
2015 年度第 1 回理事会承認 72 名、2015 年度第 2 回理事会承認 25 名 (計 97 名 50 音順 敬称略) 
 
金子 裕利 （社副）横浜博萌会 汲沢地域ケアプラザ 
佐草 智久 立命館大学 
金 暎智 龍谷大学 
岡田 弘明 大阪千代田短期大学 
荷出 翠 大阪体育大学 
大曲 睦恵 ルーテル学院大学大学院 
久佐賀 眞理 長崎県立大学 
川端 奈津子 群馬医療福祉大学 
山内 未紗希 福岡県立大学大学院 
夏秋 圭助 西南学院大学 
加藤 慶 日本社会事業大学大学院 
高濱 明日香 株式会社リクルートキャリア 
原 修一 九州保健福祉大学 
三國 吾郎 公益財団法人群馬慈恵会 松井田病院 
岡部 沙耶 東京都社会福祉協議会 
岩田 直子 筑波大学附属病院 
村里 優 福智高等学校 
滝島 真優 社会福祉法人つるかわ学園 
崔 恩熙 日本福祉大学 
内藤 千尋 白梅学園大学 
時本 ゆかり 大阪人間科学大学 
浅田 明日香 愛知県立大学大学院 
李 省翰 日本福祉大学大学院 
三宅 由佳 関西学院大学大学院 
小早川 希代子 上智大学大学院 
黒田 登紀美  
泉 秀生 郡山女子大学 
西村 幸満 国立社会保障・人口問題研究所 
泉田 信行 国立社会保障・人口問題研究所 
黒田 有志弥 国立社会保障・人口問題研究所 
竹内 友章 関西学院大学 
阿部 里美 日本大学 
宮宇地 雄介 川崎医療福祉大学 
齋藤 市子 関西学院大学 
榊原 良平 関西学院大学 
朴 順龍 同志社大学 社会学研究科 
藤村 文子 人吉市役所 健康福祉部 
内木場 雅子 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 
石島 健太郎 東京大学大学院 
中井 昭文 尼崎市役所 
伊藤 史人 島根大学 
趙 顯英 同志社大学大学院 
吉岡 昌美 徳島大学 
齋藤 健児 東北公益文科大学 
鄭 煕聖  
今給黎 陽 久留米大学大学院 
眞口 良美 聖隷クリストファー大学 
小田村 悠希 久留米大学 

新入会員の方々 



久保 茂樹 医療法人 悠紀会病院 
高取 しづか 神奈川県立保健福祉大学 
菱ヶ江 惠子 日本福祉大学大学院 
蒲池 光雲 久留米大学 比較文化研究科 
松渓 智恵 大阪市立大学大学院 
朴 賢貞 日本社会事業大学大学院 
坂入 竜治 武蔵野大学 
川島 雅子 神奈川工科大学 
平野 裕司  
矢ヶ部 陽一 北九州市役所 
中島 広明  
村上 佳子 聖カタリナ大学 
高石 啓人 早稲田大学大学院 
安井 優子 関西学院大学大学院 
宮國 康弘 千葉大学 
河野 則子 新渡戸文化短期大学 
李 ナリ 龍谷大学 
早川 明 秋田看護福祉大学 
冨田 千晶 鈴鹿医療科学大学 
杉山 貴士 尼崎医療生活協同組合（佛教大学非常勤講師） 
佟 丹     東洋大学 
田中 尚樹 日本福祉大学 
森 麻希 上武大学 
赤﨑 敦子 山口県立大学大学院 
高林 亜希子 高崎健康福祉大学 
小島 克久 国立社会保障・人口問題研究所 
坂本 優 国立大学法人 熊本大学 
戸田 重央 株式会社ゼネラルパートナーズ 
荒木 徳孝 倉敷芸術科学大学 
相浦 京子 福岡県立大学 
丹下 美輪 聖カタリナ大学 
韓 松怡 日本社会事業大学 
佐藤 昭洋 東洋大学 大学院 
徳村 牧 大阪市立大学 大学院 
根本 輝 株式会社 オールプロジェクト 
加藤 悠 川口市役所 
池本 賢一 福岡県立大学 大学院 
尾島 俊之 浜松医科大学 
曽根 直樹 厚生労働省 
藤原 隆宏 佛教大学 
西本 彩香 愛知県立大学大学院 
田代 真樹 新潟医療福祉大学大学院 
花園 啓輔 熊本市東区福祉事務所 
澁谷 香 社会医療法人秀公会¥n あづま脳神経外科病院 
木村 和宣 NPO 法人 地域たすけあいの会 
林 和秀 立教大学 
渡部 智之 京都大学大学院 
森 朋子 宗教法人救世軍 救世軍ブース記念病院 
木元 浩一 早稲田大学 


