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青木　孝文 東北大学大学院

赤堀　侃司 東京工業大学○

浅羽　修丈 北九州市立大学

足利　裕人 鳥取県立鳥取工業高等学校

阿濱　茂樹 山口大学

雨宮　真人 九州大学○

綾　皓二郎 石巻専修大学

荒木　啓二郎 九州大学大学院

有田　友和 桜美林大学

安西　祐一郎 慶應義塾大学○

五十嵐　誠 神奈川県立横浜清陵総合高等学校

生田　孝至 新潟大学

石谷　正 北海道仁木商業高等学校

磯本　征雄 岐阜聖徳学園大学

糸井　和宏 東京都立駒場高校

伊藤　陽介 鳴門教育大学

稲川　孝司 大阪府立清水谷高等学校

井上　久祥 上越教育大学

伊理　正夫 元東京大学○

岩井　憲一 滋賀大学

江澤　義典 関西大学

江見　圭司 京都情報大学院大学

江本　理恵 岩手大学

江守　恒明 富山県立砺波高等学校

大河原　広行 神奈川県立相模大野高等学校

太田　浩樹 熊本県立熊本工業高等学校

大橋　真也 千葉県立東葛飾高等学校

岡野　親 神奈川県教育委員会

岡部　成玄 北海道大学○

岡本　敏雄 電気通信大学大学院○

奥村　稔 北海道立札幌北高等学校

奥村　晴彦 三重大学

音野　吉俊 滋賀県立石山高等学校

小原　格 東京都立町田高等学校

筧　捷彦 早稲田大学○

加藤　直樹 東京学芸大学

加藤　友信 埼玉県立春日部高等学校

金田　隆 東京都立北園高等学校

兼宗　進 一橋大学

鹿野　利春 石川県立金沢泉丘高等学校

上市　善章 千葉県総合教育センター

亀山　寛 静岡大学

香山　瑞恵 信州大学○

川合　慧 放送大学○

河野　卓也 滋賀大学教育学部附属中学校

河野　真也 東京学芸大学附属高等学校

川畑　由彦 東京都立新宿山吹高等学校

河村　一樹 東京国際大学

神藤　健朗 武蔵工業大学付属中学校・高等学校

菊地　紀子 帝京短期大学

工藤　英男 大阪成蹊大学

久野　靖 筑波大学大学院

倉光　浩二 福岡県立嘉穂総合高等学校

栗田　るみ子 城西大学

黒田　英子 東京都立板橋有徳高等学校

小泉　力一 尚美学園大学

1/3 ページ



氏名 所属呼びかけ人 氏名 所属呼びかけ人

神月　紀輔 滋賀大学

小柴　正則 北海道大学大学院

後藤　貴裕 東京学芸大学附属高等学校

小西　浩之 滋賀県立水口高等学校

小松川　浩 千歳科学技術大学

斎藤　実 埼玉県立川越高等学校

砂金　伸一 山本秀策特許事務所

坂元　昂 日本教育工学振興会○

佐藤　万寿美 兵庫県立西宮今津高等学校○

佐野　和夫 横浜市立東高等学校

澤田　一彦 滋賀大学教育学部附属中学校

篠原　武 九州工業大学

清水　康敬 メディア教育開発センター○

清水　義一 滋賀県立能登川高等学校

清水　雅己 埼玉県教育局

下田  光 一 東京都立立川高等学校

白井　克彦 早稲田大学○

白鳥　裕 東海大学（熊本校舎）

杉田　公生 東海大学

須藤　崇夫 埼玉県立総合教育センター

角　和博 佐賀大学

関本　正則 大阪府立かわち野高校

鷹岡　亮 山口大学

高木　直史 名古屋大学

高瀬　敏樹 北海道札幌旭丘高等学校

高橋　参吉 千里金蘭大学○

高橋　朋子 武庫川女子大学

高橋　等 静岡産業大学

高橋　和弘 中京大学

武村　泰宏 大阪芸術大学

橘　孝博 早稲田大学高等学院

辰己　丈夫 東京農工大学

田中　規久雄 大阪大学○

玉田　和恵 東京経営短期大学

茶山　一郎 東京都立国立高等学校

中條　道雄 関西学院大学○

土田　賢省 東洋大学

天良　和男 東京都立駒場高等学校

栃木　欣也 滋賀県総合教育センター

富田　眞治 京都大学

豊瀬　仁須 福岡県田川市立金川中学校

苗村　憲司 駒澤大学

中川　正樹 東京農工大学○

中川　雅彦 滋賀県立彦根東高等学校

中野　由章 千里金蘭大学

中村　直人 千葉工業大学○

中村　浩治 滋賀県総合教育センター

中村　公治 滋賀県立石山高等学校

中村　祐治 元横浜国立大学

中森　眞理雄 東京農工大学

中山　洋 東京電機大学

鍋島　尚子 東京学芸大学附属世田谷中学校

成田　宏昭 慶應義塾湘南藤沢中等部・高等部

西　正明 信州大学

西田　知博 大阪学院大学

西田　英樹 鳥取大学

西野　和典 九州工業大学○

西之園　晴夫 佛教大学○

西端　律子 大阪大学大学院

二宮　利江 電気通信大学
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丹羽　時彦 関西学院大学高等部

野口　紳一郎 龍谷大学

野崎　浩成 愛知教育大学

野村　典子 武庫川女子大学

野村　泰朗 埼玉大学

萩生田　信子 埼玉大学

萩谷　昌己 東京大学大学院

長谷川　友彦 近江兄弟社高等学校

櫨山　淳雄 東京学芸大学

波多野　和彦 メディア教育開発センター

濱　泰裕 兵庫県立神戸高等学校

濱谷　英次 武庫川女子大学

林　徳治 山口大学

林　泰子 山口大学

斐品　正照 東京国際大学

平井　利明 静岡福祉大学

藤田　勇人 高知県立春野高等学校

布施　泉 北海道大学

堀口　真史 埼玉県立総合教育センター

本郷　健 大妻女子大学

本田　敏明 茨城大学○

増澤　利光 大阪大学大学院

益田　隆司 電気通信大学○

松田　稔樹 東京工業大学○

松永　公廣 摂南大学

松原　伸一 滋賀大学○

松山　実 武蔵工業大学

間辺　広樹 神奈川県障害者職業能力開発校

水谷　好成 宮城教育大学

水野　重均 日本学園中学・高等学校

水野　嘉基 椙山女学園高等学校

水野　修治 愛知県総合教育センター

宮地　功 岡山理科大学

宮田　仁 滋賀大学

宮寺　庸造　 東京学芸大学○

村田　利文 滋賀県長浜市立びわ中学校

村田　育也 北海道教育大学

森広　浩一郎 兵庫教育大学

森本　康彦 富士常葉大学

森山　潤 兵庫教育大学

夜久　竹夫 日本大学○

矢島　彰 大阪国際大学

安谷　元伸 滋賀大学教育学部附属中学校

矢野　宏彦 愛知県総合教育センター

山上　通惠 兵庫県立神戸甲北高等学校

山岸　正明 鳥取大学　

山口　晴久 岡山大学

山下　裕司 山口県立岩国高等学校

山城　新吾 徳島文理大学

山西　潤一 富山大学○

山之上　卓 鹿児島大学

山本　恒 園田学園女子大学

吉川　正俊 京都大学

類瀬　健二 筑波大学附属桐が丘特別支援学校

和田　勉 長野大学

渡邊　雅信 比叡山高等学校
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