
 
 
 
 
 
 

赤尾 千恵美 医療法人社団みなづき会春江町クリニック 
秋竹 純   福岡県立大学院 
秋山 雅代  日本福祉教育専門学校 
東 悠介   東京大学 
阿南 健太郎 一般財団法人児童健全育成推進財団 
荒木 晴美   中京学院大学 
有海 順子   山形大学 
有本 信安   株式会社 SHIP 
有賀 彩乃   新潟大学大学院 
生田 大地   放送大学大学院 
池田 健太郎 大阪市立大学 
泉 優紀子   北海道大学大学院 
板橋 史宣   東洋大学大学院 
今中 博之   大阪府立大学大学院 
岩川 奈津   愛知教育大学 
尹 暁珊   東洋大学大学院 
上野 米子  
上野 順子   東洋大学大学院 
牛田 稔一   （医財）北聖会 
内田 和宏   早稲田大学 
浦口 美穂   東洋英和女学院大学大学院 
榎本 博文   愛知県立大学 
大隅 薫   早稲田大学 
大塚 薫   淑徳大学 
大塚 浮子   熊本学園大学大学院 
大野 安彦   名古屋市立大学大学院 
大野 慶   北海道大学大学院 
大原 昌明   北星学園大学 
岡野 聡子   奈良学園大学 
岡本 周佳  
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音山 裕宣   川崎市高津区役所保健福祉センター 
小野内 智子 東洋大学 
甲斐 更紗   九州大学 
柿本 将太  久留米大学大学院 
掛川 直之  大阪市立大学 
勝田 和典   西九州大学 
要 厚子   特定非営利活動法人メイアイヘルプユー 
兼田 美幸  一般社団法人はっぱのおうち 
川喜田 恵美 神戸女子大学 
川島 正恵  元筑波大学大学院 
川中 大輔  龍谷大学 
神崎 弘恵  東京福祉大学大学院 
岸本 衣里  新見公立短期大学 
衣笠 秀一  日本社会事業大学 
木村 由美  聖隷クリストファー大学大学院 
許 昕    金沢大学 
久保木 紀子 広島国際大学 
熊本 圭吾  長野保健医療大学 
倉本 亜優未 岡山県立大学 
黒木 教裕  特別養護老人ホーム立縫の里 
吴 臻    九州大学大学院 
今野 亮太  社会福祉法人なのはな会 
齊藤 雅章  岩見沢児童相談所 
佐々木 絢子 桜美林大学 
佐藤 岳彦  特定非営利活動法人ワンファミリー仙台 
佐藤 真江  アイ・シー・ネット株式会社 
佐藤 美哉子 聖隷クリストファー大学大学院 
塩野 仁志  立命館大学 
重松 貴子  東京大学大学院 
下小路 尚樹 介護老人保健施設フローラさいせい 
上西 一貴  東洋大学大学院 
全 泓奎   大阪市立大学 
白石 敦子  日本社会事業大学大学院 
鈴木 育美  札幌刑務支所 
髙木 政代  



髙田 梨恵  岩手県立大学 
高田 歩美  東洋大学大学院 
髙橋 千聖  淑徳大学大学院 
高原 稔   新潟大学大学院 
髙松 美樹  熊本学園大学大学院 
田中 奈緒子 昭和女子大学 
田中 雄一郎 社会福祉法人山形村社会福祉協議会 
田中 大海  久留米大学 
棚田 裕二  
崔 榮恩   北栄町教育委員会 
張 思銘   北海道大学大学院教育学院 
丁 泰熙   日本社会事業大学大学院 
友居 和美  大阪府立大学大学院 
永井 義雄  大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類 
中川 美幸  福岡県立大学 
中里 哲也  東京福祉大学 
中澤 未美子 名古屋大学 
中路 栄介  熊本学園大学大学院 
中島 航   九州大谷短期大学   
仲野 由佳理   日本学術振興会 
永見 芳子   美作大学 
西川 友理  京都西山短期大学 
西部 麻衣子 大阪府立大学 
橋本 美香  東北文教大学短期大学部 
橋本 悠紀  城西国際大学 
花田 美那子 福岡県立大学大学院 
原 政代   関西大学 
藤原 るか  共に介護を学びあい励まし合いネットワーク 
堀田 彩   広島大学大学院 
堀江 孝司  首都大学東京 
前田 瞬   徳山大学 
牧野 一元  大阪樟蔭女子大学 
牧野 恭典  神戸医療福祉大学 
益山 桂太郎 社福）青十字サマリヤ会 
松﨑 実穂    国際基督教大学 



松永 繁   日本福祉教育専門学校 
三上 民喜  龍谷大学大学院 
三橋 優介  久留米大学 
宮川 雅充  関西学院大学 
宮川 導子  行政書士法人横浜行政手続事務所 
森 奈祐   社会福祉法人創和 
森 久栄   大阪夕陽丘学園短期大学 
森田 三由樹 名古屋大学 
八木 稔   新潟大学大学院 
矢嶋 里絵   首都大学東京 
矢部 光保   九州大学大学院農学研究院 
山田 美智子 The Chris Ruth Centre Trust 
山邊 聖士   一橋大学大学院 
山本 綾子   三重県立こころの医療センター 
楊 暁敏   大阪府立大学 
吉田 竜平  学校法人大原学園大原医療福祉専門学校 
四元 真弓  鹿児島国際大学 
米田 龍大  北海道医療大学大学院 
麗 麗    東洋大学 
陸 雅錦   国際医療福祉大学 
梁 卓慧   金沢大学 
若山 徳明  
渡邊 佳代子  広島市立リハビリテーション病院 


