成－ユニバーサルデザインの視点から－

48 浜松市立篠原小学校 自ら学びを創る子供の育成－主体的・対話的で深い学びの実現－

49 浜松市立西気賀小学校 複式学級における、ICTを活用した一人学びや話し合いの充実

50 浜松市立中川小学校 「自分から」かかわり「自分の力で」学び続ける子の育成

51 浜松市立佐久間小学校 自分の思いや考えを分かりやすく表現できる子の育成

52 浜松市立開成中学校 「学び」を生かす授業の工夫

53 浜松市立中郡中学校 キャリア教育を通した「自分に誇りをもてる生徒の育成」

54 静岡県立下田高等学校南伊豆分校 「地域の特性と農業の多面性を活用した学習」に関する教材開発

55 静岡県立伊東高等学校城ケ崎分校 生徒の可能性を引き出すための最適な方法に対する資質・能力の育成

56 静岡県立三島南高等学校 生徒の自覚的な栄養管理によるケガのない体作り

57 静岡県立沼津工業高等学校 ヴァーチャルリアリティを活用した交通安全教育の実践

58 富士市立高等学校 探究学習推進のため、ティーチングからコーチングの手法を学ぶ

59 静岡県立清水東高等学校 科学的思考力や探究心を養う教育の推進

60 静岡県立静岡高等学校 学力向上のための授業づくりとICT活用

61 静岡県立駿河総合高等学校 「深い学び」を実現するための「指導と評価の一体化」の実践

62 静岡県立藤枝東高等学校 学校におけるICT活用の可能性を探る

63 静岡県立横須賀高等学校 地域と連携した単位認定可能な就業体験実施に関する研究

64 静岡県立袋井商業高等学校 明日からすぐに使える特別支援教育的視点と手法の獲得

65 静岡県立磐田農業高等学校 専門高校によるプロフェッショナル人材育成のための進路研修

66 静岡県立湖西高等学校 湖西高校ICT授業実践プロジェクト

67 静岡県立浜松東高等学校 教員のICT活用指導力及び地域連携に必要な資質の向上を図る

68 静岡県立伊豆の国特別支援学校 自立活動を基にした実態把握から始まる実践的指導力の向上

69 静岡県立中央特別支援学校 学校体制における人工呼吸器管理の安全・安心な実施の検証

70 常葉大学附属菊川高等学校 SDGsの視点を介し地域的課題を俯瞰的に見つめる探究活動

71 静岡県西遠女子学園高等学校 汎用的能力を習得し未来を拓く課題探究活動

72 伊豆の国市立共和幼稚園 幼児教育と小学校教育の円滑な接続について

73 静岡市立高部こども園 「もっとやりたい」をつなげ、遊び込む姿を支えるための環境構成

74 牧之原市立地頭方幼稚園 いろいろな遊びを充実させ、意欲的に遊び行動する子をめざして

75 河津町立さくら幼稚園 一人一人のよさが生きる援助と保育の工夫

76 西伊豆町立伊豆海認定こども園 園生活を楽しむ中でできる事を見つける

77 伊豆市立熊坂こども園 思いを伝え合う子をめざして－絵本の読み聞かせを通して－

78 熱海市立あたみこども園 乳児部・幼児部との連携　つながりを意識した保育の充実を考える

79 裾野市立いずみ幼稚園 心も体も元気な子　子どもの姿や育ちを語り合える研修の工夫

80 長泉町立北こども園 子ども達が様々な人と繋がり育ち合うための環境設定の研修

81 三島市立錦田幼稚園 共に理解し、認め合う心の育成

82 御殿場市立森之腰幼稚園 心と体を動かし楽しんでやってみる子を育む保育環境の工夫

83 富士市立田子浦幼稚園 自ら考え「やってみよう！」とする子をめざして

84 静岡市立小島こども園 聞いてみよう・伝えてみようをつなげる援助

85 静岡市立安倍口中央こども園 自分の良さを感じ、自信をもつための支援

86 静岡市立西奈こども園 子どもが自信と満足感を得るための保育者のかかわり

87 静岡市立東豊田中央こども園 幼小中一貫コミュニティスクールを意識した園内研修と園づくり

88 静岡市立東豊田こども園 心動かされ「やってみよう」と思える関わりと環境

89 焼津市立さつき幼稚園 やってみたいという気もちを育てる

90 掛川市立土方・中幼稚園 「友達と関わり、意欲的に遊ぶ子」を目指して

91 磐田市立向笠幼稚園 たくましく心豊かな向笠っこ－語り合いから学ぶ子どもの育ち－

92 磐田市立長野幼稚園 なかまと共に主体的に学ぶ長野っ子－しなやかな心を育むために－

93 袋井市立浅羽北幼稚園 「安心して自己表現できる子」をめざして



94 森町立森幼稚園 心豊かに自信をもって表現する子をめざして

95 湖西市立岡崎幼稚園 保育教諭や友達と関わって遊ぶことを楽しむ子を目指して

96 浜松市立芳川幼稚園 一人一人の良さをいかし、みんなと一緒に育つ子供たちの育成

97 浜松市立北浜南幼稚園 友達と関わり合いながら力いっぱい遊ぶ子の育成

98 浜松市立神久呂幼稚園 園児のウェルビーイングを高める運動遊びカリキュラムの実現

99 浜松市立豊岡幼稚園 幼児期～児童期を繋ぐ切れ目のない成長を育む幼小連携の在り方

100 浜松市立熊幼稚園 「目を輝かせ、夢中になって遊ぶくんまっ子」の育成

101 浜松市立橋爪幼稚園 心と体を動かして遊ぶ子の育成を目指して

102 浜松市立内野幼稚園 友達と楽しく遊ぶ環境と援助の工夫－思いやりの心を育むために－

103 浜松市立尾奈幼稚園 やるきいっぱいの子を育むための環境構成の在り方


