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令和３年度兵庫県優秀教職員表彰 

 

１ 目的 

日々の学校教育活動において優れた取組を行っている教職員の努力を讃え、当該教

職員が表彰を機にさらに意欲的にその実践力を高めるとともに、その成果を普及し、

他の教職員の模範とすることで、本県教職員全体の職務意欲・資質能力の向上と本県

教育の活性化を図る。 

 

２ 概要 

（１）被表彰者 

兵庫県教育委員会が任命権を有する市町組合立学校教職員、県立学校教職員の学

校教育活動において、他の教職員の模範となる取組を行い、特に顕著な成果をあげ

ている者 

 

（２）今回表彰を受ける者 

   ３２名 

なお、本表彰は平成18年度から実施しており、これまでに534名が受賞している。 

＜学校区分及び内訳＞ 

                 校  種 

  分  野 

小学校 中学校 高等学校 特別支援学校 全 体 

①学習指導、研修・研究活動 ８ ５ ５  １８ 

②生徒指導、進路指導  １ １   ２ 

③課題教育 
(学校保健・食育、特別支援教
育､人権教育､防災教育等) 

４ １ ４ ２ １１ 

④開かれた学校づくり、 
  その他の学校教育活動 

     

⑤職務改善の工夫 １    １ 

合   計 １３ ７ １０ ２ ３２ 

 

３ 表彰方法 

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、令和２年度と同様に伝達表彰と

する。 
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三田市立
三輪小学校
教諭
にしだ　まきこ

西田　牧子

伊丹市立
荻野小学校
主幹教諭
さこ　けんいち

佐古　賢一

伊丹市立
鈴原小学校
学校副主幹
おおたけ　たかし

大嵩　貴史

多可町立
八千代小学校
主幹教諭
かたやま　しのぶ

片山　しのぶ

１ 小

①学習指導、研修・研究活動

２ 小

①学習指導、研修・研究活動

　本職員は、研究推進担当を８年間担っている。学校の課題を的確に把握し、児童が
主体的に取り組む授業づくりと校内研究授業による職員の学びの場の充実について、
研究体制整備、研修会の企画運営等によって推進してきた。また、伊丹市教科等指導
員（小学校国語科）、伊丹マイスター（小学校授業）を歴任し、指導的な立場で、主
に国語科における授業力向上を図る役割を担ってきた。また、自らの実践を研究発表
会や、研究論文・教育雑誌に発表している他、自校の成果の発信、普及にも取り組ん
でいる。
　長年外部機関の研究グループ等で自己研鑽に励み、常に新しい情報を取り入れてい
る。ICT機器やデジタル教科書を活用した新しい授業のあり方についても職員を先導
している。さらに、若手教員対象の自主研修会を企画運営し、教材研究の方法や指導
案の書き方等の具体的な指導を行っている。

令和３年度兵庫県優秀教職員表彰　被表彰者

受賞者32名

No. 区分
所属
職　氏名

主たる分野・主な受賞内容

　これまで、様々な教育機関と連携した図工科の取組により、新学習指導要領が求め
る図工の力の育成に即した教育実践の積み上げ、子どもたちの図工の力の育成に努め
てきた。令和２年度には、兵庫教育大学ひょうごもんプロジェクト研究会に児童らと
共に参画した。
　これらの図工科指導に関する教育実践を三田市教育委員会に認められ、現在まで６
年間、市図工科指導員を務め、公開授業や講座を通して、図工の苦手な教員や若手教
員の育成を図り、市内教職員の資質向上に深く寄与しており、三田市の図工科教育を
推進している。

⑤職務の工夫改善

４ 小

①学習指導、研修・研究活動

　道徳が特別の教科「道徳」となったことをふまえ、それまでの道徳授業からの脱
却、新しい道徳に向けての改善を根底に、「多様な考えにふれ、自分の考えを深める
道徳授業」を目指し、道徳の授業づくりを学び、「八千代小スタンダード」としてま
とめて、全職員に共通理解を図り、道徳科の授業において汎用性の高い授業手法を確
立した。
　刊行された研究紀要を町教委研究推進部会や町教育委員会にて配布を行い、町内小
中学校研究推進部会や道徳教育担当者会で発表することで、校外での道徳教育の充実
に努めている。

　事務職員の立場で学校運営協議会に加わり、家庭や地域が学校運営に参画・協働す
るための要として数々の取組を提案している。具体例として、災害時の円滑な避難実
施のため校門や階段の色分けを自ら職員に提案するなど、率先して安全対策、環境整
備を進めている。校内においては、学校経営ビジョンの実現のため、迅速かつ的確な
施設や備品等の整備を行っている。
　また、学校を超えた活動として、市内の事務研究会において、電話料金の削減の成
果を可視化した。取組の成果を共有することにも積極的であり、その成果は校内、市
内に留まらず、県内の学校事務職員の資質向上に寄与している。

３ 小

2 



姫路市立
城北小学校
主幹教諭
ひらやま　りょうこ

平山　涼子

姫路市立
豊富小中学校
教諭
えんどう　しゅうへい

遠藤　修平

姫路市立
東小学校
教諭
ほりうち　しょうご

堀内　省吾

太子町立
太田小学校
主幹教諭
こばやし　かおり

小林　香里

太子町立
太田小学校
教諭
きむら　りょうすけ

木村　亮介

　姫路市小学校教育研究会理科部会において、長年にわたり理科教育の教科研究実践
を積み重ね、平成30年度より姫路市小学校教育研究会理科部会副幹事長を務めてい
る。
　令和３年度の全国小学校理科研究協議会研究大会(兵庫大会)に向け、統括者とし
て、大会の組織・運営・準備研究テーマの検討に携わり、研究推進の中心的な役割を
果たし、同研究大会を成功に導いた。
　その成果は、市内にはとどまらず県内の小学校における理科教育の課題を把握し、
課題改善に尽力し、指導力向上に大きく寄与している。

９ 小

①学習指導、研修・研究活動

５ 小

①学習指導、研修・研究活動

６

小
(前

期課
程)

①学習指導、研修・研究活動

　令和元年度の自然学校では、社会科研究の知見を生かし、総合的な学習と関連付け
た探求型のプログラムを開発した。令和２年度の総合的な学習において、郷土の産
業、歴史など社会科を取り入れた防災教育の実践に取り組み、新聞や県の機関誌「ど
んぐり」でこれらの実践が取り上げられ、校内のみならず県内外に体験教育に基づい
た実践を広く啓発することに寄与した。
　また、社会科教育にも熱心に取り組んでおり、令和３年度には姫路市の社会科担当
者会幹事長及び中西播磨地区小学校教育研究会社会科部会の代表幹事を務め、中西播
磨地区社会科教育研究大会を中心になって運営した。
　

７ 小

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

８ 小

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　特別支援コーディネーターとして、特別支援学級担任や通常学級(交流学級)担任と
連携を図りつつ、本校の特別支援教育の充実に向け尽力している。保護者に対してこ
れまでの経験に基づく適切な進路指導を行っており、厚い信頼を得ている。また、児
童一人一人の特性に応じた合理的配慮を心がけ、自立に向けた支援と個に応じた授業
に努めている。
　この実績により、令和元年度と令和３年度「新任特別支援学級担当教員等研修」病
弱学級担当研修講座の講師を務め、県下の新任特別支援学級担当教員の資質向上と特
別支援教育の充実に大きく貢献した。

　平成18年度より継続して、日本語指導が必要な外国にルーツを持つ児童や、外国籍
児童に対して、生活言語のみならず、学習言語の習得のために効果的な教材開発に取
り組み、児童の日本語習得への意欲を向上させた。児童への指導のみならず、外国籍
児童の保護者による保護者会を開き、日本の学校教育、子供への教育への不安感を取
り除くことにも取り組んでいる。
　これらの実践成果を、第２次姫路市新中学校区群人権教育研修会において発表を行
い、その成果は全市に波及し、多文化共生・人権教育の啓発に多大な影響を与えてい
る。

　特別活動担当として、自主的、実践的な態度を育てる話合い活動、児童会活動や学
校行事の進め方及び計画について、全教職員の共通理解のもと実践し、特別活動の指
導をさらに充実させた。児童が学校生活の中で充実感、自己有用感を味わい、社会性
や人間性を育む教育の推進に寄与している。
　それらの教育実践の成果が認められ、「初等教育資料」令和３年11月号に「子供に
学んだあの風景　教師の思う限界を優に超える子供たちの力」が掲載され、全国にそ
の実践が周知された。

3 



丹波篠山市立
味間小学校
主幹教諭
おかざわ　だいすけ

岡澤　大介

新温泉町立
浜坂北小学校
主幹教諭
かどわき　まさやす

門脇　正泰

新温泉町立
温泉小学校
主幹教諭
いのうえ　こういち

井上　浩一

南あわじ市立
志知小学校
主幹教諭
いしだ　かずこ

石田　和子

尼崎市立
中央中学校
主幹教諭
とうえ　じゅん

東江　潤

10 小

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　震災・学校支援チーム（EARTH）の一員として、東日本大震災で被災した宮城県
石巻市での避難所運営の経験を活かし、防災授業、防災研修会等で震災時の様子や災
害への備えの重要性等を伝えるとともに、派遣終了後も被災地の学校の児童との交流
を続けた。
　この被災地派遣の体験を生かし、県内の学校で防災訓練や防災講話を実施するとと
もに、県外の教職員研修会でも講話、ワークショップを行い、県内外の防災教育の充
実と発展に深く寄与している。

13 小

14 中

①学習指導、研修・研究活動

11 小

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

12 小

①学習指導、研修・研究活動

　震災学校支援チーム（EARTH）の一員として、東日本大震災後の気仙沼市へ派遣
され、被災地復興に寄与した。また、令和元年度からEARTHの但馬地区リーダーを
務め、地域の災害特性を踏まえた防災教育推進の方策について学校等で講義を行い、
但馬地区内の防災教育に大きく貢献している。
　令和２年11月但馬地区防災教育研修会において、これまでの研究成果の発表を行っ
たほか、毎年、町内外の学校で、防災訓練の講師や講演会を通して、日頃の災害意識
や人同士のつながりの大切さ、自分の命を自分で守ることの意義を伝え、防災活動に
寄与している。

　児童が運動に親しみ、楽しく明るい生活を営む態度の育成につながる授業を常に意
識し、実践している。
　令和元年度には第63回全国小学校体育研究集会において、兵庫県代表として豊富な
経験をもとに「雪合戦におけるルールづくり」について実践発表を行い、体育科の研
究発展に大きく貢献した。
　今年度には、体育・保健体育指導力向上研修派遣者に県の代表として選ばれ、その
研修成果を広めると共に、地域のスポーツ推進委員として、地域の学校教育のみなら
ず、社会教育の発展にも大きく寄与している。

①学習指導、研修・研究活動

　適確に教材分析をし、児童の考えが深まる中心発問づくりを行うことで、道徳科の
授業改善に努めた。児童の声を受容的に聴き、問い返しや対話を大切にした授業を実
践している。また、主体的・対話的で深い学びを指導過程に組み込み、対話で深める
授業づくりを推進した。
　以上のような道徳教育の授業改善を積み重ね、令和３年度第１回道徳教育実践研修
(全県研修)において、｢『対話的な学び』を通して生き方についての考えを深める道
徳科の授業をめざして｣と題して、その成果を全県に発信した。

　学習指導要領の改訂に先んじ、主体的で対話的な学びについての実践を通し、生徒
たちが能動的に探究する能力の育成を図ってきた。生徒の「なぜ」を引き出し、「知
りたい・調べてみたい」という意欲を高めるとともに、「仲間と共同して解決した
い」という仕掛けを学習活動に組り込む実験を計画した。また、一人一人が根拠を
もって自分の考えを説明する機会を多く設定し、目的を明確にし探究活動を活性化さ
せている。
　これらの科学的に探究する能力の育成に取り組んだ教育実践「アマガサキ・リサー
チ・キャンプ」の成果が、「兵庫教育」令和３年６月号に掲載されることで、県内の
理科教育授業改善に貢献した。
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伊丹市立
天王寺川中学校
主幹教諭
よしい　としお

吉井　稔雄

加古川市立
別府中学校
教諭
たまだ　みつよ

玉田　充代

三木市立
緑が丘中学校
教諭
いまにし　のりゆき

今西　宣幸

姫路市立
四郷学院
教諭
あきやま　やすひろ

秋山　容洋

姫路市立
東光中学校
教諭
よしだ　かずえ

田　一恵

17 中

①学習指導、研修・研究活動

18

中
(後

期課
程)

①学習指導、研修・研究活動

15 中

②生徒指導、進路指導

16 中

①学習指導、研修・研究活動

　道徳教育推進教師として、「対話的な学び」を通して生き方についての考えを深め
る道徳科の授業づくりを推進し、兵庫県版道徳教育副読本を積極的に活用して、道徳
教育の充実に向けた実践を行っている。
　加えて、当該副読本で紹介されている兵庫県出身の沖縄県知事島田叡氏を題材に、
平和を考える実践を継続的に行っており、そのことは新聞でも度々紹介され県内の多
くの学校に成果を広げている。

　コロナ禍による長期臨時休校期間中の生徒の学力保障と向上、家庭と連携した学習
の促進のための「オンライン教室」の取組を研究推進担当者として推進し、その成果
を「兵庫教育」令和2年11月号へ「コロナ禍における学校の取組」として寄稿し、そ
の成果を県下へ発信した。
　また、令和元年度から今年度まで継続して教科等指導員（中学校社会）を務め、こ
れまで自身が積み上げてきた研究や実践の成果を、市教育委員会主催の専門研修講座
や県教育委員会主催の初任者研修等で発信しており、今後の活躍が期待できる。

　英語教育三本柱（All English/CAN-DO/ICT）を掲げて、全ての生徒が参加できる
授業を展開しており、英語を通して生徒一人一人の人格形成に努め、様々な問題に対
して「自分ごと」として取り組ませ成長させている。
　令和２年度は、「英語教育」2021年３月号に、「課題を『自分ごと』として考える
SDGｓを取り入れた『発表』の指導」というテーマの寄稿が掲載された。令和3年度
は、英語授業研究学会関西支部第286回例会で、「SDGｓを取り入れた横断的な指導
に関する一考察～英語科に重点を置いて～」というテーマで発表をし、その実践を県
内外に広めている。

19 中

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　長年、道徳教育における教材研究と実践に取り組み、これまで兵庫県道徳教育副読
本や資料作成、地域教材の編集、作成に大きく貢献してきた。また、中播磨教科等指
導員（中学校道徳）として、市内中学校において指導助言を行い、道徳教育の充実に
おいて多大な貢献をし、今後も引き続き若手教員の育成と指導力向上に向けた取組が
期待できる。
　本職員が、製作の中心的役割を果たした道徳教育副読本は、現在でも、県内の半分
以上の学校で使用されている読み物資料である。

　平成31年から現在に至るまで、阪神地区中学校教育研究会保健体育部会理事、伊丹
市中学校教育研究会保健体育部会理事長を務めている。
　 近年では、特に、伊丹市中学校教育研究会保健体育部会理事長として、市内学校
の体育授業における新型コロナウィルス感染症対策の実践事項を取りまとめ、伊丹市
内の学校で実践されることで、市内の感染拡大防止に大きく貢献した。加えて、学校
内における新型コロナウイルス感染防止対策について、「コロナに負けるな！」通信
としてまとめ、中学校区内の小学校、幼稚園、市教育委員会に配布を行い、さらに
は、ホームページにも掲載することで、市内外での感染症拡大防止の意識向上に大き
く貢献し、市内保健体育科教員の中心的な役割を担っている。

5 



丹波市立
山南中学校
教諭
ますだ　ともこ

増田　知子

兵庫県立
舞子高等学校
教諭
ますだ　じゅんこ

桝田　順子

兵庫県立
北須磨高等学校
教諭
のうじま　ひでくに

能島　秀邦

兵庫県立
社高等学校
教諭
とみざわ　こうへい

冨澤　廣平

兵庫県立
三田祥雲館高等学校
主幹教諭
やまがみ　みちよし

山上　通惠

20 中

①学習指導、研修・研究活動

　丹波市教育委員会の研究部会である「小学校英語部会」に研究員として参加し、令
和２年度から小学校での外国語指導が始まることを受け、中学校で英語を教える立場
から俯瞰的な視点で意見を述べ、英語教育の先進地視察にも赴き、「丹波市外国語教
育カリキュラム」を編成し、小中連携を意識した小学校での外国語指導の導入に貢献
した。また、県外で実施された「小学校における外国語教育指導者養成研修」に中学
校教諭として参加し、さらに自己研鑽に励んだ。
　その後、その経験を活かし市内の小学校の教諭を対象に外国語指導について講話を
実施したり、市内の中学校の英語部会で自ら学んだことを還流するなど、市内の英語
教育の向上に尽力した。

　早くから高等学校音楽の実践分野において、コンピュータや各種デバイスの活用の
研究に取り組み、高い水準の成果を上げてきた。
　近年では、音楽教員間のネットワークを通じて、県下音楽教員におけるICT活用の
普及を積極的に進めている。
　その成果が認められ、令和３年度にHYOGOスクールエバンジェリスト(音楽分野)
に任命されたほか、令和２年度に県高等学校教育研究会音楽部会講師、令和３年度に
高等学校初任者校外研修の研修講師を通じて自分の知識や経験を惜しみなく還元する
など、県内の教員養成に大きく貢献している。

23 高

①学習指導、研修・研究活動

24 高

①学習指導、研修・研究活動

　教科「情報」の教員として優れた技能を有し、生徒に対する情報の知識・技術の習
得に多大な貢献をするにとどまらず、兵庫県の情報教育のリーダー的な存在として複
数志願入試制度導入２年目から昨年度まで第２学区の合否判定システム運用アドバイ
ザーとして、長きにわたり新たに導入された本県入試制度の円滑な運営に多大な貢献
をしてきた。
　また、常に研究心に溢れ、webでのオープンハイスクールの参加申込み、QRコー
ドを利用した受付確認、webでの事後アンケートなどを実施し、現任校のみならず他
校の業務合理化・軽減も図っている。さらに、新型コロナウイルスにかかる昨年度の
長期臨時休業中にCMSを活用した生徒との情報交換について「兵庫教育」に寄稿し掲
載され、本県情報教育の充実に大きく寄与した。

　これまでに経験した産官学連携の活動を学習活動に落とし込み、生徒が主体的に学
習に取り組む課題解決型学習を実施。「地域創生☆政策アイデアコンテスト」では、
２年連続全国大会に進出し、2019年は最優秀賞の次点となる優秀賞を受賞。加東市が
新たな特産品として力を入れている「もち麦」普及の一助を担った。
　また、長年続いている加東市と生活科学科との連携を普通科の「総合的な探究の時
間」内に取り入れ、加東市と現任校が連携して行う新たなつながりを創出した。
　現在、HYOGOスクールエバンジェリストとして、ICTを活用した家庭科教育の発展
に尽力している。

21 高

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　平成28年度より、EARTH隊員として、県内外学校の教員、生徒が被災地支援活動
を行うにあたり、研修、指導助言を行ってきた。
　令和２年度以降は、コロナ禍により、宿泊を伴う活動が制限されたことをうけ、代
替行事となる、学習会やオンライン交流会を企画・運営した。
　また今年度は、全国中学生・高校生防災会議において、参加校がアクションプラン
を作成するにあたりファシリテーターを務め、会議の成功に貢献した。

22 高

①学習指導、研修・研究活動
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兵庫県立
西脇北高等学校
教諭
あらき　ひろゆき

荒木　弘行

兵庫県立
姫路商業高等学校
主幹教諭
のむら　えつこ

野邑　悦子

兵庫県立
農業高等学校
教諭
きむら　けんいち

木村　健一

兵庫県立
但馬農業高等学校
主幹教諭
おおまえ　たかひこ

大前　孝彦

兵庫県立
村岡高等学校
教諭
ながと　ゆかり

長戸　ゆかり

　第72回日本学校農業クラブ全国大会兵庫大会、農業鑑定競技会の問題作成担当を務
め、近畿府県の農業高校の協力からなる実行委員会を準備開催し、適正な問題作成業
務を統括した。運営業務と並行し、生徒のプロジェクト発表会において、学科生徒を
指導し、県大会、近畿大会、そして全国大会において、見事最優秀賞を受賞させ、文
部科学大臣賞受賞に導いた。
　また現在、地元の特産品である大麦の加工品開発にも携わり、企業や県関係機関と
の開発プロジェクトを推進している。

25 高

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　高等学校における通級による指導が制度化された平成30年度から通級指導を担当
し、校内の通級指導や教員の理解啓発だけでなく、国や県の研究協議会に出席し実践
発表を行うなど、兵庫県の高等学校における特別支援教育の推進に大きく貢献してき
た。
　令和３年度は第48回兵庫県情緒障害教育研究会の講師としての発表、日本LD学会
会報への執筆を通して、広くその実践成果を普及することで、兵庫県の通級指導の中
心的な役割を果たしている。

26 高

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　校内での歯科検診結果から、現任校の歯科保健の課題を歯科保健への無関心と捉
え、保健教育の機会を設け、自己管理能力の向上を図った。
　また、生徒に関わる教職員からの意識改革が必要と考え、職員研修を行い生徒指導
へつなげるとともに、生徒への歯科講演会、ブラッシング指導、個別の衛生指導を校
医の協力のもとに実施した。
 　これらの功績から、令和２年度兵庫県学校歯科保健教育功労者表彰を受賞し、発
表を行うことで、県全体の学校歯科保健の推進に寄与した。

29 高

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　「高等学校における通級による指導」のパイオニアとして、現任校のみならず近隣
校へも出向き、巡回相談・指導助言を行うほか、小･中･高･特支の教員を対象とした
通級合同研修を行うなど但馬地域の特別支援教育に貢献をしている。
　平成30～令和３年度、文部科学省「発達障害に関する教職員等の理解啓発・専門性
向上事業」に従事し、高等学校での通級による指導実践研究を行っている。その取組
が「兵庫教育」令和２年12月号に「共生社会の実現に向けた特別支援教育の充実に向
けて～障害って？普通って？村岡高校の取組から～」として掲載され、県内に周知さ
れた。

27 高

①学習指導、研修・研究活動

28 高

①学習指導、研修・研究活動

　農業教育、とりわけ畜産分野において、先進農家と比肩しうる農場経営を目指し、
それを礎にした農業教育を展開している。また、大学と連携し、畜産の最先端分野の
研究に協力し、我が国の畜産技術の向上に貢献している。その成果を生かし、学科生
徒を指導し、第72回日本学校農業クラブ全国大会兵庫大会意見発表会において、最優
秀賞と農林水産大臣賞受賞に導いた。
　並行して、第72回日本学校農業クラブ全国大会兵庫大会(但馬農業高校会場)におい
て、総合畜産課職員への指導助言を行い、全国大会を成功に導いた。
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兵庫県立
阪神昆陽高等学校
教諭
やまもと　まこと

山本　誠

兵庫県立
赤穂特別支援学校
教諭
にしだ　ひろあき

西田　裕明

兵庫県立
和田山特別支援学校
教諭
よしもと　ゆか

吉本　由佳

　平成３年から現在まで、定時制教育に尽力し、多種多様な家庭状況の生徒に寄り添
う教育を行ってきた。その実績により、自殺予防に生かせる教育プログラム作成委員
に抜擢され、その作成に大きく寄与した。
　現任校において、学校設定科目「ノーマライゼーション」の主担当として指導に当
たり、外部との連携も図っている。令和３年度は、地域の方々に生徒と一緒に授業に
参加してもらい、ノーマライゼーションの理念を広げるため、公開授業案内を市広報
に掲載し、公開授業を４回実施した。
　また、通級指導方法の研究を進め、近隣市町の教員と年３回の通級研究会を実施し
ている。

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　生徒会役員選挙を通して、自分たちの代表を選ぶことをクラスで話し合い、選挙活
動を行うことでクラス全員で協力できる仲間づくりを兼ねた自己選択と自己決定でき
る生徒会役員選挙に主体的に取り組ませた。これにより、実際に実施された県知事選
挙や国政選挙等へ安心して投票できる環境づくりに貢献した。また、演説等選挙運動
を通して主体的に自らの意思を伝える方法と大切さを学ばせ、政治的教養を高める指
導の中心となった。
　その取組の成果が、「兵庫教育」令和３年９月号に掲載されたことで、知的障害の
ある児童生徒の主権者教育の理解促進に貢献した。

31 特

③課題教育（学校保健・食育、特別支援教育、人権教育、防災教育等）

　平成30年度より、現任校で進路指導部長としてキャリア教育・「わくワークらいふ
システム」の実践に従事する傍ら、ICTを活用した授業実践の有効性や学習コンテン
ツ作りを多くの教員に広めるために、論文執筆や県内の特別支援学校での研修会の実
施、大学での講義などを行っている。中でも、特別支援学校初任者研修などで活用で
きる学習コンテンツ作りの動画配信（10本）を行い、教材作成の手本となっている。
令和３年３月にHYOGOスクールエバンジェリストに認定されたほか、８月には第45
回近畿特別支援学校知的障害教育研究大会兵庫大会で実践発表を行った。

32 特

30 高

②生徒指導、進路指導
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