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赤嶺 恵理 杏林大学
芦原 ひとみ 日本福祉大学大学院
東 景子 首都大学東京大学院
新井 愛子 港区役所
荒巻 智之 久留米大学
安 ホセ 東北福祉大学大学院
飯田 葉子 広島福祉専門学校
池田 真紀 北海道大学大学院
石川 衣紀 白梅学園大学
今井 七重 平成医療短期大学
今任 啓治 社会福祉法人至誠会福祉会
任 貞美 同志社大学
上原 紀美子 久留米大学
王 姿月 (所属なし）
大賀 英史 日本マインドフルライフ協会
大倉 沙江 筑波大学大学院
大塚 剛司 埼玉県中央児童相談所
大塚 裕子 公立はこだて未来大学
大野 真由子 日本学術振興会
大橋 いづみ 日本福祉大学大学院
大林 由美子 日本福祉大学
大原 ゆい 京都府立大学
奥江 香 昭和女子大学大学院
小沼 聖治 日本福祉大学
糟谷 佐紀 神戸学院大学
加藤 清人 平成医療専門学院
金山 美和子 長野県短期大学
金田 晴人 日本年金機構
狩野 聖子 昭和女子大学
川崎 順子 九州保健福祉大学
川村 勝之 社）東京聖労院サンサン赤坂
姜 壽男 東京福祉大学
姜 民護 同志社大学大学院
菅野 花恵 バルドスタ州立大学

新入会員の方々

菅野 花恵 バルドスタ州立大学
紀 斌 青島市社会福利院
金 吾燮 法政大学
清信 大樹 日本福祉大学大学院
工藤 瑞香 (所属なし）
倉島 秀明 健康科学大学
小関 久恵 東北公益文科大学
小谷 恵子 アルファ医療福祉専門学校
後藤 静 日本福祉大学大学院
後藤 宏子 特定非営利活動法人東京養育家庭の会
坂本 俊彦 山口県立大学
佐々木 晃子 久留米大学
佐藤 可奈 聖徳大学
佐藤 祐輔 四天王寺大学大学院
山東 綾乃 京都府立大学大学院
塩津 博康 高崎健康福祉大学
島野 麻里子 心臓血管センター金沢循環器病院
清水 由賀 早稲田大学
下垣 光 日本社会事業大学
下田 学 福岡県立大学
趙 美貞 東洋大学大学院
白杉 眞 特定非営利活動法人スリーピース
末田 千恵 横浜創英大学
杉保 友崇 聖隷クリストファー大学大学院
杉山 京 岡山県立大学大学院
関川 芳孝 大阪府立大学
妹尾 和美 明星大学
髙木 憲司 厚生労働省
高橋 あき子 昭和学院短期大学
武本 久美子 筑紫女学園大学大学院
田島 望 九州看護福祉大学
田尻 さやか 東京家政学院大学
田中 弘美 同志社大学
田幡 恵子 大正大学
塚本 恵里香 早稲田大学
鶴田 禎人 宮崎大学
出井 涼介 岡山県立大学大学院
遠山 景広 北海道大学大学院



時永 真人 北星学園大学
富澤 彰雄 徳島文理大学
富松 玲香 日本福祉大学大学院（通信教育）
仲井 達哉 岡山旭東病院
中尾 竜二 岡山県立大学大学院
長沼 洋一 東海大学
中村 隆行 関西大学大学院
中村 容子 浦安市教育委員会
那須 直樹 特定非営利活動法人こども福祉研究所
野村 尚克 Causebrand　Lab
袴田 光樹 能代山本医師会病院
朴 仁淑 立命館大学大学院
朴 素瀅 早稲田大学
朴 保善 西天王寺大学大学院
橋本 夏美 日本社会事業大学大学院
長谷部 隆一 医療法人　仁康会
春木 裕美 白鳳女子短期大学
樋口 和子 朝倉保育園
久野 真知子 北星学園大学
布川 日佐史 法政大学
福田 いずみ （一社）JA共済総合研究所
福田 潤 東北福祉大学
藤木 美奈子 龍谷大学
古川 和稔 宇都宮短期大学
寳田 玲子 関西福祉科学大学
牧田 幸文 川崎医療福祉大学
増田 博司 青梅市役所
松本 望 日本社会事業大学大学院
南 友二郎 同志社大学大学院
三宅 雄大 首都大学東京
宮﨑 理 北星学園大学大学院
宮崎 理枝 市立大月短期大学
村本 浄司 茨城県立あすなろの郷
保田 恵莉 花園大学
保良 昌徳 沖縄国際大学
薮内 さつき 徳島大学
山口 幸夫 日本社会事業大学
山口 美香 柏市教育委員会
山田 有芸 筑波大学大学院
吉羽 弘明 明治学院大学大学院
李 京真 立正大学大学院李 京真 立正大学大学院
劉 峰 東北福祉大学大学院


