
学長・学部長 大学教員 附属学校教員

北海道 北海道教育 蛇穴 治夫 海老名 尚 水野 秀哲

弘　　　前 戸塚　学 大髙 明史 髙木　晋

岩　　　手 遠藤 孝夫 宇佐美公生 名越 利幸

東 東　　　北 高橋　満 工藤与志文

宮 城 教 育 見上 一幸 竹内　洋 水谷 好成

秋　　　田
（教育文化学部）

武田　篤 佐藤 修司 小玉リツ子

北 山　　　形
(地域教育文化学部)

出口　毅 江間 史明

〃 渡邉 裕美

福　　　島
（人間発達文化学類）

千葉 養伍 松下 行則 渡辺　隆

茨　　　城 生越　達 荒川　智 勝本　真

筑　　　波
（人間学群）

吉田 武男 藤田 晃之 宮本 信也

筑 波 技 術
(障害者高等教育研究支援ｾﾝﾀｰ)

加藤　宏

宇　都　宮 伊東 明彦 天沼　実 小原 伸一

関 群　　　馬 齋藤　周 益田 裕充 西薗 大実

埼　　　玉 細渕 富夫 山本 利一 首藤 敏元

千　　　葉 高橋 浩之 小宮山 伴与志 山田 哲弘

東　　　京 沖濱　真治

東 京 学 芸 出口 利定 國分　充 赤羽 寿夫

東 東 京 藝 術
（音楽学部）

迫　昭嘉 佐野　靖 鈴木 芳明

お茶の水女子 藤崎 宏子

横 浜 国 立
（教育人間科学部）

杉山久仁子 加藤 圭司 大瀧 郁彦

山　　　梨 中村 和彦 大隅 清陽 古家 貴雄

新　　　潟 鈴木 賢治 木村 政伸 津野庄一郎

北 上 越 教 育 佐藤 芳德 宮下 敏恵 越　良子

富　　　山
（人間発達科学部）

鳥海 清司 大川 信行 堀田 朋基

金　　　沢
（人間社会学域学校教育学類）

守屋 哲治 田邊 俊治 山本　仁

陸 福　　　井 石井バークマン麻子 山本 博文 三田村 彰

信　　　州 永松 裕希 高崎 禎子 宮崎 樹夫
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学長・学部長 大学教員 附属学校教員

岐　　　阜 池谷 尚剛 山田 敏弘 須本 良夫

東 静　　　岡 菅野 文彦 谷　健二 大村 高弘

海 愛 知 教 育 後藤ひとみ 菅沼 教生 加藤 祥子

三　　　重 藤田 達生 鶴原 清志 西村 泰一

滋　　　賀 渡部 雅之 齋藤 浩文 久保 加織

京 都 教 育 細川 友秀 伊藤 悦子 岡田　直樹

近 大 阪 教 育 栗林 澄夫 伊藤 敏雄 佐々木 靖

兵 庫 教 育 福田 光完 田中 雅和 國岡 髙宏

神　　　戸
（発達科学部）

岡田 修一 小髙 直樹 伊藤　篤

畿 奈 良 教 育 加藤 久雄 鈴木 洋子 今　正秀

奈 良 女 子 吉田　隆

和　歌　山 永井 邦彦 江田 裕介 舩越　勝

鳥　　　取
（地域学部）

藤井　正 足立 和美

〃
（附属学校部）

三木 裕和

中 島　　　根 小川　巌 藤田 英樹 小林 敏朗

岡　　　山 髙塚 成信 稲田 佳彦 田中 智生

国 広　　　島
（教育学部）

小山 正孝 山元　隆春

〃
（附属学校支援ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

三藤 義郎

山　　　口 岡村 康夫 和泉 研二 濱崎 幸貴

鳴 門 教 育 山下 一夫 長島 真人 西村 公孝

四 香　　　川 毛利　猛 有馬 道久 時岡 晴美

国 愛　　　媛 佐野　栄 太田 佳光 玉井 啓二

高　　　知 藤田 詠司 岡谷 英明 谷脇のぞみ

福 岡 教 育 櫻井 孝俊 相部 保美 永溝 弘幸

佐　　　賀 田中 彰一 都築　彰 栗原　淳

九 長　　　崎 藤木　卓 宮下　茂 佐藤 凡人

熊　　　本 八幡 英幸 藤田　豊 牛野 忠男

大　　　分 古賀 精治 黒川　勲 堀　泰樹

州 宮　　　崎 添田　佳伸 幸　秀樹 河原 国男

鹿　児　島 土田　理 大坪 治彦 山下　守

琉　　　球 小田切忠人 小野寺清光 斉藤美喜夫

※　評議員の任期は，日本教育大学協会規約第１８条により，2年（本年度は28・29年度の2年間）と定められている。各大学，地区会の諸事情
　により，任期途中で交替する評議員は速やかに所属の地区会にその旨を連絡し，地区会は  事務局まで地区会長名で，委員の交替の報告を
　文書で提出することとする。
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