
委員一覧
※敬称略。職名は、当該年度のもの。

第１章 特別支援学校における準ずる教育課程の教育内容・方法の充実事業検討委員会
◎ 委員長
＜専門委員＞

奥住 秀之 東京学芸大学 教授 平成 29年度～令和２年度
堀竹 充 十文字学園女子大学 特別任用教授 平成 29年度～平成 30年度
松岡 敬明 十文字学園女子大学 教授 令和元年度～令和２年度

＜委員＞
◎北山 博通 都立城北特別支援学校 統括校長 平成 29年度～令和元年度

検討委員会委員長 平成 29年度
相賀 直 都立久我山青光学園 統括校長 平成 29年度～令和元年度
松本 弘 都立中央ろう学校 校長 平成 29年度～30年度
荒川 早月 都立中央ろう学校 校長 令和元年度～令和２年度
石坂 泰 足立区教育委員会 統括指導主事 平成 30年度
冨本 保明 足立区教育委員会 統括指導主事 令和元年度
松倉 淳之介 世田谷区教育委員会 統括指導主事 平成 30年度～令和元年度
松田 亮一 杉並区教育委員会 指導主事 平成 30年度
保土澤 尚教 杉並区教育委員会 指導主事 令和元年度
高橋 淳 都立城北特別支援学校 主幹教諭 平成 30年度～令和元年度
嶋 俊樹 都立久我山青光学園 教諭 平成 30年度

同 主任教諭 令和元年度
福田 麻子 都立久我山青光学園 教諭 平成 30年度

同 主任教諭 令和元年度
遠田 将人 都立中央ろう学校 主任教諭 平成 30年度

同 主幹教諭 令和元年度

第２章 知的障害と視覚障害や聴覚障害を併せ有する幼児・児童・生徒の指導内容・方法
の充実事業検討委員会

◎ 委員長
＜専門委員＞

濵田 豊彦 東京学芸大学 教授 平成 29年度～令和２年度
杉野 学 東京家政学院大学 教授 平成 29年度～令和２年度

＜委員＞
◎相賀 直 都立久我山青光学園 統括校長 平成 29年度～令和２年度

検討委員会委員長 平成 30年度～令和２年度
森藤 才 都立立川ろう学校 統括校長 平成 29年度
村野 一臣 都立立川ろう学校 統括校長 平成 30年度～令和元年度
大井 靖 都立武蔵台学園 統括校長 平成 29年度～平成 30年度
黒澤 一慶 都立武蔵台学園 統括校長 令和元年度
工藤 政則 都立久我山青光学園 主任教諭 平成 30度～令和元年度
岡澤 治樹 都立久我山青光学園 主任教諭 令和元年度
上條 有康 都立久我山青光学園 主任教諭 令和元年度
松島 麗 都立久我山青光学園 教諭 令和元年度
永石 晃 都立立川ろう学校 主任教諭 平成 30年度
林 朋子 都立立川ろう学校 主任教諭 令和元年度
工藤 眞希帆 都立立川ろう学校 教諭 令和元年度
向坂 仁史 都立武蔵台学園 指導教諭 平成 30年度～令和元年度
赤地 聡美 都立武蔵台学園 主任教諭 令和元年度
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第３章 言語活動及び読書活動の充実事業推進委員会
◎ 委員長  〇 副委員長
＜専門委員＞
◎野口 武悟 専修大学 教授 平成 29年度～令和２年度

推進委員会委員長 平成 30年度～令和２年度
内田 剛 株式会社三省堂書店営業本部 営業企画課長 平成 29年度～平成 30年度

         有楽町店 副店長 令和元年度
NPO 法人本屋大賞実行委員会 理事 令和２年度

○宇川 和子 多摩つばき教育研究所 所長 平成 30年～令和２年度
浅沼 さゆ子 都立多摩図書館 課長代理 平成 29年～平成 30年度
西田 美奈子 都立多摩図書館 課長代理 令和元年度～令和２年度

◎ 部会長  〇副部会長
＜委員＞
言語活動部会
◎田村 康二朗 都立光明学園 統括校長 平成 29年度～令和２年度
○月崎 泰照 都立立川ろう学校 副校長 平成 29年度～平成 30年度

言語活動部会副部会長 平成 29年度～平成 30年度
○岡前 むつみ 都立久我山青光学園 指導教諭 平成 29年度～令和元年度

言語活動部会副部会長 令和元年度
竹村 知恵 都立立川ろう学校 教諭 令和元年度
市宮 環美 都立八王子東特別支援学校 指導教諭 平成 29年度～令和元年度
尾台 孝志 都立大泉特別支援学校 主任教諭 平成 29年度
田中 美成 都立大泉特別支援学校 指導教諭  平成 30年度～令和元年度
吉田 輝世 都立町田の丘学園 指導教諭 平成 29年度～令和元年度
桒原 直美 都立あきる野学園 主幹教諭 平成 29年度～令和元年度
小澤 奈緒美 都立光明学園 主幹教諭 令和元年度
矢野 祐子 都立鹿本学園 指導教諭 平成 29年度～令和元年度

       ※平成 29年度の委員は、研究開発委員会委員と兼務

読書活動部会
◎川口 真澄 都立城東特別支援学校 校長 平成 29年度

推進委員会委員長 平成 29年度
◎庄司 伸哉 都立鹿本学園 統括校長 平成 29年度～令和２年度
〇三浦 浩文 都立八王子東特別支援学校 校長 平成 29年度～令和元年度

読書活動部会副部会長 平成 30年度～令和元年度
二井 康文 都立城東特別支援学校 校長 平成 30年度～令和元年度
小関 直樹 都立田無特別支援学校 校長 平成 30年度
望月 光弘 都立田無特別支援学校 校長 令和元年度
杉本 順 都立品川特別支援学校 校長 平成 30年度～令和元年度
泉 愼一 都立光明学園 副校長 令和元年度
高澤 昇太郎 都立鹿本学園 主幹教諭 平成 29年度～令和元年度
熊井戸 佳之 都立城東特別支援学校 主幹教諭 平成 29年度～令和元年度
山田 梨紗 都立八王子東特別支援学校 教諭 平成 29年度～令和元年度
松本 忍 都立田無特別支援学校 主幹教諭 平成 30年度～令和元年度
倉谷 とし子 都立品川特別支援学校 主幹教諭 平成 30年度～令和元年度
河田 有子 都立光明学園 主任教諭 令和元年度
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教育庁では、以下の者が担当した。

教育庁指導部長 増渕 達夫 令和 29年度
宇田 剛 平成 30年度
増田 正弘 令和元年度～令和２年度

第１章 特別支援学校における準ずる教育課程の教育内容・方法の充実事業

指導部特別支援教育指導課長  伏見 明 令和 29年度
指導部特別支援教育指導課長   丹野 哲也 令和 30年度～令和２年度
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 緒方 直彦  令和 29年度
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 原島 広樹 令和 30年度～令和２年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 原島 広樹 令和 29年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 西岡 陽子 令和 30年度～令和元年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 細川 智佳子 令和２年度
指導部特別支援教育指導課 指導主事 細川 智佳子 平成 29年度
指導部特別支援教育指導課 指導主事 高月 洋 平成 30年度
指導部特別支援教育指導課 指導主事 楠田 徹郎 令和元年度～令和２年度

第２章 知的障害と視覚障害や聴覚障害を併せ有する幼児・児童・生徒の指導内容・方法
の充実事業

指導部特別支援教育指導課長 伏見 明 令和 29年度
指導部特別支援教育指導課長 丹野 哲也 令和 30年度～令和２年度
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 緒方 直彦 令和 29年度
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 原島 広樹 令和 30年度～令和２年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 原島 広樹 令和 29年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 西岡 陽子 令和 30年度～令和元年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 細川 智佳子 令和２年度
指導部特別支援教育指導課 指導主事 浅見 信彦 令和 29年度
指導部特別支援教育指導課 指導主事 楠田 徹郎 令和 30年度～令和２年度

第３章 言語活動及び読書活動の充実事業

指導部特別支援教育指導課長 伏見 明 令和 29年度
指導部特別支援教育指導課長 丹野 哲也 令和 30年度～令和２年度
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 緒方 直彦 令和 29年度
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 原島 広樹 令和 30年度～令和２年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 原島 広樹 令和 29年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 井原 優 令和 30年度～令和元年度
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 細川 智佳子 令和２年度
指導部特別支援教育指導課 指導主事 細川 智佳子 令和 29年度～令和元年度
指導部特別支援教育指導課 指導主事 楠田 徹郎 令和２年度
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平成 29年度～令和２年度
東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画に基づく

特別支援学校における特別支援教育の充実事業指導資料
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平成 29 年度～令和２年度
東京都特別支援教育推進計画（第二期）・第一次実施計画に基づく
特別支援学校における特別支援教育の充実事業指導資料

１　特別支援学校における準ずる教育課程の教育内容・方法の充実事業
２　知的障害と視覚障害や聴覚障害を併せ有する幼児・児童・生徒の指導内容・方法の充実事業
３　言語活動及び読書活動の充実事業


