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委員一覧 
※敬称略。職名は、当該年度のもの。 

 
１ 知的障害や発達に課題のある児童・生徒への指導法の研究・開発事業 
 
＜専門委員＞ 
葉石 光一 埼玉大学   教授 （平成 29年度～令和２年度） 
伊藤 祐子 首都大学東京 准教授（平成 29年度～令和元年度） 

東京都立大学 准教授（令和２年度） 
 

＜委員＞ 
吉田 真理子 都立八王子特別支援学校 校長（平成 29年度） 
濱田 恵   都立八王子特別支援学校 主幹教諭（平成 29年度） 
井上 美保  都立調布特別支援学校  校長（平成 29年度） 
       都立八王子特別支援学校 校長（平成 30年度～令和元年度） 
上田 慶子  都立八王子特別支援学校 主幹教諭（平成 30年度～令和元年度） 
添田 和久  都立八王子特別支援学校 主幹教諭（令和元年度） 
宮田 守   都立調布特別支援学校  校長（平成 30年度～令和元年度） 
金澤 南   都立調布特別支援学校  主任教諭（平成 29年度～令和元年度） 
昼間 友彦  都立調布特別支援学校  主任教諭（令和元年度） 
小山 勉   北区立滝野川第三小学校  校長（平成 29年度～令和元年度） 
亀田 孝之  北区立滝野川第三小学校 主任教諭（平成 29年度） 
本谷 あゆみ 北区立滝野川第三小学校 主任教諭（平成 30年度～令和元年度） 
吉原 健   北区立王子桜中学校   校長（令和元年度） 
佐々岡 慧  北区立王子桜中学校   教諭（令和元年度） 
関口 達紀   北区教育委員会      統括指導主事（平成 29年度～令和元年度）
宇都宮 聡  府中市立府中第三小学校 校長（平成 29年度～令和元年度） 
真野 尚人  府中市立府中第三小学校 教諭（平成 29年度～令和元年度） 
高岡 麻美  府中市立府中第三中学校 校長（令和元年度） 
山本 耕平  府中市立府中第三中学校 主任教諭（令和元年度） 
田村 貴代美 府中市教育委員会    統括指導主事（平成 29年度～令和元年度） 

井ノ口

 賀啓井ノ口

賀啓

 多摩市立諏訪小学校   校長（平成 29年度） 
 

多摩市立落合中学校

   

主任教諭（令和元年度）

 杉浦 真史  多摩市立諏訪小学校   校長（平成 30年度～令和元年度） 
佐藤 宏樹  多摩市立諏訪小学校   教諭（平成 29年度） 
後藤 千恵  多摩市立諏訪小学校   養護教諭（平成 30年度） 
木三田 佳菜 多摩市立諏訪小学校   教諭（令和元年度） 
権藤 義彦  多摩市立落合中学校   校長（令和元年度） 

高橋 篤   多摩市教育委員会    指導主事（平成 29年度～令和元年度） 
鈴木 悠平  多摩市教育委員会    指導主事（令和元年度） 
 
※第１章のイラストは、立川市立立川第三中学校 木下和恵主任教諭に御協力いただいた。 
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２ 小学校、中学校の知的障害特別支援学級から特別支援学校高等部までの一貫した教育
課程の研究事業  

 
＜専門委員＞ 
菅野 敦  東京学芸大学 教授   （平成 29年度～令和元年度）  
      東京学芸大学 名誉教授 （令和２年度） 
島田 博祐 明星大学   教授（平成 29年度～令和２年度） 
 
＜委員＞ 
村山 孝   都立府中けやきの森学園 統括校長（平成 29年度～令和元年度） 
大和田 邦彦 都立七生特別支援学校  校長（平成 29年度～平成 30年度） 
       日野市立七生緑小学校  校長（令和元年度） 
中村 由美子 都立七生特別支援学校  校長（令和元年度） 
岩瀬 昌保  都立港特別支援学校   校長（平成 29年度～令和元年度） 
莊司 るみ  目黒区立菅刈小学校   校長（平成 30年度～令和元年度） 
永久保 佳孝 目黒区立大鳥中学校   校長（平成 30年度～令和元年度） 
多田 克行  調布市立富士見台小学校 校長（平成 30年度） 
内藤 みゆき 調布市立富士見台小学校 校長（令和元年度） 
平岡 盛仁  調布市立調布中学校   校長（平成 30年度～令和元年度） 
加藤 敏行  日野市立七生緑小学校  校長（平成 30年度） 
秋野 宏之  日野市立七生中学校   校長（平成 30年度～令和元年度） 
古舘 秀樹  目黒区教育委員会    統括指導主事（平成 30年度） 
工藤 邦彰  目黒区教育委員会    指導主事（令和元年度） 
石津 孝介  調布市教育委員会    指導主事（平成 30年度） 
西川 諭   調布市教育委員会    指導主事（令和元年度） 
下里 鮎乃  日野市教育委員会    指導主事（平成 30年度～令和元年度） 
 
３ 病院内教育における自立活動の在り方の研究事業  
 
＜専門委員＞ 
新平 鎮博  国立特別支援教育総合研究所  

情報・支援部長（兼）上席総括研究員（平成 29年度～平成 30年度） 
相模女子大学   教授（令和元年度～令和２年度）  

鈴木 彩    国立成育医療研究センター医療連携・患者支援センター  
 医療社会事業専門員（平成 29年度～令和２年度）  

 
＜委員＞ 
東川 修一  都立武蔵台学園 副校長（平成 29年度） 
小林 麻理  都立武蔵台学園 副校長（平成 30年度～令和 2年度）    
布川 有希恵 都立武蔵台学園 主任教諭（平成 30年度～令和 2年度） 
永島 崇子  都立光明学園 副校長（平成 29年度） 
佐々木 孝之 都立光明学園 副校長（平成 30年度） 
宮越 弘子  都立光明学園 副校長（令和元年度） 
秋元 友美  都立光明学園 副校長（令和 2年度） 
近藤 味規  都立光明学園 主幹教諭（平成 30年度～令和 2年度） 
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 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） 
 
教育庁では、以下のものが担当した。 
第１章 知的障害や発達に課題のある児童・生徒への指導法の研究・開発事業 
 

指導部特別支援教育指導課長       伏見 明  （平成 29年度） 
指導部特別支援教育指導課長       丹野 哲也 （平成 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 （平成 29年度） 
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 原島 広樹 （平成 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 （平成 29年度） 
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 濱渦 孝治 （平成 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   後藤 眞里 （平成 29年度～令和元年度） 
指導部特別支援教育指導課 指導主事    魚谷 有里 （令和２年度） 

 
第２章 小学校、中学校の知的障害特別支援学級から特別支援学校高等部までの一貫した

教育課程の研究事業  
 

指導部特別支援教育指導課長       伏見 明  （平成 29年度） 
指導部特別支援教育指導課長       丹野 哲也 （平成 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 （平成 29年度） 
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 原島 広樹 （平成 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 （平成 29年度） 
指導部特別支援教育指導課 統括指導主事 濱渦 孝治 （平成 30年度～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 （平成 29年度） 
指導部特別支援教育指導課 指導主事    加藤 宏昭 （平成 30年度～令和２年度） 

 
第３章 病院内教育における自立活動の在り方の研究事業  
   

指導部特別支援教育指導課長       伏見 明  （平成 29年度） 
指導部特別支援教育指導課長       丹野 哲也 （平成 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 （平成 29年度） 
指導部主任指導主事（特別支援教育担当） 原島 広樹 （平成 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 （平成 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 （平成 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 濱渦 孝治 （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    遠藤 隼  （令和元年度～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  

１ 知的障害や発達に課題のある児童・ ・生徒への指導法の研究 開発事業 

２ 小学校・中学校の知的障害特別支援学級から特別支援学校高等部までの

一貫した教育課程の研究事業 

３ 病院内教育における自立活動の在り方の研究事業 

令和３年３月 

東京都教育委員会 
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