
 
 
 
 
青木 尚人 立教大学 

青柳 修平 TRINITY SOLUTION 

新井 洋之 葛飾区役所 

荒木 菜奈 大分大学大学院 

有野 雄大 筑波大学大学院 

有馬 靖子 きょうだい支援を広める会 

安發 明子 立命館大学 

安藤 友子 日本福祉大学大学院 

安樂 英美 鹿児島国際大学 

李 東振 同志社大学 

伊井 勇 立命館大学大学院 

井川 裕覚 上智大学 

幾田 こずえ 東京福祉専門学校 

石山 美枝 医療法人社団ホームアレー 

市原 純 北翔大学 

伊藤 慶充 同志社大学 

井上 務 日本福祉大学 

岩永 由佳 西南学院大学大学院 

岩見 由美  

内山 聡至 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

王 翰博 東京福祉大学・大学院 

押領司 賢二 社会福祉法人章佑会和光市共生型福祉施設ひかりのさと 

大河原 花子 東洋大学大学院 

大久保 薫 札幌学院大学 

大塚 千枝 厚生労働省 

大部 さつき アルファ医療福祉専門学校 

大山 真澄 日本女子大学 

奥山 洋祐 川口市横曽根地域包括支援センター 

小倉 靖範 愛知教育大学 

郭 鍇 一橋大学 

柏木 志保 日本福祉大学 

勝見 駿佑 関西学院大学大学院 

角 朋之 厚生労働省関東信越厚生局 

金澤 潤一郎 北海道医療大学 
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上川 毅 佛教大学 

姜 允彬 大阪公立大学 

木村 将夫 阪南市立たんぽぽ園 

桐原 尚之 立命館大学 

金 明月 県立広島大学 

久保田 怜 大阪大学 

倉田 あゆ子 日本女子大学 

栗山 翔吏 久留米大学大学院 

小出 直 松前町立松前病院 

河内 佑美 広島文教大学 

神徳 和子 帝京大学福岡キャンパス 

古賀 なゆか 川崎医療福祉大学 

小平 梨香 長野県教育委員会 

小林 桃子 西南学院大学 

佐藤 和美 仙台青葉学院短期大学 

篠原 史生 立命館大学大学院 

肖 栄栄 龍谷大学 

須江 泰子 日本社会事業大学 

杉田 菜花 大阪市立大学 

杉本 美奈子 日本ソーシャルワーク教育学校連盟 

鈴木 ちひろ 大阪府立大学 

鈴木 和 北海道医療大学 

髙梨 友也 東北文教大学 

髙野 守道 川のほとり司法書士事務所 

髙橋 俊文 秋田看護福祉大学 

高橋 陽介 独立行政法人国立病院機構久里浜医療センター 

高守 裕樹 株式会社新栄ライフサービス 

武本 隆行 東京福祉大学 

田幸 恵美  

田中 さくら 福岡県立大学院 

田中 ほのか 福岡県立大学 

種村 暁也 川崎医療福祉大学 

張 芝菱 同志社大学 

陳 凌雲 同志社大学 

鶴岡 和幸 広島文化学園大学 

戸石 輝 日本赤十字社和歌山医療センター 

遠矢 誠将 医療法人参天会 

富田 絢子 神戸女子大学 



富田 沙耶 早稲田大学 

中川 智之 川崎医療福祉大学 

中山 明代 社会福祉法人 聖友乳児院 

中山 昌子 栃木県教育委員会事務局塩谷教育事務所 

奈良 夕貴 株式会社 NTT データ経営研究所 

縄岡 好晴 明星大学 

西脇 啓太 早稲田大学大学院 

野中 弘美 鹿児島国際大学 

馬 シイク 一橋大学 

萩原 真由美 San Francisco State University 

馬場 保子 長崎国際大学 

林 孝和 日本文理大学 

日間賀 恵子 多気町社会福祉協議会 

広川 義哲 龍谷大学 

福玉 大輔 社会福祉法人北海道社会事業協会 母子生活支援施設すずらん

藤永 海里 福岡県立大学 

逸見 万葉 四国学院大学 

堀口 魁斗 株式会社サンケア 

松下 浩之 山梨大学 

松田 晃 静岡厚生会 

真鍋 里彩 大阪府立大学 

宮﨑 百伽 久留米大学 

宮澤 江梨子 健康科学大学 

宮本 雄司 東洋大学 

ムスタキム マリカ 大阪大学 

村田 裕子 日本社会事業大学 

望月 太敦 杉並区立重症心身障害児通所施設わかば 

森 彩佳 北海道社会福祉事業団 

森下 美香 神奈川県社会福祉士会 

諸岡 雅美 社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 

安永 早弥香 久留米大学大学院 

矢淵 規子 船橋市役所 

山田 妙韶 日本福祉大学 

山本 忠直 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園 

吉田 由美子 大分大学 

羅 傑夫 同志社大学大学院 

涌水 理恵 筑波大学 

渡辺 直人 和歌山信愛女子短期大学 
 


