
事業協力学校（モデル校）・協力者一覧 

○ 事業協力学校及び関係者 

この他にも主幹教諭，学年主任，副担任，交流学級担任，別障害種の特別支援学級担任，養護教諭，
支援員等の先生方，対象児童生徒の保護者の皆様等，多くの関係する皆様に御協力いただきました。 

   学校名 校長 教頭 担任等 

1 
角田市立 
枝野小学校 

佐藤 瑞恵(H30・R1 ) 
紙谷 ゆたか(R2) 

佐藤 忠司(H30・R1) 
生出 真理(R2) 

渡邉 淳(H30・R2) 
亀井 志珠子(R1) 
佐藤 ちづ子(R2) 

2 
岩沼市 
玉浦小学校 

菊池 章博(H30) 
佐山 正則(R1) 
柴田 新二(R2) 

柴田 新二(H30・R1) 
加藤 修子(R2) 

三品 広明(H30～R2) 
髙橋 睦美(H30～R2) 
早坂 美里(R1) 
南條 広子(R2) 

3 
石巻市立 
鹿妻小学校 

男澤 清勝(H30) 
安部 崇(R1・R2) 

柏 晃司(H30～R2) 

木田 惠美(H30・R1) 
鳥飼 淳子(R2) 
新田 由美(H30・R1） 
佐々木 留美子(R2)  
千葉 春樹(H30) 
山田 怜治(R1) 
櫻井 誠人(R2) 

4 
気仙沼市立 
津谷小学校 

菅原 義之(H30・R1) 
白倉 彩枝子(R2) 

千葉 和一(H30) 
千葉 正康(R1・R2) 

高橋 学(H30～R2) 
三浦 和恵(H30～R2) 
山口 千花(H30) 
斎藤 優士(R1・R2) 
白幡佐和子(H30～R2) 
阿部 美紀(H30) 
熊谷 直子(R1・R2) 
藤枝 研(H30) 
伊東 卓(R1・R2) 
畠山 景子(R1・R2) 

5 
大崎市立 
岩出山中学校 

久光 新一(H30～R2) 太田 孝晴(H30～R2) 

千葉 奈美(H30・R1) 
天野 めぐみ(R2) 
河野 恵美(H30～R2) 
八木 節子(H30・R1) 
濱田 健一(R2) 

6 
大崎市立 
鳴子中学校 

小原 彰(H30・R1) 
福田 功(R2) 

加藤 秀樹(H30) 
小野 直子(R1・R2) 

髙橋 明美(H30～R2) 
渋谷 喜浩(H30～R2) 
岩崎 真実（R1） 
小関 直美(R2) 
佐藤 礼一郎(R2) 
猪股 清和(R2)  

7 
宮城県 
東松島高等学校 

宍戸 周哉(H30～R1) 
鈴木 和幸(R2) 

齋藤 文弘(H30) 
黄海 武善(H30・R1)
玉田 賢司(R1・R2) 
髙橋 儀成(R2) 

大沼 真人(H30・R1) 
小野寺 智(R1・R2) 
佐々木 文(H30・R1) 
山岸 崇(R2) 
千葉 英子(H30～R2) 
石川  剛(R2) 

8 
宮城県 
宮城第一高等学校 

吉野 隆(H30～R1) 
後藤 和也(R2) 

佐藤 周(H30) 
加藤 徳善(H30～R2) 
藤倉 義己（R1・R2） 

稲継  昌毅(H30～R2) 
富岡 理世(H30・R1) 
太田 賢(R1・R2) 
千田 佳代(R1) 
市川 恒平(R2) 
花沢 元（R2） 
増山 裕子(H30～R2) 



 
○ 外部専門家 

№ 役職 所属 職名 氏名 

1 委員長 東北大学大学院 教授 野口 和人(H30～R2) 

2 角田市立枝野小学校

派遣 

外部専門家 

 

東北福祉大学 准教授 黄 淵熙(H30～R2) 
 臨床心理士 早川 典子(H30～R2) 

宮城県立 

角田支援学校 

教諭（Co） 

教諭（Co） 

教諭（Co） 

中山 秀(H30) 

菅原 靖子(R1） 

松原 淳子(R2） 

大河原教育事務所 
副参事 

副参事 

古積 裕一(H30・R1) 

髙橋 秀夫(R2) 

角田市教育委員会 
理事兼教育専門監

副主幹 

佐藤 亨(H30） 

大沼 章(R1・R2） 

3 岩沼市立玉浦小学校

派遣 

外部専門家 

 

 

宮城教育大学 
講師 

准教授 

寺本 淳志(H30) 

寺本 淳志(R1・R2) 

 臨床心理士 岡 里美(H30～R2) 

宮城県立名取支援学校 教諭（Co） 石川 香織(H30～R2) 

仙台教育事務所 

次長 

次長 

指導主事 

後藤 あい(H30） 

大枝 香苗(H30・R1） 

佐藤 崇(R2） 

岩沼市教育委員会 教育指導専門監 山内 紀子(H30～R2) 

4 石巻市立鹿妻小学校

派遣 

外部専門家 

 

宮城教育大学 教授 菅井 裕行(H30～R2) 
 作業療法士 紺野 真利(H30～R2) 

宮城県立視覚支援学校 
教諭 

教諭 

阿部真由美(H30～R2) 

庄司 聖子（R2） 

東部教育事務所 

主幹 

主幹 

主幹 

齋藤 光(H30） 

小山 晴美(R1) 

木村 龍(R2) 

石巻市教育委員会 
指導主事 

指導主事 

小出 太(H30) 

片岡 明恵(R1・R2) 

5 気仙沼市立津谷小学

校派遣 

外部専門家 

 

宮城教育大学 
講師 

准教授 

野崎 義和(H30・R1) 

野崎 義和(R2) 

気仙沼保健福祉事務所 技術主幹 川村 謙吉(H30～R2) 

宮城県立気仙沼支援学校 

教諭（Co） 

教諭（Co） 

教諭（Co） 

佐藤 牧子(H30) 

山岸 有(H30・R1) 

菅原友紀子(H30～R2) 

気仙沼教育事務所 
主任主査 

主幹 

須藤 雄一郎(H30・R1） 

丹野 憲(R2） 

気仙沼市教育委員会 

課長補佐 

課長補佐兼指導係長 

課長補佐 

小野寺 直美(H30） 

小野寺 直美(R1） 

及川 一弘(R2) 

 



 

№ 役職 所属 職名 氏名 

6 

 

大崎市立岩出山中学

校派遣 

外部専門家 

東北福祉大学 准教授 黄 淵熙(H30～R2) 

大崎市立岩出山小学校 教諭（Co） 中鉢 宏子(H30～R2) 

宮城県立古川支援学校 
教諭（Co） 

教諭（Co） 

佐々木 早智恵(H30) 

早坂 順子(R1・R2) 

北部教育事務所 

次長 

指導主事 

指導主事 

成瀬 陽子(H30） 

澁谷 榮昭(R1） 

小野寺 俊幸(R2) 

大崎市教育委員会 
指導主事 

指導主事 

佐藤 理恵(H30・R1） 

菅原 多恵(R2） 

7 大崎市立鳴子中学校

派遣 

外部専門家 

宮城教育大学 
准教授 

教授 

植木田 潤(H30) 

植木田 潤(R1・R2) 

大崎市立川渡小学校 教諭（Co） 上野 則子(H30～R2) 

宮城県立古川支援学校 
教諭（Co） 

教諭（Co） 

佐々木 早智恵(H30) 

早坂 順子(R1・R2) 

北部教育事務所 

次長 

指導主事 

指導主事 

成瀬 陽子(H30) 

澁谷 榮昭(R1） 

小野寺 俊幸(R2) 

大崎市教育委員会 
指導主事 

指導主事 

佐藤 理恵(H30・R1） 

菅原 多恵(R2） 

8 宮城県東松島高等学

校派遣 

外部専門家 

 

宮城県総合教育センター 

次長 

次長 

次長 

菅原 信治(H30) 

若山 洋(R1) 

大川口 裕義(R2） 

宮城県立石巻支援学校 教諭（Co） 須田 幸子(H30～R2)  

宮城県立支援学校女川高

等学園 
教諭（Co） 中村 陽子(H30～R2) 

9 宮城県宮城第一高等

学校派遣 

外部専門家 

 

東北福祉大学 教授 大西 孝志(H30～R2) 

(株)アスム療育・研修セ

ンター 

臨床心理士 

臨床心理士 

猪又 初恵(H30) 

片瀬 道(R1・R2) 

宮城県立支援学校岩沼高

等学園 

教諭 

主幹教諭 

高橋 千秋(H30) 

高橋 千秋(R1・R2) 

  ・敬語省略 ・（Co）とは，特別支援教育コーディネーターを意味する。  
   ※特別支援教育コーディネーターとは，児童生徒への適切な支援のために，関係機関・者間を 

連絡・ 調整し，協同的に対応できるようにするための役割として指名された者。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



○ 宮城県教育庁特別支援教育課関係 

課  長 特別支援教育 
専門監 

教育指導班長 
担当指導主事 

担当指導主事 

目黒 洋(H30・R1） 
川村 満(R2） 

菅井 理恵（R1・R2） 
 

三浦 由美(H30） 
菊池 章博(R1・R2) 

遠藤 浩一(H30） 
浅野 高宏(H30） 
阿部 一彦(H30)  
熊谷るみ子(H30・R1) 
千葉 由美(R1） 
刈敷 正寿(R1・R2） 
星  直美(R2） 
佐藤 功一(R2) 
門脇 敏昭(R1・R2) 

 

※ 本成果報告書は「宮城県教育庁特別支援教育課」のホームページに掲載します。 
その際，各モデル校から提出された資料を一緒に掲載します。 
 
○ 特別支援教育課ＵＲＬ https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tokusi/ 

 
 共に学ぶ教育推進モデル事業 第Ⅱ期成果報告書 
<資料一覧> 
【津谷小学校】資料① 「サポート体制」関係機関との連携 等 

 

【東松島高等学校】資料① ヒガマツ版 UDLハンドブック 2020 第一版  
 

【特別支援教育課】資料① インクルーシブ教育システム構築「共に学ぶ」教育スタート 
モデル（試案） 

             資料② 共に学ぶ教育推進モデル事業第Ⅰ期成果報告書 

 

平成３０年度・令和元年度・２年度 宮城県教育庁特別支援教育課３か年事業 

共に学ぶ教育推進モデル事業第Ⅱ期成果報告書 

～ 共に学ぶ教育の推進 インクルーシブ教育システム構築に向けて ～ 
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