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地方創生の担い手
人材の育成に向けた取組について

2018年11月 堀田 一芙
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熱中小学校プロジェクトは、まず「人」を変え
その人たちが核となって日本を豊かにする活動です

合言葉
「もういちど七歳の目で世界を･･･」
●シェアリング･リソースである、多様/多才な世界
の教諭陣による、熱のある授業を受けることで、
自分たちの新しい価値を発見する場

●新しい仲間と出会い、交流し、創発的な新しい世
界を表現し、実現していく場

●地元を愛し、高い志とスキルを持って地方創生に
繋がる役割を果たせることが、この学校の理想
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熱中小学校

1校/都道府県・環太平洋に開設

自治体

政府

全国
有識者
210名

構築・運営パッケージ

学びの場 運営資金 運営要員 コンテンツ
廃校など 助成金･授業料/事業収入 地元賛同者 全国の教諭

民間
団体
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アメリカ合衆国

熱中小学校所在地
環太平洋各国
に進出予定

全国都道府県に
設立展開予定

男女構成: 男性57%：女性43%
平均年齢: 52.１歳
生徒総数: 896名 (18歳～82歳)

2018年11月現在

学校所在

市町村
42%

その他

県内
50%

同じ地方
4%

他の地方
4%

生徒居住地
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熱中小学校一覧
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• 全国の学校が教諭陣をシェア
• 教諭の35％は地方より
• 海外校も含めて交流
• 交通費･宿泊費のみ支給

校長＆教

頭

用務員他

社会

生活

理科

体育

ビジネススタートアップ
図工＆美術

家庭科

国語

道徳

共生

音楽

情報

学芸会

算数

英語

観光開発

その他

教員総計 210名

専門分野･担当

学校名 自治体名 開校時期 校長 教頭 利用設備

故 前田一樹　富山大学名誉教授
*2018.11.ご逝去

丸山力　徳島県最高情報統括官
  元日本IBM(株)副社長
原田英男　(社)畜産環境整備機構副理事長
  元農水省畜産部長

竹歳誠　（社)建設経済研究所理事長
  元国交省事務次官、元オーストリア大使

米国ワシントン州 清水楡華　
ベルビュー Bellevue Children’s Academy校長

小学校廃校再生

廃農業研究施設再生2017年4月

2015年10月

2016年8月

2016年9月

小学校廃校再生

重松大輔　(株)スペースマーケット社長 玉川憲　(株)ソラコム社長

山井太　(株)スノーピーク社長 長澤秀行　（公)十勝財団理事長

国宝瑞龍寺

酒蔵等

2016年10月

新城猪之吉　末廣酒造(株)社長

岸田徹　(株)ネットラーニングＨＤＳ会長

(副代表）高橋陽子　

大久保昇　(株)内田洋行社長

塚越寛　伊那食品工業(株)会長

浦聖治　クオリティーソフト(株)社長

近藤紳一郎　(株)スタン社長

東京都八丈町

2017年4月

2017年7月

永田英一郎 (株)サザンクロスシステムズ社長

2018年4月

2018年5月

2017年4月

高校廃校再利用

屋外キャンプ場他

技の館再生

小学校廃校再生

小学校廃校再生

廃植物園再生

すみだ北斎美術館

宮崎こばやし熱中小学校

USAシアトル熱中小学校

宮崎県小林市

高知県越知町

鳥取県琴浦町

和歌山県上富田町

長野県高森町

東京都墨田区熱中小学校東京分校

信州たかもり熱中小学校

紀州くちくまの熱中小学校

とっとり琴浦熱中小学校

越知ぜよ！熱中塾

とくしま上板熱中小学校

十勝さらべつ熱中小学校 北海道更別村

高畠熱中小学校 山形県高畠町

會津熱中塾

高岡熱中寺子屋

八丈島熱中小学校

徳島県上板町

富山県高岡市

福島県会津若松市

澁谷哲一　東京東信用金庫会長

林　靖人　信州大学学術研究院准教授

長井保夫　プラム食品(株)社長

黒笹慈幾　南国生活研究所代表

足立日出男　(株)鳥取銀行専務取締役

廃校再生予定

能勢秀樹　住友林業(株)顧問

いわて遠野熱中小学校 岩手県遠野市 2019年予定

BCA校2019年2月

2018年10月

2018年9月



© 2018 Necchu Elementary School

熱中小学校のコアバリュー：充実した教諭陣 1/2
国語

古森剛 ：株式会社CORESCO代表取締役社長
樋口隆 ：前浜田広介記念館・館長
苅谷夏子 ：大村はま記念国語教育の会事務局長
坂田千代子：株式会社アニバ出版代表取締役社長
須藤晃 ：株式会社カリントファクトリー代表取締役
坪田知己 ：合同会社・Loco共感編集部代表社員
川村晶子 ：富士通株式会社、高知大学地域連携センター客員准教授
鈴木晴彦 ：㈱集英社 常務取締役
林浩史 ：株式会社十勝毎日新聞社 代表取締役社長

英語
浦島久 ：ジョイ・イングリッシュ・アカデミー学院長
神林サリー：Sally’s English Lesson主催 英会話インストラクター
算数
高枝佳男 ：株式会社toor代表取締役社長
田中敦 ：山形大学大学院准教授

理科
杉山智之 ：株式会社本田技術研究所社友
古川英光 ：山形大学大学院教授
早川正士 ：電気通信大学名誉教授
Sarah Marie Cummings：NPO法人桶仕込み保存会代表（生活兼任）
渡部潤一 ：自然科学研究機構国立天文台副台長
石原昇 ：筑波大学国際産学連携本部客員教授
荒木貴之 ：武蔵野大学特任教授、千代田女学園中学校高等学校副校長
城戸淳二 ：山形大学大学院 有機材料システム研究科 卓越研究教授
内海弦 ：アーム株式会社代表取締役社長
浅田一憲 ：独立系研究者,TEDxSapporo理事
斎藤紀男 ：スペースゼロワン代表
請川博一 ：ドローンパイロット、有限会社レイブプロジェクト代表
伊部菊雄 ：カシオ計算機 商品企画
稲見昌彦 ：東京大学先端科学技術研究センター教授
藤井直敬 ：(株)ハコスコ 代表取締役
鹿熊勤 ：ジャーナリスト、ライター
松重和美 ：四国大学学長、京都大学名誉教授

社会
三浦秀一 ：東北芸術工科大学教授
宮原博通 ：有限会社地域環境デザイン研究所所長
犬飼善博 ：日本コンピュータシステム株式会社代表取締役社長
江渡浩一郎：国立研究開発法人産業技術総合研究所主任研究員
北村貴 ：株式会社グロッシー代表取締役社長

安部敏樹 ：一般社団法人リディラバ 代表理事
小野裕之 ：greenz.jp ビジネスアドバイザー
澤上篤人 ：株式会社さわかみホールディングス 代表取締役
橋本久義 ：政策研究大学院大学 名誉教授

道徳
荒澤芳治 ：田沢寺副住職
若杉浩一 ：株式会社内田洋行デザイナー
久米信行 ：久米繊維工業株式会社取締役会長
四津谷道宏：瑞龍寺住職
沖山賢吾 ：進学コンサルタント（沖山教育研究所）
若宮正子 ：開発者
福田幸志郎：株式会社福幸塾代表取締役、勉強を教えない塾じゅくちょう

生活
金川裕一 ：横河レンタ・リース株式会社 代表取締役社長
松村克彦 ：サイボウズ株式会社 社長室 クラウドソーシャルデザイナー
辻育子 ：懐石料理「懐石辻留」４代目
間下直晃 ：株式会社ブイキューブ代表取締役社長
宮崎純子 ：有限会社アークトレーディング代表取締役社長
田澤由利 ：株式会社テレワークマネジメント代表取締役社長
猪俣昭夫 ：奥会津日本みつばちの会会長
大友佐俊 ：料亭 大友楼７代目（株式会社大友楼代表取締役社長）
立花貴 ：株式会社薬師寺門前AMRIT代表取締役社長
根岸裕孝 ：宮崎大学准教授
山井太 ：株式会社スノーピーク代表取締役社長
斎藤賢治 ：株式会社アルカン執行役員
楠本貞愛 ：株式会社きたやま南山代表取締役社長
松崎了三 ：高知工科大学地域連携機構特任教授
山口純哉 ：長崎大学准教授
濱砂圭子 ：株式会社フラウ代表取締役社長
加渡いづみ：四国大学短期大学部教授
有内則子 ：四国大学生活科学部准教授
住友達也 ：株式会社とくし丸代表取締役社長
石原直 ：NPO法人観光情報流通機構理事長
小川克彦 ：慶應義塾大学教授
いちのせかつみ：株式会社 笑 取締役会長
成澤俊輔 ：NPO法人FDA理事
寺本英仁 ：島根県邑南町役場職員、 邑南町観光協会常務理事
大江英樹 ：経済コラムニスト
冨田さとこ：弁護士
石川和男 ：勉強法アドバイザー、税理士、セミナー講師、ビジネス書著者

生駒大壱 ：株式会社旺文社代表取締役社長
柴田孝 ：山形大学客員教授
岡田慶子 ：株式会社ヒキダシ代表取締役
木田幹久 ：株式会社三菱総合研究所・研究員
黒笹慈幾 ：高知大学地域協働学部特任教授
覺正寛治 ：元厚生労働省鹿児島労働局長
平田透 ：元金沢大学大学院人間社会環境研究科教授
山本茂行 ：富山市ファミリーパーク園長
阪井和男 ：明治大学法学部教授
高橋明子 ：杉並TV代表／総務省地域情報化アドバイザー
山田昌弘 ：中央大学文学部教授
校條諭 ：メディア研究者、ＮPO法人みんなの元気学校代表理事
児島宏嘉 ：ラハティ応用科学大学対日文化交流主幹
林薫 ：社会科客員教諭（元教員）
浅沼拓仁 ：マルタ水産加工場代表、八丈島水産加工業協同組合 組合長
江藤政親 ：株式会社ECコンサルカンパニー代表取締役社長
河合祐子 ：日本銀行決済機構局 FinTech センター長
藤野英人 ：レオス・キャピタルワークス代表取締役社長
小林晋也 ：株式会社ファームノート代表取締役
野村文吾 ：十勝バス株式会社代表取締役社長
兎洞武揚 ：株式会社博報堂ブランドデザイン副代表
安立清史 ：九州大学大学院人間環境学研究院・教授
後藤健市 ：株式会社プロットアジアアンドパシフィック代表取締役社長
澁谷哲一 ：東京東信用金庫会長
渋澤健 ：シブサワ・アンド・カンパニー代表取締役社長
大澤真 ：株式会社フィーモ代表取締役社長
増田正二 ：帯広信用金庫会長
永松敦 ：宮崎公立大学教授
池田誠 ：一般財団法人北海道国際交流センター（HIF）事務局長
北郷泰道 ：宮崎県教育庁文化財課専門主幹、南九州大学非常勤講師
南浩史 ：山形座 瀧波CEO、株式会社ダイゾー 取締役
長田城治 ：郡山女子大学家政学部人間生活学科建築デザインコース講師
中野晴啓 ：セゾン投信株式会社代表取締役社長
遠藤諭 ：角川アスキー総合研究所 取締役主席研究員
大宮透 ：行政コンサルタント / 共創コーディネーター
渡邉嘉蔵 ：NPO設立中（野菜等のブランデイング事業）
小林厚士 ：株式会社アイズモーション代表取締役
寺沢秀文 ：満蒙開拓平和記念館館長、不動産鑑定士
安部純子 ：別府市役所職員
辻本一英 ：NPO法人ヒューマンネットとくしま理事長
松澤亜美 ：アディダス ジャパン株式会社ブランドマネージャー
井上優 ：一般社団法人カルチベイト代表理事（こばやし）
中村健 ：早稲田大学マニフェスト研究所事務局長
小笠原慶二：一般財団法人高知県地産外商公社 プロモーション戦略局 局長
小松一之 ：（株）Model Village代表取締役

5 世界最高齢のプログラマー若宮正子
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熱中小学校のコアバリュー：充実した教諭陣 2/2
生活(つづき）

眞鍋邦大 ：株式会社四国食べる通信 代表取締役
開沼博 ：立命館大学准教授
硲弘一 ：株式会社わかるとできる 代表取締役
小島英揮 ：パラレルキャリア

家庭科
山田玲子 ：料理家
村上健 ：株式会社高畠ワイナリー代表取締役社長
山下崇 ：黄八丈ゆめ工房染織家
山根大助 ：シェフ（RISTORANTE PONTE VECCHIO）
枝元ほなみ：料理研究家、チームむかご代表理事
松本美佐 ：お菓子教室＆食育コミュニティキッチンスタジオ代表
田中美和 ：株式会社ＭＩＺＵＹＡ代表取締役社長
千葉祐士 ：(株)門崎 代表取締役
新保吉伸 ：株式会社サカエヤ 代表取締役
宮川順子 ：一般社団法人MIIKU日本味育協会代表理事
沢樹舞 ：株式会社たべるの 代表 、ワインスペシャリスト、菜園料理家

音楽
大間ジロー：元オフコースドラマー「Soul & Beat Unit 天地人」
大平まゆみ：札幌交響楽団コンサートマスター
まき りか：作曲家・作詞家・ミュージカル作家
ピーター・バラカン：ラジオDJ、ブロードキャスター
橘川幸夫 ：デジタルメディア研究所所長、元ロッキング・オン編集室長
大村亘 ：ドラマー、タブラ奏者、作曲家
荻原寛 ：長崎県立大学名誉教授
佐藤正浩 ：アーティスト、愛知県立芸術大学講師

体育
小野裕史 ：インフィニティ・ベンチャーズLLP創業者
久保田克昭：プラネックスコミュニケーションズ株式会社代表取締役会長
犬飼博士 ：ゲーム監督・eスポーツプロデューサー
米司隆明 ：NPOジャパンスポーツコミュニケーションズ代表理事
高田直樹 ：登山家
岩崎由美 ：エコツアーガイド 日本エコツーリズムセンター世話人
浅沼剛成 ：株式会社ウェルネスファームひょうたん島代表取締役社長
岡秀昭 ：娯茶平7代目連長
扇澤郁 ：日本パラグライダー協会スーパーバイザー
外薗明博 ：高畠町役場商工観光課地方創生プロデュ―サー
西澤隆 ：3Dコーチングジャパン 代表、日本スポーツ協会指導者養成講師
天野春果 ：2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員
仲山進也 ：仲山考材株式会社 代表取締役、楽天株式会社 楽天大学学長

給食
大窪和利 ：（有）ダイワファーム代表取締役 （一社）熱中こばやし代表理事
中島武 ：際コーポレーション株式会社 代表取締役

ビジネス・スタートアップ
山寺純 ：株式会社Eyes, JAPAN代表取締役社長（ベンチャー）
古川享 ：日本法人マイクロソフト株式会社初代代表取締役社長（新技術）
佐藤真希子：株式会社iSGSインベストメントワークス取締役 代表パートナー
Brandon K Hill：btrax代表CEO（スタートアップメソッド）
溝口泰雄 ：ソフトバンクコマース&サービス株式会社代表取締役社長兼CEO
堀口純一 ：ZEROBILLBANK LTD代表取締役社長
中村貴裕 ：チームHAKUTO/株式会社ispace取締役COO（起業）
村口和孝 ：日本テクノロジーベンチャーパートナーズ代表
村岡浩司 ：有限会社一平代表取締役、MUKASA-HUB（ムカサハブ）代表
大越賢治 ：株式会社ウィルド 代表取締役

情報
上松恵理子：武蔵野学院大学国際コミュニケーション学部准教授、
下川和男 ：イースト株式会社代表取締役会長
藤元健太郎：D4DR株式会社代表取締役社長（ネットビジネス）
吉澤隆 ：株式会社マーケティングジャンクション代表取締役
平藤雅之 ：東京大学大学院農学生命科学研究科附属生態調和農学機構国際フィールド

フェノミクス研究拠点特任教授

学芸会・映画製作・伝達
藤田将範 ：音楽座ミュージカル（元劇団四季団員)
久松猛朗 ：松竹株式会社元常務取締役
中島信也 ：東北新社取締役/CMディレクター
倉崎憲 ：NHKディレクター

観光開発
梶明彦 ：ワタベウェディング株式会社顧問（観光開発）
柏尾哲哉 ：弁護士
水野雅弘 ：株式会社TREE 代表取締役
崎野隆一 ：本田技研工業株式会社 Honda woods活動アドバイザー

特別教諭
山崎史郎 ：リトアニア大使
大森京太 ：株式会社 三菱総合研究所 取締役会長

図工
山崎和彦 ：千葉工業大学工学部教授
広谷純弘 ：株式会社アーキヴィジョン広谷スタジオ代表取締役社長
安藤邦廣 ：筑波大学名誉教授
細野昭雄 ：株式会社アイ･オー･データ機器代表取締役社長
橋本麻里 ：公益財団法人永青文庫副館長
小杉博俊 ：紙の仕事人（発想工作）
堀浩哉 ：多摩美術大学名誉教授
花堂純次 ：映画監督

美術
富田潤 ：冨田潤染織工房
野田雄一 ：富山ガラス工房館長
中里隆 ：陶芸家
大原あかね：公益財団法人 大原美術館 理事長
畠中智子 ：ワークショップのファシリテーター

放送室
中村寛治 ：株式会社ヒューマンセントリックス代表取締役社長
岸田徹 ：株式会社ネットラーニングホールディングス代表取締役会長

保健室
仙道富士郎：元山形大学学長
米山公啓 ：作家・医学博士（神経内科）
新居日南恵：株式会社 manma 代表取締役
市原美穗 ：（NPO）ホームホスピス宮崎、(一社)全国ホームホスピス協会理事長

共生（畜産・農業）
中川裕之 ：株式会社ノラワークスジャパン代表取締役
原田英男 ：一般社団法人畜産環境整備機構理事（畜産）
新村浩隆 ：有限会社十勝しんむら牧場代表（畜産）
西岡一洋 ：東京大学大学院農学生命科学研究科所属、特任研究員（農業ICT）
太田荘一郎：株式会社イーストクリエーション代表取締役社長（ぶどう畑再生）
飯尾裕光 ：株式会社りんねしゃ FARM MANAGER
濱沙清 ：一般社団法人ＳＩＮＫａ代表理事
小谷あゆみ：フリーアナウンサー・農業ジャーナリスト
黒田泰裕 ：㈱油津応援団 代表取締役
榊田みどり：食・農関係の記者

6 奥会津のマタギ 猪俣昭夫
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EC＋メディアとしてのコミュニティサイト｢熱中通販｣

• 地元の産品を発掘、販売することによる地域経済の活性化

• コミュニティメディアとして広範囲への地域の魅力の情報発信

• 熱中小学校の授業料以外の収益源となり、自走させるプラットフォーム

先行した地域では、熱中小学校のコンテンツや先生方の発信力を活かしたメディア
としての強みが発揮され通販のノウハウが蓄積されてきた

 熱中小学校の知名度が向上し、地域創生の効果が現れ始めた
 2019年4月の本格稼働に向けて商品とシステムを鋭意開発中
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2019年２月シアトル校開校

米国シアトルで産声を上げる｢熱中小学校｣海外第一校。現地の日本人コ
ミュニティと日本をつなぎ、先生・生徒の相互交流を促進。
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懸命に努力すれば - 住みたい町で 幸せになれる日本に。
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