
一般社団法人日本社会福祉学会　第7期役員候補者選挙　被選挙候補者名簿

会員名 フリガナ 所属機関名 専門分野・研究領域

伊藤　新一郎 ｲﾄｳ　ｼﾝｲﾁﾛｳ 北星学園大学 社会福祉理論、社会福祉哲学・思想、社会保障

大友　芳恵 ｵｵﾄﾓ　ﾖｼｴ 北海道医療大学

岡田　直人 ｵｶﾀﾞ　ﾅｵﾄ 北星学園大学 ソーシャルワーク方法論、高齢者福祉、地域福祉

志水　幸 ｼﾐｽﾞ　ｺｳ 北海道医療大学 社会福祉理論、社会保障、社会福祉政策

田中　耕一郎 ﾀﾅｶ　ｺｳｲﾁﾛｳ 北星学園大学 社会福祉哲学・思想、障害者福祉、地域福祉

中村　和彦 ﾅｶﾑﾗ　ｶｽﾞﾋｺ 北星学園大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク実践モデ
ル理論、保健医療福祉

松本　伊智朗 ﾏﾂﾓﾄ　ｲﾁﾛｳ 北海道大学 貧困と排除、児童福祉

赤塚　俊治 ｱｶﾂｶ　ﾄｼﾊﾙ 東北福祉大学 社会福祉政策、障害者福祉、国際福祉

阿部　裕二 ｱﾍﾞ　ﾕｳｼﾞ 東北福祉大学 社会保障、貧困と排除

石附　敬 ｲｼﾂﾞｷ　ﾀｶｼ 東北福祉大学 高齢者福祉

塩村　公子 ｼｵﾑﾗ　ｷﾐｺ 東北福祉大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
ソーシャルワーク実践モデル理論

白川　充 ｼﾗｶﾜ　ﾐﾂﾙ 仙台白百合女子大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
社会福祉教育

田中　治和 ﾀﾅｶ　ﾊﾙｶｽﾞ 東北福祉大学 社会福祉理論、社会福祉哲学・思想

田中　尚 ﾀﾅｶ　ﾋｻｼ 東北福祉大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
障害者福祉

都築　光一 ﾂﾂﾞｷ　ｺｳｲﾁ 東北福祉大学
社会福祉行政・財政、ソーシャルワーク方法論、
地域福祉

相川　章子 ｱｲｶﾜ　ｱﾔｺ 聖学院大学 ソーシャルワーク方法論、障害者福祉、地域福祉

相澤　仁 ｱｲｻﾞﾜ　ﾏｻｼ 大分大学

秋元　美世 ｱｷﾓﾄ　ﾐﾖ 東洋大学 社会福祉哲学・思想、社会福祉政策

浅井　春夫 ｱｻｲ　ﾊﾙｵ ＜届出なし＞ 社会福祉政策、児童福祉、女性福祉・ジェンダー

阿部　彩 ｱﾍﾞ　ｱﾔ 首都大学東京 貧困と排除、社会保障、児童福祉

天田　城介 ｱﾏﾀﾞ　ｼﾞｮｳｽｹ 中央大学 社会保障、貧困と排除、高齢者福祉

荒井　浩道 ｱﾗｲ　ﾋﾛﾐﾁ 駒澤大学
ソーシャルワーク方法論、ソーシャルワーク実践
モデル理論、家庭・家族福祉

有村　大士 ｱﾘﾑﾗ　ﾀｲｼ 日本社会事業大学 児童福祉、家庭・家族福祉

市川　一宏 ｲﾁｶﾜ　ｶｽﾞﾋﾛ ルーテル学院大学 社会福祉政策、高齢者福祉、地域福祉

岩崎　香 ｲﾜｻｷ　ｶｵﾘ 早稲田大学
ソーシャルワーク方法論、ソーシャルワーク実践
モデル理論、障害者福祉

北海道地域ブロック

東北地域ブロック

関東地域ブロック
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一般社団法人日本社会福祉学会　第7期役員候補者選挙　被選挙候補者名簿

会員名 フリガナ 所属機関名 専門分野・研究領域

岩崎　晋也 ｲﾜｻｷ　ｼﾝﾔ 法政大学
社会福祉理論、社会福祉哲学・思想、社会福祉政
策

岩田　正美 ｲﾜﾀ　ﾏｻﾐ ＜届出なし＞ 社会福祉理論、社会福祉政策、貧困と排除

岩田　美香 ｲﾜﾀ　ﾐｶ 法政大学 貧困と排除、児童福祉、家庭・家族福祉

岩永　理恵 ｲﾜﾅｶﾞ　ﾘｴ 日本女子大学 社会保障、社会福祉政策、社会福祉歴史

岡部　耕典 ｵｶﾍﾞ　ｺｳｽｹ 早稲田大学文学学術院 社会福祉政策、障害者福祉、関連学領域

小倉　常明 ｵｸﾞﾗ　ﾂﾈｱｷ 東京通信大学 社会福祉歴史、地域福祉、社会福祉教育

小澤　温 ｵｻﾞﾜ　ｱﾂｼ 筑波大学（東京キャンパス） 障害者福祉、地域福祉、保健医療福祉

小原　眞知子 ｵﾊﾗ　ﾏﾁｺ 日本社会事業大学
ソーシャルワーク実践モデル理論、高齢者福祉、
保健医療福祉

柏女　霊峰 ｶｼﾜﾒ　ﾚｲﾎｳ 淑徳大学 社会福祉行政・財政、児童福祉、家庭・家族福祉

堅田　香緒里 ｶﾀﾀﾞ　ｶｵﾘ 法政大学
社会福祉政策、貧困と排除、女性福祉・ジェン
ダー

金子　充 ｶﾈｺ　ｼﾞｭｳ 明治学院大学 社会福祉理論、社会福祉政策、貧困と排除

加山　弾 ｶﾔﾏ　ﾀﾞﾝ 東洋大学
社会福祉理論、ソーシャルワーク方法論、地域福
祉

菊池　いづみ ｷｸﾁ　ｲﾂﾞﾐ 日本社会事業大学 社会福祉政策、高齢者福祉、介護福祉

木下　大生 ｷﾉｼﾀ　ﾀﾞｲｾｲ 武蔵野大学 ソーシャルワーク方法論、障害者福祉、司法福祉

木下　武徳 ｷﾉｼﾀ　ﾀｹﾉﾘ 立教大学 社会福祉行政・財政、貧困と排除、地域福祉

木村　容子 ｷﾑﾗ　ﾖｳｺ 日本社会事業大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
ソーシャルワーク実践モデル理論

後藤　広史 ｺﾞﾄｳ　ﾋﾛｼ 立教大学 社会保障、ソーシャルワーク理論、貧困と排除

志村　健一 ｼﾑﾗ　ｹﾝｲﾁ 東洋大学
ソーシャルワーク方法論、障害者福祉、社会福祉
教育

鈴木　敏彦 ｽｽﾞｷ　ﾄｼﾋｺ 和泉短期大学 社会福祉哲学・思想、社会福祉歴史、障害者福祉

高山　由美子 ﾀｶﾔﾏ　ﾕﾐｺ ルーテル学院大学 ソーシャルワーク実践モデル理論、障害者福祉

武川　正吾 ﾀｹｶﾞﾜ　ｼｮｳｺﾞ 明治学院大学 社会福祉理論、社会保障、社会福祉政策

中谷　陽明 ﾅｶﾀﾆ　ﾖｳﾒｲ 桜美林大学
ソーシャルワーク方法論、高齢者福祉、保健医療
福祉

菱沼　幹男 ﾋｼﾇﾏ　ﾐｷｵ 日本社会事業大学 ソーシャルワーク方法論、高齢者福祉、地域福祉

布川　日佐史 ﾌｶﾜ　ﾋｻｼ 法政大学 社会保障、貧困と排除、国際福祉

松原　康雄 ﾏﾂﾊﾞﾗ　ﾔｽｵ 明治学院大学
ソーシャルワーク理論、児童福祉、家庭・家族福
祉

宮城　孝 ﾐﾔｼﾛ　ﾀｶｼ 法政大学
社会福祉政策、ソーシャルワーク方法論、地域福
祉

室田　信一 ﾑﾛﾀ　ｼﾝｲﾁ 首都大学東京
ソーシャルワーク実践モデル理論、地域福祉、国
際福祉

森田　明美 ﾓﾘﾀ　ｱｹﾐ 東洋大学 児童福祉、家庭・家族福祉、女性福祉・ジェンダー
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一般社団法人日本社会福祉学会　第7期役員候補者選挙　被選挙候補者名簿

会員名 フリガナ 所属機関名 専門分野・研究領域

山本　真実 ﾔﾏﾓﾄ　ﾏﾐ 東洋英和女学院大学 児童福祉、家庭・家族福祉、国際福祉

湯澤　直美 ﾕｻﾞﾜ　ﾅｵﾐ 立教大学
貧困と排除、家庭・家族福祉、女性福祉・ジェン
ダー

六波羅　詩朗 ﾛｸﾊﾗ　ｼﾛｳ 目白大学 社会保障、社会福祉行政・財政、社会福祉歴史

和気　純子 ﾜｹ　ｼﾞｭﾝｺ 首都大学東京 ソーシャルワーク方法論、高齢者福祉

和気　康太 ﾜｹ　ﾔｽﾀ 明治学院大学 社会福祉政策、高齢者福祉、国際福祉

青木　聖久 ｱｵｷ　ｷﾖﾋｻ 日本福祉大学 社会保障、障害者福祉、保健医療福祉

朝倉　美江 ｱｻｸﾗ　ﾐｴ 金城学院大学 社会福祉政策、高齢者福祉、地域福祉

伊藤　文人 ｲﾄｳ　ﾌﾐﾋﾄ 日本福祉大学 社会福祉歴史、貧困と排除

伊藤　葉子 ｲﾄｳ　ﾖｳｺ 中京大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
障害者福祉

宇都宮　みのり ｳﾂﾉﾐﾔ　ﾐﾉﾘ 愛知県立大学 社会福祉歴史、障害者福祉、保健医療福祉

大谷　京子 ｵｵﾀﾆ　ｷｮｳｺ 日本福祉大学
ソーシャルワーク方法論、ソーシャルワーク実践
モデル理論、障害者福祉

川島　ゆり子 ｶﾜｼﾏ　ﾕﾘｺ 愛知教育大学 ソーシャルワーク方法論、貧困と排除、地域福祉

木戸　利秋 ｷﾄﾞ　ﾄｼｱｷ 日本福祉大学 社会福祉理論、社会福祉政策、社会福祉歴史

小松　理佐子 ｺﾏﾂ　ﾘｻｺ 日本福祉大学 社会福祉政策、地域福祉

斉藤　雅茂 ｻｲﾄｳ　ﾏｻｼｹﾞ 日本福祉大学 貧困と排除、高齢者福祉、地域福祉

柴田　謙治 ｼﾊﾞﾀ　ｹﾝｼﾞ 金城学院大学 地域福祉

田中　千枝子 ﾀﾅｶ　ﾁｴｺ 日本福祉大学
ソーシャルワーク方法論、ソーシャルワーク実践
モデル理論、保健医療福祉

谷口　由希子 ﾀﾆｸﾞﾁ　ﾕｷｺ 名古屋市立大学大学院 貧困と排除、児童福祉、家庭・家族福祉

二木　立 ﾆｷ　ﾘｭｳ 日本福祉大学 社会福祉政策、保健医療福祉

野口　定久 ﾉｸﾞﾁ　ｻﾀﾞﾋｻ 日本福祉大学 社会福祉政策、地域福祉、居住福祉

野尻　紀恵 ﾉｼﾞﾘ　ｷｴ 日本福祉大学
ソーシャルワーク実践モデル理論、地域福祉、社
会福祉教育

平野　隆之 ﾋﾗﾉ　ﾀｶﾕｷ 日本福祉大学 社会福祉行政・財政、高齢者福祉、地域福祉

保正　友子 ﾎｼｮｳ　ﾄﾓｺ 日本福祉大学
ソーシャルワーク方法論、保健医療福祉、社会福
祉教育

元村　智明 ﾓﾄﾑﾗ　ﾄﾓｱｷ 金城大学 社会福祉歴史

湯原　悦子 ﾕﾊﾗ　ｴﾂｺ 日本福祉大学 高齢者福祉、司法福祉

石川　久仁子 ｲｼｶﾜ　ｸﾆｺ 大阪人間科学大学 ソーシャルワーク方法論、貧困と排除、地域福祉

中部地域ブロック

関西地域ブロック
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一般社団法人日本社会福祉学会　第7期役員候補者選挙　被選挙候補者名簿

会員名 フリガナ 所属機関名 専門分野・研究領域

石川　久展 ｲｼｶﾜ　ﾋｻﾉﾘ 関西学院大学 ソーシャルワーク方法論、高齢者福祉

石田　慎二 ｲｼﾀﾞ　ｼﾝｼﾞ 帝塚山大学 社会福祉政策、児童福祉

伊藤　嘉余子 ｲﾄｳ　ｶﾖｺ 大阪府立大学 児童福祉、家庭・家族福祉

伊藤　秀樹 ｲﾄｳ　ﾋﾃﾞｷ 兵庫大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
高齢者福祉

今井　慶宗 ｲﾏｲ　ﾖｼﾑﾈ 関西女子短期大学 社会保障、関連学領域

上野谷　加代子 ｳｴﾉﾔ　ｶﾖｺ 同志社大学
ソーシャルワーク方法論、地域福祉、社会福祉教
育

埋橋　孝文 ｳｽﾞﾊｼ　ﾀｶﾌﾐ 同志社大学 社会保障、社会福祉政策、社会福祉行政・財政

鵜浦　直子 ｳﾉｳﾗ　ﾅｵｺ 大阪市立大学大学院
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
ソーシャルワーク実践モデル理論

大和　三重 ｵｵﾜ　ﾐｴ 関西学院大学
ソーシャルワーク実践モデル理論、高齢者福祉、
地域福祉

岡崎　幸友 ｵｶｻﾞｷ　ﾕｷﾄﾓ 関西福祉大学 社会福祉理論、社会福祉哲学・思想、関連学領域

岡田　進一 ｵｶﾀﾞ　ｼﾝｲﾁ 大阪市立大学大学院
社会福祉理論、社会福祉政策、ソーシャルワーク
理論

岡田　まり ｵｶﾀﾞ　ﾏﾘ 立命館大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
保健医療福祉

垣田　裕介 ｶｷﾀ　ﾕｳｽｹ 大阪市立大学 社会保障、社会福祉政策、貧困と排除

木原　活信 ｷﾊﾗ　ｶﾂﾉﾌﾞ 同志社大学
社会福祉哲学・思想、社会福祉歴史、ソーシャル
ワーク理論

空閑　浩人 ｸｶﾞ　ﾋﾛﾄ 同志社大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
ソーシャルワーク実践モデル理論

黒木　保博 ｸﾛｷ　ﾔｽﾋﾛ 同志社大学
ソーシャルワーク方法論、国際福祉、社会福祉教
育

児島　亜紀子 ｺｼﾞﾏ　ｱｷｺ 大阪府立大学
社会福祉理論、社会福祉哲学・思想、女性福祉・
ジェンダー

小山　隆 ｺﾔﾏ　ﾀｶｼ 同志社大学
社会福祉哲学・思想、ソーシャルワーク理論、ソー
シャルワーク方法論

丹波　史紀 ﾀﾝﾊﾞ　ﾌﾐﾉﾘ 立命館大学 社会福祉理論、社会福祉政策、貧困と排除

所　道彦 ﾄｺﾛ　ﾐﾁﾋｺ 大阪市立大学大学院 社会保障、社会福祉政策、貧困と排除

所　めぐみ ﾄｺﾛ　ﾒｸﾞﾐ 関西大学 ソーシャルワーク方法論、地域福祉、国際福祉

永田　祐 ﾅｶﾞﾀ　ﾕｳ 同志社大学 社会福祉政策、家庭・家族福祉、地域福祉

中村　剛 ﾅｶﾑﾗ　ﾀｹｼ 関西福祉大学
社会福祉理論、社会福祉哲学・思想、社会福祉教
育

野田　正人 ﾉﾀﾞ　ﾏｻﾄ 立命館大学 児童福祉、司法福祉、関連学領域

福田　公教 ﾌｸﾀﾞ　ｷﾐﾉﾘ 関西大学 児童福祉、家庭・家族福祉

井村　圭壯 ｲﾑﾗ　ｹｲｿｳ 岡山県立大学 社会福祉歴史、高齢者福祉、地域福祉

岡崎　利治 ｵｶｻﾞｷ　ﾄｼﾊﾙ 川崎医療福祉大学
社会福祉理論、社会福祉哲学・思想、社会福祉政
策

中国･四国地域ブロック
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一般社団法人日本社会福祉学会　第7期役員候補者選挙　被選挙候補者名簿

会員名 フリガナ 所属機関名 専門分野・研究領域

岡崎　仁史 ｵｶｻﾞｷ　ﾋﾄｼ 広島国際大学 ソーシャルワーク方法論、貧困と排除、地域福祉

岡正　寛子 ｵｶﾏｻ　ﾋﾛｺ 川崎医療福祉大学 児童福祉、家庭・家族福祉、地域福祉

加登田　恵子 ｶﾄﾀﾞ　ｹｲｺ 山口県立大学 社会福祉歴史、児童福祉、社会福祉教育

笹川　拓也 ｻｻｶﾜ　ﾀｸﾔ 川崎医療福祉大学 児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉

長崎　和則 ﾅｶﾞｻｷ　ｶｽﾞﾉﾘ 川崎医療福祉大学
ソーシャルワーク方法論、ソーシャルワーク実践
モデル理論、障害者福祉

西崎　緑 ﾆｼｻﾞｷ　ﾐﾄﾞﾘ 島根大学 社会福祉歴史、地域福祉

橋本　彩子 ﾊｼﾓﾄ　ｱﾔｺ 川崎医療福祉大学 児童福祉、高齢者福祉、家庭・家族福祉

橋本　勇人 ﾊｼﾓﾄ　ﾊﾔﾄ 川崎医療福祉大学 社会保障、家庭・家族福祉、児童福祉

松井　圭三 ﾏﾂｲ　ｹｲｿﾞｳ 中国短期大学 社会保障、社会福祉政策、社会福祉行政・財政

山本　浩史 ﾔﾏﾓﾄ　ﾋﾛﾌﾐ 新見公立大学
社会福祉理論、社会福祉哲学・思想、社会福祉歴
史

荒木　剛 ｱﾗｷ　ﾀｹｼ 西南女学院大学 ソーシャルワーク方法論、高齢者福祉、地域福祉

伊藤　周平 ｲﾄｳ　ｼｭｳﾍｲ 鹿児島大学 社会福祉哲学・思想、社会保障、社会福祉政策

今村　浩司 ｲﾏﾑﾗ　ｺｳｼﾞ 西南女学院大学
ソーシャルワーク方法論、障害者福祉、保健医療
福祉

岩井　浩英 ｲﾜｲ　ﾋﾛﾋﾃﾞ 鹿児島国際大学 児童福祉、社会福祉教育、関連学領域

岩崎　房子 ｲﾜｻｷ　ﾌｻｺ 鹿児島国際大学 保健医療福祉、介護福祉、関連学領域

江口　賀子 ｴｸﾞﾁ　ｼｹﾞｺ 西九州大学 高齢者福祉、介護福祉、社会福祉教育

大山　朝子 ｵｵﾔﾏ　ｱｻｺ 鹿児島国際大学 社会保障、社会福祉歴史、地域福祉

岡田　和敏 ｵｶﾀﾞ　ｶｽﾞﾄｼ 西南女学院大学

岡部　由紀夫 ｵｶﾍﾞ　ﾕｷｵ 西九州大学 高齢者福祉、地域福祉

片岡　靖子 ｶﾀｵｶ　ﾔｽｺ 久留米大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
ソーシャルワーク実践モデル理論

門田　光司 ｶﾄﾞﾀ　ｺｳｼﾞ 久留米大学
ソーシャルワーク方法論、ソーシャルワーク実践
モデル理論、障害者福祉

河谷　はるみ ｶﾜﾀﾆ　ﾊﾙﾐ 西南学院大学 社会保障、社会福祉政策、社会福祉行政・財政

倉田　康路 ｸﾗﾀ　ﾔｽﾐﾁ 西南学院大学 高齢者福祉

河野　高志 ｺｳﾉ　ﾀｶｼ 福岡県立大学
ソーシャルワーク理論、ソーシャルワーク方法論、
ソーシャルワーク実践モデル理論

小窪　輝吉 ｺｸﾎﾞ　ﾃﾙﾖｼ 鹿児島国際大学 関連学領域

高野　和良 ﾀｶﾉ　ｶｽﾞﾖｼ 九州大学大学院 高齢者福祉、地域福祉

田畑　洋一 ﾀﾊﾞﾀ　ﾖｳｲﾁ 鹿児島国際大学 社会福祉理論、社会保障、貧困と排除

九州地域ブロック
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寺島　正博 ﾃﾗｼﾞﾏ　ﾏｻﾋﾛ 福岡県立大学
ソーシャルワーク実践モデル理論、障害者福祉、
地域福祉

納戸　美佐子 ﾉﾄ　ﾐｻｺ 西南女学院大学 保健医療福祉

畑　香理 ﾊﾀ　ｶｵﾘ 福岡県立大学
ソーシャルワーク方法論、高齢者福祉、保健医療
福祉

古野　みはる ﾌﾙﾉ　ﾐﾊﾙ 福岡学園　福岡医療短期大学 社会保障、高齢者福祉、地域福祉

松岡　佐智 ﾏﾂｵｶ　ｻﾁ 福岡県立大学 高齢者福祉、地域福祉、社会福祉教育

村山　浩一郎 ﾑﾗﾔﾏ　ｺｳｲﾁﾛｳ 福岡県立大学 社会福祉政策、地域福祉、関連学領域

山下　利恵子 ﾔﾏｼﾀ　ﾘｴｺ ＜届出なし＞ 社会保障

山野　良一 ﾔﾏﾉ　ﾘｮｳｲﾁ 沖縄大学 社会保障、貧困と排除、児童福祉

渡辺　暁 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ｻﾄｼ 近畿大学九州短期大学 ソーシャルワーク方法論、児童福祉、高齢者福祉
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