
覗稽琶 
 

 
 
 
 

失  誤：葛 掩 雌 (卞 冦 灑) 
薄  送：廃厩 左闇差走採 厩肯鰍榎 舛奪淫 
俳径井径：採至企 紫噺差走俳引 (俳紫 汐紫) 

            慎厩 崎軒什島企俳 (MSc.Ph.D) 
 
 
 

 
 
 
 

失  誤：什耕展艦 獣惟欠 (炭谷 茂) 
薄  送：仙舘狛昔 妃亜談漠税 戚紫舌／穿 発井失 紫巷託淫

俳径井径：亀底企俳狛俳採 板持失 자치성 총무청 후생성사회・

원호국장 환경성관방장 지구환경국장  
煽辞尻姥：”나의 인권행정론””고령자간호학””환경복지학의 이론 

과 실전””소셜인클루션과 사회기업” 須 陥呪 

 
 失  誤：人陥 亀獣焼徹 (和田 敏明) 

薄  送：欠砺欠俳据企俳 嘘呪/企俳据 曽杯昔娃引俳引 爽績 
俳径井径：析沙紫噺紫穣企俳嘘 穿厩紫噺差走漠税噺 紫噺差走尻姥

舛左湿斗社舌 紫巷厩舌  
煽辞尻姥：”仙澱走据税 奄狛””切据裟紫重室奄””走蝕差走経”

須 陥呪 
 

 失  誤：戚 慎 旦 (李 英 哲) 
薄  送：廃厩紫噺差走俳噺 噺舌 韻爽企俳嘘 嘘呪 
俳径井径：掻肖企俳嘘企俳据 井薦俳酵紫 廃厩紫噺差走紫漠噺 戚

紫 廃厩慎政焼俳噺 戚紫 廃厩切据裟紫俳噺 戚紫 
煽辞尻姥：”紫噺差走薄舌叔柔””紫噺差走俳””紫噺差走楳舛経” 
          ”走蝕紫噺差走叔探経””走蝕紫噺差走経”須 陥呪 
 



覗稽琶 
 

 
 
 
 

失  誤：丞 秦 井 (梁 玉 京) 
薄  送：戚鉢食切企俳嘘 紫噺差走穿庚企俳据 据舌 
俳径井径：Ph. D. Univ. of Wisconsin-Madison(紫噺差走俳) 

MSSW, Univ. of Wisconsin-Madison(紫噺紫穣俳) 
煽辞尻姥：”走蝕紫噺舛重闇悪””因掻舛重左闇聖 是廃 走蝕紫 

噺舛重闇悪 乞莫鯵降 尻姥”須 陥呪 
 

 
 
 
 

失  誤：沿 慎 切 (金 永 子) 
薄  送：獣坪庭俳据企俳 紫噺差走俳採 紫噺差走俳引 嘘呪 
俳径井径：神紫朝獣験企俳 持醗引俳採 紫噺差走俳引 神紫朝獣験

企俳企俳据 持醗引俳尻姥引 酵紫引舛穿奄  
煽辞尻姥：”廃厩税 紫噺差走””仙析須厩昔拭 淫廃 持醗左硲税 護

亜走 庚薦繊””疑匂壱敬切人 鯵硲左蝿”須 陥呪 
 

 失  誤：醤原陥 備稽獣 (山田 尋志) 
薄  送：嘘塘獣葛昔差走獣竺漠税噺 噺舌 
俳径井径：紫噺差走狛昔闇韻据 雌巷戚紫 壱敬切差走曽杯獣竺

乞乞醤原据舌 延徹葛昔差走獣竺漠税噺採噺舌  
煽辞尻姥：”呪降左蝿獣竺税 井慎穿繰””戚遂切税 持醗聖 走妬馬

澗 政間闘 追嬢” 

 失  誤：照 狽 顕 (安 香 林) 
薄  送：廃厩追嬢差走漠噺 噺舌 呪据食切企俳 嘘呪  
俳径井径：戚鉢食切企俳嘘企俳据 紫噺紫穣引(汐紫) 企姥企俳嘘企

俳据 紫噺差走俳引(旦俳酵紫)  
煽辞尻姥：”追嬢 覗沓 拙失聖 是廃 Komi鱈闘醗遂失 尻姥””亜膳税

舛辞旋 社据敗(Emotional distance)拭 淫廃 壱茸 ”須
 
  



プロフィール 
 

 
 
 
 

姓 名：盧 吉 相（ノ・キルサン） 
現 職：韓国 保険福祉部 国民年金 政策官 
学歴経歴：韓国 釜山大学社会福祉学科(学士 修士) 

英国 ブリストル大学 (MSc.Ph.D) 
 
 

 
 
 
 

姓 名：炭谷 茂（すみたに・しげる） 
現 職：財団法人 休暇村協会理事長／前 環境省事務次官  
学歴経歴：東京大学法学部 厚生省 自治省 総務庁 厚生省社会・援

護局長 環境省官房長 地球環境局長 
著書研究：｢私の人権行政論｣｢高齢者看護学｣｢環境福祉学の理論と実

践｣｢ソーシャルインクルージョンと社会企業｣｣他多数 

 
 姓 名：和田 敏明（わだ・としあき） 

現 職：ルーテル学院大学 教授／大学院 総合人間科学科主任 
学歴経歴：日本社会事業大学 全国社会福祉協議会 社会福祉研究

情報センター所長 事務局長 
著書研究：｢在宅支援の技法｣｢ボランティア新世紀｣｢地域福祉論｣ 
            他多数 

 姓 名：李 英 哲（イ・ヨンチョル） 
現 職：韓国社会福祉学会会長 光州大学校教授 
学歴経歴：韓国 中央大学校大学院経済学博士 韓国社会福祉士協会

理事 韓国幼児学会理事 韓国ボランティア学会理事 

著書研究：｢社会福祉現場実習｣｢社会福祉学｣｢社会福祉行政論｣｢地域

社会福祉実践論｣｢地域社会福祉論｣ 他多数 
 
 



プロフィール 
 

 
 
 
 

姓 名：`梁 玉 京（ヤン・オッキョン） 
現 職：梨花女子大学校 社会福祉専門大学院 院長 
学歴経歴：Ph. D. Univ. of Wisconsin-Madison（社会福祉学） 

     MSSW, Univ. of Wisconsin-Madison(社会事業学) 
著書研究：｢地域社会精神健康｣｢公衆精神保健のための地域社会 

      精神健康模型開発研究」｣他多数 
 

 
 
 
 

姓 名：金 永 子（キム・ヨンジャ） 
現 職：四国学院大学 社会福祉学部 社会福祉学科 教授 
学歴経歴：大阪市立大学生活科学部社会福祉学科 同大学大学院生

活科学研究科前期博士課程修了 

著書研究：｢韓国の社会福祉｣｢在日外国人に関する生活保護のいくつ

かの問題について｣｢同胞高齢者と介護保険｣他多数  
 

 姓 名：山田 尋志（やまだ・ひろし） 
現 職：京都市老人福祉施設協議会会長 
学歴経歴：社会福祉法人健光園常務理事 高齢者福祉総合施設もも

やま園長 近畿老人福祉施設協議会副会長 
著書研究：｢介護保険施設の経営戦略｣｢利用者の生活を支えるユニッ

トケア｣他 

 姓 名：安 香 林（アン・ヒャンリム） 
現 職：韓国ケア福祉協会 会長  水原女子大学 教授 
学歴経歴：梨花女子大学校大学院社会事業科(修士) 大邱大学校大

学院社会福祉学科(哲学博士)   
著書研究：｢ケアプラン作成のためのKomiチャート活用性研究｣｢家

族の情緒的疎遠(Emotional distance)に関する考察｣他

 


