
  2011年度第6回～2012年度第１回理事会承認127名（ 50音順 敬称略）

青木 正恵 福岡徳州会病院
青田 和憲 青田社会福祉士事務所
青山 美智子 仙台青葉短期大学
浅山 理華 大阪市立大学
穴井 あけみ 西南学院大学
井澤 菜穂 明治学院大学大学院
石川 由美 高知県立大学
石川 陽一 ㈱生活構造研究所
磯部 ゆかり 北海道ハイテクノロジー専門学校
岩井 阿礼 淑徳大学
岩澤 竜司 東北福祉大学大学院
岩永 耕 諫早市社会福祉協議会
岩本 希 北星学園大学大学院
上田 祐美子 法政大学
上田 早記子 四天王寺大学
上野山 裕士 大阪大学大学院
浦 秀美 長崎国際大学
江連 崇 専修大学大学院
江波戸 夕香 立教大学大学院
呉 鴻鎭 福岡県立大学大学院
大石 剛史 国際医療福祉大学
大裏 瑞穂 日本福祉大学
大谷 旭 広島市安佐北区社会福祉協議会
大屋 陽祐 育英短期大学

新入会員の方々

大屋 陽祐 育英短期大学
小川 一行 共生館国際福祉医療カレッジ
小川 知晶 川崎医療福祉大学大学院
小野 芳秀 東北福祉大学
小野﨑 寧彦 東京国際大学大学院
鍛治 智子 立教大学大学院
梶原 英輝 大津赤十字病院
金田 康平 東北福祉大学
亀田 良克 聖ヶ丘教育福祉専門学校
川合 正晃 埼玉県立大学大学院
川村 真弓 大阪保健福祉専門学校
菊浦 理奈 鹿児島国際大学大学院
菊地 勝也 流通経済大学大学院
木島 貴宏 船橋市立リハビリテーション病院
橘田 康世 東洋大学大学院
金 暻玟 龍谷大学
金 信慧 東洋大学大学院
金 美志 四国学院大学
久間 知子 長崎国際大学
熊谷 大輔 (有)埼玉ライフサポート
倉澤 裕基 大阪府交野市役所
KREASITA 九州大学
黄 驥 龍谷大学
小柴 晃 (株）都市科学政策研究所
斉藤 共代 横浜市北部地域療育センター
齋藤 義彦
佐々木 充直 NPO法人かたつむり
佐藤 曉美 立教大学大学院
佐藤 雅子 お茶の水女子大学大学院



佐藤 光友 大阪府立大学
佐藤 桃子 大阪大学大学院
佐藤 慶之 NPO法人　カシオペア障連
座安 晃生 調布学園
澤田 優美子 日本社会事業大学大学院
品田 彩子 筑波大学大学院
澁谷 智子 東京大学大学院
清水 克修
張 珉榮 明治学院大学大学院
田 鎬成
白井 誠一朗
白男川 尚 東洋大学
菅井 貫太郎 福岡県立大学
杉田 貴行 同志社大学大学院
杉山 宗尚 湊川短期大学
高尾 淳子 愛知江南短期大学
高田 洋平 京都大学大学院
髙田 裕子 鹿児島国際大学大学院
髙橋 悦子 大阪府立大学大学院
高橋 靖子 横浜市西部地域療育センター
竹永 吉伸 山口県社会福祉事業団
竹原 幸太 東北公益文科大学
田中 一旭 大分大学大学院
田中 将太 福岡県立大学大学院
田邊 蘭 関西電力病院
種田 綾乃 国立精神・神経医療研究センター
田宮 遊子 神戸学院大学
丹波 勇気 関西学院大学
中條 桂子 法政大学大学院
中馬 充子 西南学院大学
寺嶋 康正 山形県立米沢女子短期大学
中 良育 志社大学大学院中井 良育 同志社大学大学院
中尾 治子 名古屋経営短期大学
中島 民恵子 医療経済研究機構
西 智子 聖徳大学
西岡 弥生 聖隷クリストファー大学大学院
野田 晃生 筑波大学大学院
花輪 祐司 山本病院
林 匡子 社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団
韓 知炯 首都大学東京大学院
阪東 美智子 国立保健医療科学院
一杉 浩史 横浜新都市脳神経外科病院
廣瀬 みどり 社会福祉法人みおつくし福祉会　東さくら園
福本 康子 日本福祉大学大学院
藤原 ヨシ子 横浜市神奈川区福祉保健センター
船谷 博生 株式会社テミル
白 承國 同志社大学
細田 武伸 鳥取大学
前田 晃秀 筑波大学大学院
前田 佳代子 聖和短期大学
前廣 美保 武蔵野大学
眞口 啓介 聖隷クリストファー大学
益子 徹 日本社会事業大学大学院
松尾 祐子 富山福祉短期大学
松田 光一郎 NPO法人！－style
松谷 直美 日本社会事業大学大学院
松本 聡子 佛教大学
丸目 満弓 近畿医療福祉大学
水野 和代 名古屋市立大学大学院



宮島 朋子 東京学芸大学大学院
武藤 大司 名古屋経営短期大学
孟 浚鎬 同志社大学
桃井 克将 神戸大学大学院
森内 智子 四国学院大学
森山 拓也 日本福祉教育専門学校
保田 真希 北海道大学大学院
矢野 茂生 大分県立ニ豊学園
山﨑 康一郎 環太平洋大学
山田 三知子 大阪市立大学大学院
山本 明彦 社会福祉法人めぐみ会
吉岡 夏紀 龍谷大学大学院
吉田 恭子 福岡県立大学
若林 功 独立行政法人高齢・障害求職者雇用支援機構
渡辺 央 東京成徳大学
渡辺 恭江 国立精神・神経医療研究センター


