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1 国立 北海道教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 80 教職大学院長 安川　禎亮

2 国立 弘前大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 18 教育学研究科長 福島　裕敏 理事

3 国立 岩手大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 16 教育学研究科長 田代　高章

4 国立 宮城教育大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 52
教育学研究科長･
副学長

松岡　尚敏 理事

5 国立 秋田大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 20 教育学研究科長 上田　晴彦

6 国立 山形大学大学院 教育実践研究科 教職実践専攻 20 教育実践研究科長 中西　正樹

7 国立 福島大学大学院 人間発達文化研究科 教職実践専攻 16 人間発達文化研究科長 初澤　敏生 監事

8 国立 茨城大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 43 教育学研究科長 野崎　英明

9 国立 宇都宮大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 18 教育学研究科長 加藤　謙一

10 国立 群馬大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 20 専門職学位課程長 音山　若穂

11 国立 埼玉大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 52 教育学研究科長 堀田　香織

12 私立 聖徳大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 15 学長 川並　弘純

13 国立 千葉大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 20 教育学研究科長 小宮山　伴与志

14 国立 東京学芸大学大学院 教育学研究科 教育実践専門職高度化専攻 210 教職大学院長 佐々木　幸寿 副会長

15 私立 創価大学大学院 教職研究科 教職専攻 25 教職研究科長 吉川　成司

16 私立 玉川大学大学院 教育学研究科 教職専攻 20 教職大学院科長 山口　圭介

17 私立 帝京大学大学院 教職研究科 教職実践専攻 30 教職研究科長 清水　静海

18 私立 早稲田大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 60
高度教職実践専攻
主任

三村　隆男 理事

19 国立 横浜国立大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 60 高度教職実践専攻長 和田　一郎 理事

20 国立 山梨大学大学院 教育学研究科 教育実践創成専攻 38 教育学研究科長 古家　貴雄

21 国立 新潟大学大学院 教育実践学研究科 教育実践開発専攻 20 教育実践学研究科長 高木　幸子

22 国立 上越教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 190 学長 林　　泰成 理事

23 国立 富山大学大学院 教職実践開発研究科 教職実践開発専攻 14 教職実践開発研究科長 成瀬　喜則

24 国立 金沢大学大学院 教職実践研究科 教職実践高度化専攻 15 教職実践研究科長 大谷　　実

25 国立 福井大学大学院
福井大学・奈良女子大
学・岐阜聖徳学園大学連
合教職開発研究科

教職開発専攻 60
連合教職開発研究科
長

柳澤　昌一

26 国立 信州大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 30 高度教職実践専攻長 谷塚　光典

27 国立 岐阜大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 40 教育学研究科長 山田　雅博

日 本 教 職 大 学 院 協 会 会 員 大 学 一 覧

令和4年6月1日現在

会員代表者職・氏名



No. 区 分 大 学 院 名 研 究 科 名 専　攻　名
定　員
（人）

備　考会員代表者職・氏名

28 国立 静岡大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 45 教育実践高度化専攻長 大塚　　玲 理事

29 私立 常葉大学大学院 初等教育高度実践研究科 初等教育高度実践専攻 20
初等教育高度実践研
究科長

久米　昭洋

30 国立 愛知教育大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 120 学長 野田　敦敬

31 国立 三重大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 25 教育学研究科長 伊藤 信成

32 国立 滋賀大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 35 教育学研究科長 徳田　陽明

33 国立 京都教育大学大学院 連合教職実践研究科 教職実践専攻 95
副学長（連合教職実
践研究科担当）

竺沙　知章

34 私立 立命館大学大学院 教職研究科 実践教育専攻 35 教職研究科長 森田　真樹 副会長

35 国立 大阪教育大学大学院 連合教職実践研究科 高度教職開発専攻 150 学長 岡本　幾子 理事

36 国立 兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 教育実践高度化専攻 155 学長 加治佐哲也 会長

37 国立 奈良教育大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 50 学長 宮下　俊也

38 国立 和歌山大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 30 教育学研究科長 本山　　貢

39 国立 島根大学大学院 教育学研究科 教育実践開発専攻 20 教育実践開発専攻長 加藤  寿朗 監事

40 国立 岡山大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 45 教育学研究科長 髙瀬　淳

41 国立 広島大学大学院 人間社会科学研究科 教職開発専攻 30 教職開発専攻長 山崎　敬人 理事

42 国立 山口大学大学院 教育学研究科 教職実践高度化専攻 28 教育学研究科長 鷹岡　　亮

43 国立 鳴門教育大学大学院 学校教育研究科 高度学校教育実践専攻 180 学長 佐古　秀一

44 国立 香川大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 20 教育学研究科長 野﨑　武司 理事

45 国立 愛媛大学大学院 教育学研究科 教育実践高度化専攻 40 教育学研究科長 小助川　元太

46 国立 高知大学大学院 総合人間自然科学研究科 教職実践高度化専攻 15 教職実践高度化専攻長 中野　俊幸

47 国立 福岡教育大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 50  教育学研究科長 森　保之

48 国立 佐賀大学大学院 学校教育学研究科 教育実践探究専攻 20 学校教育学研究科長 小野　文慈

49 国立 長崎大学大学院 教育学研究科 教職実践専攻 28 教育学研究科長 藤本　　登

50 国立 熊本大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 30 教育学研究科長 八幡　彩子 理事

51 国立 大分大学大学院 教育学研究科 教職開発専攻 20 教育学研究科長 古賀　精治 理事

52 国立 宮崎大学大学院 教育学研究科 教職実践開発専攻 20 教育学研究科長 藤井　良宜

53 国立 鹿児島大学大学院 教育学研究科 学校教育実践高度化専攻 20 教育学研究科長 有倉　巳幸

54 国立 琉球大学大学院 教育学研究科 高度教職実践専攻 20 教育学研究科長 萩野　敦子


