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８　開かれた大学

１　公開講座等実施状況（平成23年度）

○公開講座

区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

文化学部

第１回「高校生のための文化学講座」 1 6/18 110

高校生第２回「高校生のための文化学講座」 1 7/31 98

第３回「高校生のための文化学講座」 1 12/7 31

まちかど文化談義：「ペドロ・コスタの魅力――
何も変えてはならない！」 1 9/19 20

一　般

まちかど文化談義：「「童」の性は男か女か？－『土
左日記』文章の特性検証－」 1 11/9 17

まちかど文化談義：「スポーツとお酒の素敵な関
係」 1 11/10 12

まちかど文化談義：「ベルギー：EU の首都、そ
れとも政府のない国？ －言葉の政治、政治の言
葉－」 

1 11/16 15

まちかど文化談義：「国産人工衛星『だいち』
から見た自然災害」 1 11/21 5

まちかど文化談義：「上代文学における羽衣型
の天人女房の意味」 1 11/24 13

まちかど文化談義：「高知県のまちづくり活動の
最前線」 1 11/29 23

まちかど文化談義：「tokiと映画のまなざしの旅」 1 12/5 21

まちかど文化談義：「写真が語る地域の文化や
歴史」 1 12/7 25

日本学レクチャーシリーズ：和風のエコ - 京都の
町屋に関する比較的考察 1 4/24 25

日本学レクチャーシリーズ：ルーマニアと日本文化 1 5/16 20

日本学レクチャーシリーズ：犬と鬼 - 新しい視点か
ら日本を見つめる 1 6/18 200

日本学レクチャーシリーズ：戦後昭和を振り返る－
－平成世代へのメッセージに変えて 1 10/21 50

日本学レクチャーシリーズ：東北の新月 1 12/7 40

看護学部

夏の公開講座「呼吸器・循環器のフィジカルア
セスメント～気がかりな症状を手がかりとして～」 1 7/16 40 看護職者

冬の公開講座１「モチベーションマネジメントと
は？」 1 1/16 124 保健医療職者

及び看護職者
冬の公開講座２「高齢者へのせん妄ケアと医療
への貢献～個別ケア ~ システム構築による効果
～」

1 2/5 77 保健医療職者
及び看護職者

最新実践看護講座Ⅰ「急性期における包括的呼
吸ケアマネジメント」 1 7/1 73 看護職者及び

学生
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区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

看護学部

最新実践看護講座Ⅰ「放射線療法看護の基礎
から最前線ままで」 1 7/4 39 看護職者及び

学生
最新実践看護講座Ⅱ「看護に活かす認知行動
療法～うつの方へのアプローチ～」 1 7/15 87 看護職者及び

学生

最新実践看護講座Ⅱ「災害看護を物語る」 1 7/30 88 看護職者及び
学生

健康長寿
センター

健康長寿体験型セミナー「認知症とその理解－
安心して暮らせるために－」 1 6/25 68 一般県民

看護学部第１回公開講座 1 7/16 40 一般県民

親子でスリム教室・フォローアップ企画 1 7/24 73 一般県民

健康長寿体験型セミナー
「認知症を予防する食事」須崎市 1 10/1 30 須崎市民

高知医療センター・高知県立大学包括的連携
協議会事業慢性疾患の人のための自己管理プ
ログラム（ＣＤＳＭＰ）ワークショップ

1
平成23年10月1日、
8日、15日、29日、
11月5日、12日

8
慢性疾患を持
つ方とその家
族

精神障がいおよび障がい者支援に関する啓発を
目的とした映画上映会 1 10/10 162 一般県民

高知医療センター・高知県立大学包括的連携
協議会事業『模擬患者』を活用した医療教育 1 10/23 38 一般県民

地域医療フォーラム～訪問看護の魅力を語りつく
す～ 1 11/5 300 一般県民

高知医療センター・高知県立大学包括的連携
協議会事業慢性疾患の人のための自己管理プ
ログラム（ＣＤＳＭＰ）ワークショップの振り返り

1 11/12 8 ＣＤＳＭＰ
関係者

親子でスリム教室・フォローアップ企画 1 11/20 87 一般県民

看護学部第２回公開講座 1 1/16 124 一般県民

健康長寿体験型セミナー
健康長寿センター体験型セミナーｉｎ土佐市 1 1/21 46 土佐市民

看護学部第３回公開講座 1 2/5 77 一般県民

高知医療センター・高知県立大学包括的連携
協議会事業公開講座「食の安全性―正しい食
生活をおこなうためにー」

1 2/18 26 一般県民

社会福祉
学部 高校生のための公開講座２０１１ 1 7/30 67 高校生

大学院 なし

合　　　　　計
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○リカレント講座

区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

健康栄養
学部 こんな嚥下食ご存じですか？ 1 3/24 18

栄 養 士、 管 理
栄養士および高
齢者向けの食事
に興味のある方

文化学部

人間と他の動物の違い 1 8/4 5

県下の国・公・
私 立 小 学 校、
中 学 校、 高 等
学校および特
別支援学校の
教員

日本文化は元気か 1 8/3 4

『カンタベリー物語』と中世ヨーロッパの人々 1 7/28 4

自然と文学：日・英米詩の比較を通じて 1 7/29 4

日本と西洋の昔話 1 8/8 17

授業でことば探検 1 7/25 8

つなげて読んでみよう、日本文学 1 8/2 6

看護学部

治療方針が不確かで在宅移行支援に困難を感
じた事例について 1 6/11 37 看護職者

『小児科医からみた臨床アレルギー・臨床栄養
の世界』 1 7/2 10 看護職者

大学院生

家族への支援方法を考える－家族員の思いを
引き出し調整するための方略－ 1 7/8 10

看護学部卒業生
修士課程修了生
および修士在学生

病気の子どもを育む家族を支援する病院と地域
の連携への探索 1 8/2 14 保健師、養護教

諭、大学院生

療養支援としての教育活動の取り組み 1 9/29 20 看護職者

精神障がい者の社会参加に関する映画上映
『人生、ここにあり!!』 1 10/10 162

看護職者および
保健医療関係
者在校生

災害看護を行う看護者の支援 1 2/18 26
修 士・博 士 課
程修了生および
大学院生

健康長寿
センター

精神看護学ケア検討会報告（第１回） 1 5/19 13 保健医療福祉
関係者

新任保健師育成に係るＯＪＴ担当者会 1 5/25 44 保健医療福祉
関係者

家族看護学ケア検討会（第１回） 1 6/9 17 保健医療福祉
関係者

がん看護学ケア検討会（第１回） 1 6/11 37 保健医療福祉
関係者

看護相談室 2011　老人看護　ケア検討会 1 6/21 18 保健医療福祉
関係者

第 1 回在宅看護ケア検討会 1 6/23 20 保健医療福祉
関係者
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区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

健康長寿
センター

新任保健師研修会（地区診断） 1 6/28 24 保健医療福祉
関係者

看護管理学ケア検討会（第１回） 1 7/1 25 保健医療福祉
関係者

高知県立大学健康長寿センター・高知医療セ
ンター共同研修会第 1 回「インフォームド・コン
セントー説明要件と説明同意文書」

1 7/2 47 保健医療福祉
関係者

新任保健師研修会（個別支援） 1 7/5 40 保健医療福祉
関係者

家族看護学領域リカレント教育（第１回） 1 7/8 10 保健医療福祉
関係者

小児看護学領域リカレント 1 8/2 14 保健医療福祉
関係者

看護学部　慢性期看護学領域　
第１回ケア検討会 1 8/11 37 保健医療福祉

関係者
看護学部　慢性期看護学領域　
第 2 回ケア検討会 1 9/27 20 保健医療福祉

関係者
看護学部　慢性期看護学領域　
リカレント教育 1 9/29 20 保健医療福祉

関係者
看護学部　慢性期看護学領域　
第３回ケア検討会 1 10/12 22 保健医療福祉

関係者

家族看護学領域リカレント教育（第２回） 1 10/13 10 保健医療福祉
関係者

リカレント教育講座－講演と映画上映　
ケアのルーツを訪ねて－ 1 10/15 53 保健医療福祉

関係者

がん看護学ケア検討会（第２回） 1 10/15 23 保健医療福祉
関係者

看護相談室 2011　
老人看護　ケア検討会（第２回） 1 10/18 24 保健医療福祉

関係者

在宅看護ケア検討会 1 10/20 15 保健医療福祉
関係者

看護管理学ケア検討会（第２回） 1 10/28 16 保健医療福祉
関係者

リカレント教育講座
－社会保障と税の一体改革－ 1 11/5 45 保健医療福祉

関係者
リカレント教育講座　
社会福祉とは何か－社会福祉学の原理－ 1 11/26 36 保健医療福祉

関係者
看護学部　母性・助産看護学領域　
ケア検討会 1 12/8 13 保健医療福祉

関係者
リカレント教育講座
－人材定着のマネジメント：高業績の人材をい
かに定着させるか

1 12/10 22 保健医療福祉
関係者

第 3 回　看護相談室（精神看護領域） 1 1/19 16 保健医療福祉
関係者

看護管理学ケア検討会（第 3 回） 1 1/20 26 保健医療福祉
関係者

母性・助産看護学領域　ケア検討会 1 2/15 13 保健医療福祉
関係者
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区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

健康長寿
センター

がん看護学ケア検討会（第 3 回） 1 2/18 21 保健医療福祉
関係者

修了生の会（小児看護領域） 1 2/19 14 保健医療福祉
関係者

看護相談室 2011　老人看護　ケア検討会 1 2/21 19 保健医療福祉
関係者

社会福祉
学部

ケアのルーツを訪ねて　F. ナイチンゲールに学
ぶ介護論 1 10/15 53

保健・医療・
福祉関係
従事者

社会保障制度改革の動向とゆくえ 1 11/5 45

社会福祉とは何か　－社会福祉学の原理－ 1 11/26 36

人材定着のマネジメント　
－高業績の人材をいかに定着させるか－ 1 12/10 22

合　　　　計

○その他

区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

文化学部
県民開放授業
　　　前期　　［開講講座数］　 13 講座 ［受講者数］　のべ 52 人
　　　後期　　［開講講座数］　 18 講座 ［受講者数］　のべ 59 人

看護学部

＜看護相談室事業＞
ケア検討会・交流会
8 領域　
　家族看護学・精神看護学・がん看護学・小児看

護学母性・助産看護学・老人看護学・看護管理学・
慢性期看護学

36 通年 642 保健医療
関係者等

がん看護専門看護師のエキスパートネス～症状緩和
における高度な看護実践～ 1 7/23 355 保健医療

関係者等
がん看護専門看護師のエキスパートネス～ CNSと管
理者との協働による質の高い看護実践の創造～ 1 12/18 157 保健医療

関係者等
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２　学会役員等の状況（平成23年度）

（１）全国・国際学会の理事・幹事
学部 職　名 氏　名 学　　会　　名 理事・幹事の別

生
活
科
学
部

教　授 宇野　浩三 住まい・環境教育学会 理事

准教授 川口　順子 日本衣服学会 幹事・庶務委員
日本家政学会 中四支部常任幹事・機関幹事

准教授 團野　哲也

日本繊維製品消費科学会 評議員
繊維学会 西部支部幹事
日本家政学会 代議員
日本衣服学会 幹事

教　授 一色　健司 四万十・流域圏学会 理事・編集出版委員長

教　授 大村　　誠

日本測地学会 評議員
Sub-Commission 4.4: Applications 
of Satell ite & Airborne Imaging 
Systems Commission 4 - Positioning & 
Applications International Association 
of Geodesy（国際測地学協会）  

Secretary

教　授 荻沼　一男 国際染色体植物学会 評議員
日本植物学会 評議員

健
康
栄
養
学
部

教　授 川村美笑子

日本微量栄養素研究会 評議員
日本健康・栄養システム学会 評価委員・編集委員
日本栄養改善学会 評議員
日本医学看護学教育学学会 評議員

教　授 佐藤　　厚 日本栄養・食糧学会 本部評議員
教　授 渡邊　浩幸 日本栄養・食糧学会 代議員
教　授 渡邊　浩幸 日本脂質栄養学会 評議員
教　授 村上　　尚 日本肥満学会 評議員

教　授 和田　安彦
日本衛生学会 評議員・英文誌編集委員
日本産業衛生学会 代議員
日本職業・災害医学会 評議員

教　授 逸見　幾代 日本栄養改善学会 評議員

文
化
学
部

教　授 佐藤　恵里
民俗芸能学会 評議員
にわか学会 代表委員
芸能史研究会 評議員

教　授 橋尾　直和
四万十・流域圏学会 理事・代表幹事・編集出版委員長
流域圏学会 評議委員
土佐歴史資料研究会 理事・事務局長

教　授 東原　伸明 中古文学会 年度委員
学術団体物語研究会 委員

准教授 高西　成介 中国古典小説研究会　 幹事

看　

護　

学　

部

教　授 畦地　博子 日本精神保健学会 評議員
日本看護科学学会 代議員

教　授 池添　志乃

日本家族看護学会 評議員
日本看護科学学会 評議員
全国養護教諭養成大学協議会 理事
中国・四国学校保健学会 理事

教　授 池田　光徳 日本皮膚科学会 評議員
日本皮膚科学会西部支部 評議員

教　授 竹崎久美子
日本災害看護学会 指名理事
日本看護科学学会 評議員
日本老年看護学会 評議員

８－２ 学会役員等の状況
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学部 職　名 氏　名 学　　会　　名 理事・幹事の別

看　

護　

学　

部

教　授 中野　綾美

日本家族看護学会 理事・評議員
日本看護科学学会 代議員
日本看護倫理学会 評議員
日本小児保健協会 評議員
日本小児保健学会 評議員

教　授 長戸　和子 日本家族看護学会 評議員
日本看護科学学会 代議員

教　授 野嶋佐由美

日本家族看護学会 副理事長・評議員
日本看護系学会協議会 理事
日本看護系大学協議会 代表理事
日本精神保健学会 理事
日本看護科学学会 代議員

教　授 藤田　佐和

日本看護科学学会 評議員
日本緩和医療学会 代議員
日本がん看護学会 理事
日本慢性看護学会 評議員

教　授 宮武　陽子

日本看護教育学会 評議員
（社）日本看護科学学会 評議員
日本慢性看護学会 評議員
日本糖尿病教育・看護学会 評議員

教　授 森下　利子
日本看護科学学会 評議員
日本看護研究学会 評議員
日本看護研究学会中国・四国地方会 運営委員・学術委員

教　授 森下　安子 日本看護科学学会 評議員

教　授 山田　　覚

日本災害看護学会 理事長・評議員
日本看護科学学会 代議員
日本医療・病院管理学会 評議員
World Academy of Nursing Science Founding board Member
World Society of Disaster Nursing Founding board Member

講　師 山中　福子 日本災害看護学会 指名理事
准教授 益守かづき 日本小児看護学会 評議員
助　教 畠山　卓也 日本精神科看護技術協会 常任理事

社
会
福
祉
学
部

教　授 杉原　俊二 ＫＪ法学会 運営委員・編集委員
日本人間科学研究会 常務理事

教　授 住友　雄資 日本精神保健福祉学会 理事兼事務局長
教　授 田中きよむ 日本社会福祉学会中国・四国部会 役員

教　授 林　　美朗 日本病跡学会 理事
北海道大学国語国文学会 評議員

准教授 後藤由美子 日本認知症ケア学会 評議員

８－２ 学会役員等の状況
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（２）教員が受託した審議会・委員会の委員等
学部 職　名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

生　
　

活　
　

科　
　

学　
　

部

教　授 井本　正人
（財）こうち男女共同参画社会づくり財団評議員 理事長　速瀬　愛子
高知県公共交通経営対策検討委員会 総務部会長 高知県知事 

教　授 宇野　浩三 高知市都市計画審議会委員 高知市長

准教授 三浦　要一

高知県文化財保護審議会委員 高知県教育委員会
高知県文化財専門委員 高知県教育委員会
高知市文化財保護審議会委員 高知市教育委員会
史跡高松城跡建造物検討委員会委員 高松市教育委員会
植木枝盛旧邸移設復元等検討委員会委員副委員長 高知市教育委員会

教　授 一色　健司

高知県環境審議会委員 高知県知事 
高知県環境審議会総合部会長 高知県知事 
高知県環境審議会水環境部会員 高知県知事 
高知県環境影響評価技術審査会委員 高知県知事 
新宇治川放水路地下水監視委員会委員 いの町長 

教　授 大村　　誠

第27回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ISTS 2009：つくば）
プログラム小委員会n ） Earth Observation 委員（副委員長）

第27回　宇宙技術および科学の国際シ
ンポジウム組織委員会
　委員長　小野田　淳次郎

（財）資源・環境観測解析センターPALSAR データ利用委員会委員 （財）資源・環境観測解析センター
　専務理事　吉田高明

（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）　水害（浸水）抽出研究分科
会委員

独立行政法人宇宙航空研究開発機構
宇宙利用ミッション本部長　本間　正修

（独）宇宙航空研究開発機構（JAXA）　土砂ワーキンググループ委員 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
宇宙利用ミッション本部長　本間　正修

教　授 荻沼　一男 （財）高知県国際交流協会評議員 （財）高知県国際交流協会

助　手 堀内　和美
高知市里山保全審議会副会長 高知市
高知市緑政審議会副委員長 高知市長

健　

康　

栄　

養　

学　

部

教　授 川村美笑子

高知県食の安全・安心推進議会委員 高知県知事
高知県農林業基本対策審議会特別委員 高知県知事
高知県産業保健推進センター特別委員 高知産業保健推進センター長
高知県食育推進協議会（会長） 高知県知事
高知県衛生研究所評価委員 高知県知事

教　授 佐藤　　厚 高知県健康づくり推進協議会委員 高知県知事
教　授 渡邊　浩幸 高知県知事：高知県食品産業研究チーフアドバイザー 高知県知事

教　授 逸見　幾代

愛媛県中山間地域直接支払制度審議会委員 愛媛県知事
愛媛県食の安全安心推進県民会議委員 愛媛県知事
愛媛県産業技術評価専門部会委員 愛媛県知事
愛媛海区漁業調整委員会 愛媛県知事
松山市社会教育委員 松山市教育長
東温スタディー運営委員 愛媛大学医学部公衆衛生学
東温市食育推進委員 東温市長
愛媛大学大学院連合農学研究科特定研究員 愛媛大学長
日本栄養士会雑誌査読委員 日本栄養士会長
日本栄養改善学会栄養学雑誌査読委員 日本栄養改善学会長
香川栄養学園　家庭料理技能検定実施委員 香川栄養学園長
平成23年度高知県公立学校教員採用筆記試験問題研究員 高知県教育長

文　
　

化　
　

学　
　

部

教授 岩倉　秀樹

高知弁護士会懲戒委員会委員 高知弁護士会会長
高知県公文書開示審査会委員（副会長兼第１小委員会委員長） 高知県知事
高知市行政情報公開・個人情報公開審査会委員（会長） 高知市長
高知市議会情報公開・個人情報保護審査会委員（会長） 高知市議会議長
高知市放置自動車廃物判定委員会委員（委員長） 高知市長
高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会

（会長） 高知県後期高齢者医療広域連合長

こうち人づくり広域連合情報公開・個人情報保護審査会委員 こうち人づくり広域連合長
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学部 職　名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

文　
　

化　
　

学　
　

部

教　授 清原　泰治

ねんりんピックよさこい高知２０１３実行委員会事業・式典専門委員会
（委員長） 高知県知事

ねんりんピックよさこい高知２０１３実行委員会イベント部会委員 高知県知事
高知市スポーツ振興審議会委員(副委員長) 高知市教育長
高知市史編さん委員会委員・専門部会委員 高知市長

教　授 佐藤　恵里

高知出版学術賞審査委員会審査委員 高知市長
高知県文化賞選考委員 高知県知事
高知県立文学館運営協議会 高知県立文学館館長
高知県立歴史民俗資料館運営協議会 高知県立歴史民俗資料館館長

教　授 橋尾　直和

四万十・流域圏学会理事・代表幹事 四万十・流域圏学会会長
流域圏学会評議委員 流域圏学会会長
四万十・活性化委員会副委員長 四万十・活性化委員会委員長
焼畑による山おこしの会評議員 焼畑による山おこしの会会長
スローフード高知委員 スローフード高知会長

「四万十かいどう」推進協議会副会長 「四万十かいどう」推進協議会会長

看　
　

護　
　

学　
　

部

教　授 池添　志乃

平成23年度高知市教育員会事務点検・評価委員 高知市教育委員会
養護教諭の職務に関する検討委員会委員 日本学校保健会会長
日本家族看護学会評議員 日本家族看護学会理事長

平成23年度高知県スクールリーダー連絡協議会委員 高知県教育委員会事務局スポーツ健康
教育課長

教　授 池田　光徳 高知県健康づくり推進協議会 高知県健康政策部長
教　授 竹崎久美子 平成23年度高知県自然災害時保健活動ガイドライン見直し検討会委員 高知県健康長寿対策課長

教　授 谷脇　文子
高知県母性衛生看護学会理事 高知県母性看護学会理事長
徳島大学病院看護師の人材養成にかかる外部評価委員会委員 徳島大学病院長

教　授 時長　美希
高知市建築審査会委員 高知市長
平成23年度地域保健従事者研修運営委員会委員 高知県看護協会会長

教　授 中野　綾美

高知県地方薬事審議会委員 高知県
高知医療センター地域医療支援病院運営委員会委員 高知医療センター病院長
新人看護職員研修推進事業検討委員会委員長 高知県健康政策部長
高知県小児保健協会理事 高知県小児保険協会理事長
高知県周産期医療研修会理事 高知県
高知県母性衛生学会理事 高知県母性衛生学会理事長
日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委員会小児看護
専門分科会委員 日本看護系大学協議会長

教　授 長戸　和子 平成23年度教育委員会委員 高知県看護協会長

教　授 野嶋佐由美

高知医療センター地域医療支援病院運営委員会委員 高知県・高知市病院企業団立高知医療
センター長

平成23年度日本看護系大学協議会役員(理事長) 日本看護系大学協議会長
大学設置・学校法人審議会専門委員 文部科学大臣
国立大学教育評価委員会 大学評価・学位授与機構長
e-knowledgeコンソーシアム四国外部評価委員会委員 e-knowledgeコンソーシアム四国会長
日本看護協会専門看護師認定実行委員会委員 日本看護系大学協議会長
日本看護系学会協議会理事 日本看護系学会協議会長
高知保護司選考委員 法務大臣
高知市民の大学運営委員会委員 委員長
高知医療センター治験審査委員会 高知医療センター長

教　授 藤田　佐和

日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委員会がん看護専
門分科会委員 日本看護系大学協議会会長

日本看護協会専門看護師認定実行委員会委員 日本看護協会会長
中国四国がんプロフェッショナル養成プラン理事・がん看護専門看護師
コース幹事校、カリキュラム企画運営委員会委員

中国・四国広域がんプロ養成コンソーシア
ム協議会代表　

ＮＰＯ高知緩和ケア協会理事・評議員学術委員会長 NPO高知緩和ケア協会
専門分野（がん）における質の高い看護師の育成事業検討会委員 高知県知事

社会保険診療報酬支払基金高知支部幹事 社会保険診療報酬支払基金高知支部
幹事

高知がん診療連携協議会委員 高知大学医学部付属病院長
教　授 藤田　冬子 平成23年度長浜赤十字病院医療倫理委員会委員 長浜赤十字病院長
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学部 職　名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

看　
　

護　
　

学　
　

部

教　授 宮武　陽子
専門分野(糖尿病）における看護師育成事業検討会委員 高知県健康政策部長
日本糖尿病教育・看護学会研究推進委員会委員 日本糖尿病教育・看護学会理事長
日本糖尿病教育・看護学会ネットワーク委員会委員 日本糖尿病教育・看護学会理事長

教　授 森下　利子

高知大学医学部附属病院医療問題委員会委員 高知大学医学部附属病院院長　
平成23年度高知県教科用図書選定審議会委員 高知県教育長
高知県衛生研究所疫学倫理審査委員会委員 高知県衛生研究所長
高知県准看護師試験委員 高知県知事

教　授 森下　安子

いの町・吾北・日高村介護認定審査会委員（仁淀川広域市町村圏事務
組合） 仁淀川広域市町村圏事務組合長

南海地震長期浸水対策検討会委員 高知県知事
高知県高齢者保健福祉推進委員会委員 高知県知事
高知県訪問看護推進協議会副委員長 高知県知事
高知市地域高齢者支援センター運営協議会委員 高知市長
平成23年度高知県教科用図書選定審議会委員 高知県教育長
高知市地域密着型サービスの運営に関する委員会委員 高知市長
いの町地域包括支援センター運営協議会委員 いの町長
日高村地域包括支援センター運営協議会委員 日高村村長
日高村高齢者福祉計画及び第5期日高介護保険事業計画策定委員
会委員 日高村村長

教　授 山田　　覚
高知県災害医療救護計画見直し検討委員会委員 高知県知事
認定看護管理者制度セカンドレベル教育課程の運営委員 高知県看護協会長
地域保健従事者研修運営委員会委員 高知県看護協会長

准教授 川上　理子 日本看護科学学会地域貢献委員会委員 日本看護科学学会長

講　師 石川　麻衣
平成23年度高知県自然災害時保健活動ガイドライン見直し検討会委員 高知県健康長寿政策課長
高知県保健師人材育成評価検討会委員 高知県健康長寿政策課長

助　教 高谷　恭子 『こうちこども救急ダイヤル』（小児救急電話相談事業）協議会委員 高知県看護協会長

助　教 畠山　卓也 日本精神科看護技術協会理事 日本精神科看護技術協会役員推進委員
長

社　

会　

福　

祉　

学　

部

教　授 小坂田　稔

高知県社会福祉審議会委員（副会長） 高知県知事
高知県福祉人材センター・高知県福祉研修センター運営委員会委員

（委員長） 高知県社会福祉協議会長

岡山県介護予防市町村支援委員会委員（委員長）　　　　　　 岡山県知事
岡山県津山市地域包括ケア会議委員（委員長） 津山市社会福祉協議会長
岡山県真庭市社会福祉協議会第2次地域福祉活動計画策定委員会
委員長 真庭市社会福祉協議会長

岡山県福祉移送特区津山・真庭・勝英地区運営協議会会長 岡山県知事

教　授 杉原　俊二 高知県スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー 
（高知県教育委員会） 高知県教育委員会

教　授 住友　雄資

精神保健福祉士試験委員会（（財）社会福祉振興・試験センター）副委
員長

（財）社会福祉振興・試験 
センター理事長

（一般社団法人）日本精神保健福祉士養成校協会副会長 （一般社団法人）日本精神保健福祉士養
成校協会長

教　授 田中きよむ

高知市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会会長 高知市長
高知市国民健康保険運営協議会委員 高知市長
高知市福祉有償運送運営協議会委員 高知市長
運営適正化委員会委員 高知県社会福祉協議会会長　
高知県社会福祉協議会60年史作製委員会副委員長 高知県社会福祉協議会会長
地域支援ワーカー養成研修プログラム検討会委員 高知県社会福祉協議会会長
日高村地域福祉計画・活動計画アドバイザー 日高村・日高村社会福祉協議会
土佐清水市地域福祉計画・活動計画アドバイザー 土佐清水市・土佐清水市社会福祉協議会
安芸市地域福祉計画・活動計画アドバイザー 安芸市・安芸市社会福祉協議会
佐川町地域福祉計画・活動計画アドバイザー 佐川町・佐川町社会福祉協議会
四万十町地域福祉活動計画アドバイザー 四万十町社会福祉協議会
高知県地域救済対策委員 財団法人ひかり協会
介護予防一般高齢者施策事業アドバイザー 中芸広域連合地域包括支援センター

教　授 丸岡　利則
高知県共同募金会評議員および配分委員 高知県社会福祉協議会会長
日常生活自立支援契約締結審査会委員（委員長） 高知県社会福祉協議会会長
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学部 職　名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

社　

会　

福　

祉　

学　

部

教　授 宮上多加子

高知県医療審議会委員 高知県知事
（財）高知県福祉基金理事 （財）高知県福祉基金理事
高知市民生委員推薦会委員 高知市長
高知県介護・福祉分野雇用検討委員会委員 高知県知事
県立高等学校再編振興検討委員会委員 高知県教育長

教　授 長澤紀美子
高知県佐川町公文書開示審査会委員　 佐川町長
高知県佐川町個人情報保護審査員 佐川町長
第二次高知県ＤＶ被害者支援計画策定委員会策定委員 高知県

准教授 後藤由美子 高知県介護福祉士会監事 高知県介護福祉士会会長

准教授 鈴木　孝典

高知県自立支援協議会委員 高知県知事
高知県精神医療審査会委員 高知県知事
高知県障害者施策推進協議会委員 高知県知事
高知県障害者介護給付費等不服審査会委員 高知県知事
高知県精神障害者アウトリーチ推進事業評価検討委員会委員（副会長） 高知県知事
高知市障害者計画等推進協議会委員（副会長） 高知市長

准教授 西内　　章
高知県生きがい健康づくり推進協議会委員（高知県社会福祉協議会） 高知県社会福祉協議会会長
高知県スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー

（高知県教育委員会） 高知県教育長

講　師 上白木悦子 高知県社会福祉士会理事 高知県社会福祉士会会長

講　師 新藤こずえ

高知県新しい公共支援基金事業運営委員 高知県知事
高知県社会貢献活動支援推進会議委員 高知県知事
高知県社会貢献活動支援推進会議質的評価委検討会委員 高知県知事
高知県ボランティア・ＮＰＯセンター運営委員会委員

（社会福祉法人高知県社会福祉協議会） 社会福祉法人高知県社会福祉協議会長

「福祉・ボランティア」学びと実践推進委員会委員（副委員長）
（社会福祉法人高知県社会福祉協議会） 社会福祉法人高知県社会福祉協議会長

高知県スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー
（高知県教育委員会） 高知県教育委員会

公益信託高知市まちづくりファンドの今後の在り方に関する検討委員
会委員 高知市長

公益信託高知市まちづくりファンド運営委員会委員 NPO高知市民会議・四国銀行
NPO高知市民会議　寄付先選定委員会委員 NPO高知市民会議理事長

講　師 西梅　幸治
高知市教育研究所運営委員 高知市教育委員会
高知県スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー

（高知県教育委員会） 高知県教育委員会

講　師 三好　弥生 介護福祉士試験委員 （財）社会福祉振興・試験センター理事長

８－２ 学会役員等の状況
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３　学外提供用刊行物作成状況（平成23年度）
作　成　元 担　当　部　署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

全 学

総務企画課 2013大学案内高知県立大学

学生課 平成24年度　学生募集要項
（推薦入試、AO入試、一般入試、３年次編入学、私費留学生）

図書情報課 高知県立大学　　紀要
広報委員会 高知県立大学2011　OPEN　CAMPUS（パンフレット、ポスター）

地域創成センター 総務企画課 高知県立大学　NEWS　No．１、２
生 活 科 学 部 生活科学部報編集委員会 高知女子大学生活科学部報第13号 

健 康 栄 養 学 部 健康栄養学部健康栄養学科
高知県立大学健康栄養学部報　第１号
高知県立大学健康栄養学部（学部紹介パンフレット「SEASON」）

文 化 学 部
企画広報委員会 ポケット文化（学部紹介パンフレット）
企画広報委員会 ニッポンヲカタロウ（日本学プログラム紹介パンフレット）
自己点検・評価委員会 文化学部活動記録

看 護 学 部 看護学部看護学科

看護学部活動報告
看護学部委員会報告
看護学部　学部報
平成２３年度看護実習要項
高知女子大学看護学会誌　第36巻
第37回高知女子大学看護学会抄録集
看護学部オープンキャンパスポスター2012年版
看護学部オープンキャンパスチラシ2012年版
看護学部PR用ポスター2012年版
看護学部PR用チラシ2012年版
看護学部オープンキャンパスポスター2011年版
看護学部で取得できる資格と免許チラシ
看護学部ＰＲ誌-高校低学年向けＰＲ誌（白冊子）
看護学部PR誌-看護学部受験生向けＰＲ誌２０１２年版（赤冊子）
Male　Nurse：男性看護師PR誌（青冊子）
看護学部ニュースレター学生生活通信『fure-fure』第１・２号
高知県立大学看護学部同窓会会報　第3・4号
看護実習中の事故予防・安全教育、発生時の対応について（Ver．3）
健康管理のしおり～自分の健康は自分で守ろう～　（冊子）

社 会 福 祉 学 部 社会福祉学部社会福祉学科

平成22年度　社会福祉学部報　第14号（2011年度自己点検評価資料）
（冊子）
２０１１年度社会福祉学部案内（パンフレット）
２０１1年度社会福祉実習報告書（冊子）
高知県立大学社会福祉学部リカレント教育講座（リーフレット）
高校生のための公開講座２０１１（リーフレット）

大 学 院

平成24年度　各研究科学生募集要項
高知県立大学大学院　2012（大学院案内）
英語版大学院案内
人間生活学研究科案内
ラボ読本（高知県立大学大学院研究者紹介）
平成23年度　大学院学位論文要旨集
博士論文内容の要旨及び審査結果の要旨　第7集　第8集

８－３ 学外提供用刊行物作成状況




