
 

ＩＣＴ活用教育アドバイザリーボードの設置について 

 

令和２年５月２９日 

初等中等教育局長決定 

 

１．趣旨 

教育の質の向上に向けて、全国の自治体における学校のＩＣＴ環境整備の加速とその効

果的な活用の一層の促進に向けて、「ＩＣＴ活用教育アドバイザー」（以下、「アドバイ

ザー」という。）等により、「ＧＩＧＡスクール構想の実現」を含め、学校におけるＩＣＴ

環境整備・ＩＣＴ活用に関すること全般について助言・支援を行うため、ＩＣＴ活用教育

アドバイザリーボードを設置する。 

 

２．実施事項 

以下の内容について検討し、各学校設置者等に助言・支援する。 

（１）ＩＣＴ環境整備に関する計画策定 

（２）ＩＣＴ環境整備の仕様書作成、見積もり精査、調達実施 

（３）セキュリティの確保 

（４）ＩＣＴを活用した効果的な指導方法 

（５）ＩＣＴを活用した指導に関する研修講師の紹介・派遣等研修の実施 

（６）遠隔教育の実施 

（７）この他、ＧＩＧＡスクール構想の実現に関連して助言・支援すべき内容 

３．実施方法 

（１）別紙のアドバイザーにより、「新時代の学びにおける先端技術導入実証研究事業」

（「ICT活用教育アドバイザー」の活用事業）受託団体が上記２の事項を行う。 

（２）必要に応じて、別紙以外のアドバイザーを適宜追加することができる。 

（３）必要に応じて、アドバイザリーボードに幹事会を設けることができる。 

 

４．実施期間 

  令和２年５月２９日から令和３年３月３１日までとする。 

 

５．その他 

アドバイザリーボードの設置に係る庶務は、初等中等教育局情報教育・外国語教育課

において行う。 

  



 

 

（ 別 紙 ）  

ＩＣＴ活用教育アドバイザー 

（五十音順・敬称略） 

 

朝倉 一民 札幌市立発寒南小学校教頭 

荒木 貴之 ドルトン東京学園中等部校長 

荒野 高志 株式会社ネクスウェイ専務取締役 

安藤 明伸 宮城教育大学教授 

伊賀野 康生 株式会社企チーフ・テレコム／メディア・コンサルタント 

五十嵐 俊子 町田市立町田第五小学校長 

石野 正彦 上越教育大学先端教科・領域開発研究コース特任教授 

板垣 翔大 宮城教育大学講師 

稲垣 忠 東北学院大学文学部教授 

稲田 友 NTTコミュニケーションズ株式会社課長 

今田 晃一 大阪樟蔭女子大学学芸学部教授 

岩崎 有朋 鳥取県教育センター教育企画研修課係長   

梅嶋 真樹 慶應大学大学院政策・メディア研究科特任准教授 

大城 智紀 恩納村立安富祖小学校教頭 

太田 耕司 千代田区立お茶の水小学校長 

尾島 正敏 倉敷市教育委員会倉敷情報学習センター館長 

小柳 和喜雄 関西大学総合情報学部教授 

梶本 佳照 公立大学法人新見公立大学健康保育学科教授 

片山 敏郎 新潟市教育委員会学校支援課副参事／指導主事 

加藤 隆弘 金沢大学人間社会研究域学校教育系（大学院教職実践研究科）准教授 



 

加藤 直樹 岐阜大学教育学部附属学習協創開発研究センター教授 

加藤 直樹 東京学芸大学准教授 

門田 哲也   

金子 大輔 北星学園大学教授 

川辺 勝治 高岡市教育委員会参与／教育改革推進室主幹 

岸 磨貴子 明治大学国際日本学部准教授 

木田 博 鹿児島県総合教育センター情報教育研修課情報教育研修係長 

楠本 誠 松阪市教育委員会事務局学校支援課子ども支援研究センター指導主事  

久世 均 岐阜女子大学遠隔・通信教育部長／教授 

工藤 紀篤 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任助教 

工藤 勇一 学校法人堀井学園横浜創英中学・高等学校理事／校長 

久保田 善彦 玉川大学大学院教授 

倉田 伸 長崎大学人文社会科学域教育学系准教授 

小崎 誠二 奈良県立教育研究所主幹  

後藤 康志 新潟大学教育・学生支援機構准教授 

小林 博典 宮崎大学教育学部講師 

小林 祐紀 茨城大学准教授 

駒崎 彰一 渋谷区立笹塚中学校長 

小松川 浩 公立千歳科学技術大学理工学部情報システム工学科教授 

今野貴之 明星大学教育学部准教授 

坂本 新太郎 宮城県仙台市教育委員会教育指導課情報化推進係指導主事 

坂本 隆典 長崎大学教育学部附属中学校教頭 

佐藤 和紀 信州大学教育学部助教 



 

佐和 伸明 柏市立手賀東小学校長 

柴田 功 神奈川県立川崎北高等学校長 

島村 秀世 長崎県教育庁政策監 

清水 雅之 上越教育大学教授 

新保 元康 一般社団法人北海道開発技術センター地域政策研究所参事 

菅原 弘一 仙台市立錦ヶ丘小学校長 

鈴木 彦文 信州大学総合情報センター副センター長／准教授 

盛山隆雄 筑波大学附属小学校教諭 

瀬崎 邦博 安来市立広瀬中学校教諭 

全へい東 千葉大学統合情報センター教授  

泰山 裕 鳴門教育大学准教授 

髙井 潤 埼玉県立狭山工業高等学校主幹教諭 

鷹岡 亮 山口大学教授 

高橋 邦夫 合同会社 KUコンサルティング代表社員 

高橋 純 東京学芸大学教育学部准教授 

竹中 章勝 奈良女子大学非常勤講師 

只木 進一 佐賀大学理工学部教授 

谷 正友 

 

奈良市教育委員会事務局教育部学校教育課情報教育係長 

（奈良市教育情報セキュリティーアドバイザー） 

玉置 崇 岐阜聖徳学園大学教授 

津賀 宗充 茨城県立茎崎高等学校教頭 

辻 慎一郎 鹿児島市教育委員会学務課長 

坪井 康徳 長野県庁総務部総務事務課総務・支援係主査 

寺嶋 浩介 大阪教育大学准教授 



 

豊田充崇 和歌山大学大学院教育学研究科教職開発専攻（教職大学院）教授 

中川 斉史 上板町立高志小学校長 

長坂 亮介 喬木村役場教育委員会事務局子ども教育係教育 CIO補佐 

永田 智子 兵庫教育大学大学院学校教育研究科教授 

中橋 雄 武蔵大学社会学部メディア社会学科教授 

中村 武弘 奈良教育大学次世代教員養成センター特任講師 

西田 光昭 柏市教育委員会指導課教育研究専門アドバイザー 

西村 陽介 草津市教育委員会事務局学校政策推進課専門員 

新田 正 京都市教育委員会事務局指導部学校指導課参与 

野中 陽一 横浜国立大学大学院教育学研究科教授 

萩原 洋一 東京農工大学総合情報メディアセンター教授 

橋本 雅史 

 

神奈川県教育委員会教育局指導部高校教育課教育課程指導グループ指

導主事 

長谷川 孝博 静岡大学情報基盤センター長／教授  

長谷川洋 広島市立牛田中学校長 

東原 義訓 信州大学教育学部特任教授 

平井 聡一郎 

 

株式会社情報通信総合研究所 ICTリサーチコンサルティング部特別研

究員 

福田 孝義 佐賀未来塾ＩＣＴ活用教育研究所代表 

藤村 裕一 鳴門教育大学大学院遠隔教育プログラム推進室長 

藤森 裕治 文教大学教育学部発達教育課程教授 

堀田 博史 園田学園女子大学人間教育学部教授 

前田 康裕 熊本大学教職大学院准教授 

益川 弘如 聖心女子大学現代教養学部教授 



 

松浦 健二 国立大学法人徳島大学教授 

松尾 啓志 名古屋工業大学教授 

水谷 年孝 春日井市立高森台中学校長 

三井 一希 常葉大学専任講師 

毛利 靖 つくば市立みどりの学園義務教育学校校長 

森 祥寛 金沢大学総合メディア基盤センター助教 

山下 学 宮城県総合教育センター主幹（指導主事） 

山中 昭岳 学校法人佐藤栄学園さとえ学園小学校教諭 

山西 潤一 富山大学名誉教授 

山本 圭作 

 

大阪市教育委員会事務局学校運営支援センター学校園 ICTシニアアド

バイザー 

山本 朋弘 鹿児島大学大学院教育学研究科准教授 

林 向達 徳島文理大学人間生活学部児童学科准教授 

渡邊 茂一 相模原市教育委員会教育センター指導主事 

渡部 昭 東京都墨田区教育委員会庶務課教育情報担当教育情報化推進専門員 

 

 

 


