
公認心理師養成機関連盟（仮称）設立呼びかけ人 
（50 音順・敬称略） 

 

 

青木 紀久代 （お茶の水女子大学） 

青木 みのり （日本女子大学） 

東 千冬 （大阪人間科学大学） 

有村 達之 （九州ルーテル学院大学） 

粟村 昭子 （関西福祉科学大学） 

飯田 昭人 （北翔大学） 

五十嵐 透子 （上越教育大学） 

池田 久剛 （西九州大学） 

石隈 利紀 （東京成徳大学） 

石田 弓 （広島大学） 

伊東 孝郎 （白鴎大学） 

伊藤 一美 （京都ノートルダム女子大学） 

稲田 尚史 （九州産業大学） 

井村 修 （大阪大学） 

岩満 優美 （北里大学） 

上田 幸彦 （沖縄国際大学） 

宇田川 一夫 （東北福祉大学） 

内田 裕之 （東海学院大学） 

宇都宮 真輝 （吉備国際大学） 

江口 昌克 （静岡大学） 

大住 誠 （同朋大学） 

太田 信夫 （東京福祉大学） 

大野 太郎 （大阪人間科学大学） 

岡嶋 一郎 （西九州大学） 

岡本 祐子 （広島大学） 

織田 信男 （岩手大学） 

小山 望 （埼玉学園大学） 

笠井 仁 （静岡大学） 

加藤 尚子 （明治大学） 

川瀬 正裕 （金城学院大学） 

河野 伸子 （大分大学） 

川畑 直人 （京都文教大学） 

菅野 恵 （和光大学） 

菊池 陽子 （東北福祉大学） 

北島 正人 （秋田大学） 

木之下 隆夫 （愛知大学） 

清河 幸子 （名古屋大学） 

窪田 文子 （いわき明星大学） 

窪田 由紀 （九州産業大学） 

幸田 るみ子 （静岡大学） 

小堀 彩子 （新潟大学） 

子安 増生 （甲南大学） 

坂本 真也 （人間環境大学） 

佐藤 隆夫 （立命館大学） 

佐藤 佑貴 （福島学院大学） 

佐藤 由佳利 （北海道教育大学） 

篠原 道夫 （東洋英和女学院大学） 

柴田 康順 （大正大学） 

島田 凉子 （人間総合科学大学） 

清水 良三 （明治学院大学） 

進藤 啓子 （西南学院大学） 

末武 康弘 （法政大学） 

菅沼 憲治 （聖徳大学） 

須藤 明 （駒沢女子大学） 

高田 晃 （宇部フロンティア大学） 

田形 修一 （広島国際大学） 

竹内 美香 （実践女子大学） 

田村 隆一 （福岡大学） 



津川 秀夫 （吉備国際大学） 

津川 律子 （日本大学） 

堤 俊彦 （大阪人間科学大学） 

鶴 光代 （東京福祉大学） 

東畑 開人 （十文字学園女子大学） 

富樫 公一 （甲南大学） 

友納 艶花 （九州女子大学） 

中地 展生 （帝塚山大学） 

中島 香澄 （東海大学） 

永田 雅子 （名古屋大学） 

長野 恵子 （西九州大学） 

中村 信次 （日本福祉大学） 

中村 奈良江 （西南学院大学） 

西川 將巳 （河村学園女子大学） 

西出 隆紀 （愛知淑徳大学） 

西村 喜文 （西九州大学） 

根津 克己 （東京成徳大学） 

能智 正博 （東京大学） 

野島 一彦 （跡見学園女子大学） 

野村 和孝 （早稲田大学） 

橋本 忠行 （香川大学） 

長谷川 明弘 （東洋英和女学院大学） 

波多野 茂幸 （国際医療福祉大学） 

濱野 清志 （京都文教大学） 

林 もも子 （立教大学） 

針塚 進 （筑紫女学園大学） 

平部 正樹 （東京未来大学） 

藤 信子 （立命館大学） 

藤井 義久 （岩手大学） 

藤城 有美子 （駒沢女子大学） 

藤中 隆久 （熊本大学） 

藤吉 晴美 （吉備国際大学） 

藤原 直子 （吉備国際大学） 

船曳 康子 （京都大学） 

古川 卓 （琉球大学） 

松岡 努 （駒沢女子大学） 

松本 かおり （金沢工業大学） 

三國 牧子 （九州産業大学） 

水口 進 （常磐大学） 

三林 真弓 （京都文教大学） 

宮崎 昭 （山形大学） 

宮崎 圭子 （跡見学園女子大学） 

武藤 崇 （同志社大学） 

村上 香奈 （人間総合科学大学） 

元永 拓郎 （帝京大学） 

森谷 寛之 （京都文教大学） 

諸富 祥彦 （明治大学） 

谷口 清 （文教大学） 

矢島 潤平 （別府大学） 

山喜 高秀 （志學館大学） 

山口 豊一 （聖徳大学） 

山口 義枝 （日本大学） 

山口 浩 （岩手大学） 

山崎 康一郎 （大阪人間科学大学） 

山田 俊介 （香川大学） 

山田 冨美雄 （関西福祉科学大学） 

山中 淑江 （立教大学） 

山中 亮 （名古屋市立大学） 

山本 彩 （札幌学院大学） 

山本 力 （就実大学） 

吉武 久美子 （長崎純心大学） 

米澤 好史 （和歌山大学） 

渡辺 亘 （大分大学） 

  
以上 121名 

 


