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８　開かれた大学

１　公開講座等実施状況（平成24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 6/23 93

高校生第２回「高校生のための文化学講座」 1 8/5 102

第３回「高校生のための文化学講座」 1 12/22 18

日本学レクチャーシリーズ：ことばメガネ 1 5/18 180

一般

日本学レクチャーシリーズ：MIT 教授の「文
化可視化」プロジェクト 1 5/28 70

日本学レクチャーシリーズ：Rescued by Writing: 
an American Expat's Experience in Japan 1 7/19 50

日本学レクチャーシリーズ：オランダ人を魅
了した土佐和紙の世界 1 10/26 30

日本学レクチャーシリーズ：太平洋を巡って 1 11/23 30

日本学レクチャーシリーズ：土佐人に語る土
佐の歴史 1 1/11 50

看護学部

夏の公開講座「新人看護師のためのフィジカル
アセスメント」 1 8/27 35 臨床経験 3 年目

までの看護職者

冬の公開講座「新人看護職者の人材育成につ
いて―新人看護師職員研究をふまえて―」 1 11/3 90

保 健 医 療 福 祉
施設の看護職者
および本学学生

最新実践看護講座Ⅰ「看護職者にとっての生涯
教育」 1 6/9 132 看護職者及び

学生

最新実践看護講座Ⅰ「在宅療養に向けて」 1 9/30 19 看護職者及び
学生

最新実践看護講座Ⅱ「生命の危機的状況にあ
る患者・家族への看護支援」 1 9/26 55 看護職者及び

学生
最新実践看護講座Ⅱ「生活習慣病を予防する
看護活動」 1 9/27 30 看護職者及び

学生
社会福祉

学部 高校生のための公開講座２０１２ 1 8/4 58 高校生

地域教育研
究センター

地域活性化フォーラム「支え合う地域社会づ
くりを目指して」 1 12/16 123 一般

健康長寿
センター

健康長寿センター　夏の公開講座「新人看護
師のためのフィジカルアセスメント」 1 8/27 41 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「訪問看護の魅力を語りつくすフォー
ラム」

1 10/7 170 一般県民

第 2 回公開講座「新人看護職者の人材育成に
ついて」 1 11/3 90 一般県民

８－１ 公開講座等実施状況
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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

子育て支援事業：赤ちゃん同窓会 1 11/18 159 一般県民

平成 24 年度　親子でスリム教室 1 11/24 58 一般県民

平成 24 年度地域医療フォーラム「Let's　チー
ムケア進めよう多職種連携」 1 11/25 106 一般県民

第 1 回健康長寿センター体験型セミナー「介護
疲れを癒そう！」四万十市 1 12/9 37 幡多地区民

土佐市立土佐南・高岡中学校出前講座「味覚
の不思議」 1 10/18・

12/7・12/10 229 土佐市中学生

第 2 回健康長寿体験型セミナー「認知症につい
てみんなで学ぼう！支えあおう！つなごう！認知症に
ついての話　和　輪」（土佐清水市）

1 2/3 118 土佐清水市民

第 3 回健康長寿センター食の体験型セミナー「栄
養バランスの良い食生活」（仁淀川町） 1 2/15 53 仁淀川町民

平成 24 年度第 2 回親子でスリム教室 1 3/20 40 一般県民

慢性疾患を有する患者を対象とした料理教室　
H24 年度は「糖尿病料理教室」 1 3/23 19 一般県民

大学院 なし

合　計

８－１ 公開講座等実施状況
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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 南海トラフ地震に備えて「災害食を考えよう」 1 3/16 22 栄養士、　　

管理栄養士

文化学部

ことばの考古学 － 日本語はどのように
して成立したか？ 1 7/23 14

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

国際的指標から見るジェンダー 1 7/25 7

比べてみよう、日本と中国 1 7/28 4

文化理解、異文化理解－聞く、読む、話す、
exchange 1 7/30 13

日本語は本当にあいまいな言語なの？ 1 8/4 7

日・英詩を読む　－日・英詩を通じて日
英の文化を考える－ 1 8/6 5

つなげて読んでみよう、日本近代文学（そ
の二） 1 8/7 8

英語音声について－発音指導を支える英
語音声学（子音編） 1 8/8 8

看護学部

『遺伝性腫瘍患者・家族への遺伝カウンセ
リングについて』 1 5/11 14

修士・博士課
程修了生およ
び大学院生

『CNS のキャリア発達－ CNS 認定更新前
の CNS 役割開発について－』 1 7/14 32

修士・博士課
程修了生およ
び大学院生

『慢性心不全患者の在宅療養の維持・継続
を可能にするアプローチ』 1 8/19 29 看護職者

『子どもたちを守る！！救急時の対応』 1 8/28 15

看 護 職 者・保
育 士・養 護 教
諭・保健師・大
学院生・教員

『保健師活動を考える～東日本震災　福島
避難所への支援活動を通して～』 1 9/2 18 保 健 師・大 学

院生・学部生

『訪問看護の魅力を語りつくす』 1 10/7 170 看護職者

『がん看護専門外来について－ OCNS に
よるがん看護専門外来の立ち上げと活動
の実勢－』

1 11/9 12
修士・博士課
程修了生およ
び大学院生

『精神科看護師の継続教育への手掛りを得
る』 1 2/23 24

修士・博士課
程修了生およ
び大学院生

『大分県の小児在宅支援の充実に向けた活
動』 1 3/10 16

修了生・看護
職者・大学院
生・教員

８－１ 公開講座等実施状況
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８－１ 公開講座等実施状況

区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

社会福祉
学部

精神障害のある人の居住支援を考える 1 10/13 63

保健・医療・
福祉関係
従事者

年金・医療・介護システムの動向とゆく
え 1 11/10 71

介護とは何か　－介護福祉入門－ 1 12/1 31

福祉・介護実践の効果をどのように〈測
定する〉のか 1 12/15 34

健康長寿
センター

看護相談室 2012　老人看護　ケア検討会 1 6/12 27 保健医療福祉
関係者

がん看護学ケア検討会「質が高いがん看
護実践を検討する会」第 1 回 1 6/16 32 保健医療福祉

関係者
看護相談室　看護管理学領域ケア検討会

（第 1 回） 1 6/22 29 保健医療福祉
関係者

看護教員継続研修 1 8/7・8/8・
8/20・8/21 94 保健医療福祉

関係者
講演会「保健医療政策に貢献できる研究
とは」 1 8/30 92 保健医療福祉

関係者
地域看護領域リカレント教育「保健師活
動を考える～東日本大震災　福島避難所
への支援活動を通して～」

1 9/2 28 保健医療福祉
関係者

高知県看護協会・地域看護ブロック会（健
康長寿センター共催事業） 1 9/8・11/15・

2/2 94 保健医療福祉
関係者

高知県介護職員喀痰吸引等研修 1

9/20・9/21・
9/29・9/30・

10/20・12/15・
12/16・2/16・
2/17・3/25・

3/27

121 保健医療福祉
関係者

リカレント「病を持ちながら地域で生活
する精神障がい者の「就労」について考
える」

1 10/6 77 保健医療福祉
関係者

リカレント教育講座－精神障害のある人
の居住支援を考える－ 1 10/13 63 保健医療福祉

関係者
リカレント教育講座－年金・医療・介護
システムの動向とゆくえ－ 1 11/10 71 保健医療福祉

関係者
リカレント教育講座－介護とは何か：介
護福祉入門－ 1 12/1 31 保健医療福祉

関係者
リカレント教育講座－福祉・介護実践の
効果をどのように〈測定する〉のか－ 1 12/15 34 保健医療福祉

関係者

合　　　　計 35 1,410
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○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］　 12 講座 ［受講者数］　のべ 56 人
　　　後期　　［開講講座数］　 16 講座 ［受講者数］　のべ 61 人

看護学部

＜看護相談室事業＞　
ケア検討会・交流会
10 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・地域看護学・在宅看護学

28 通年 628 保健医療 
関係者等

がん患者の治療・療養・生活過程を支える高度な看
護実践の展開

『がん治療における薬物療法の意義と展望・がん薬
物療法についての基本的知識』

『投与中ショック・血管トラブルへの対処とセルフケア
支援』

1 7/22 445 保健医療 
関係者等

がん患者の治療・療養・生活過程を支える高度な看
護実践の展開

『悪心・嘔吐、皮膚毒性への対応とセルフケア支援』
『血液毒性、末梢神経障害への対応とセルフケア支
援』

『治療選択と継続に関わる意思決定支援』

1 12/15 523 保健医療 
関係者等

８－１ 公開講座等実施状況
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２　学会役員等の状況（平成24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

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 逸見　幾代 日本栄養改善学会 評議員

教　授 渡邊　浩幸 日本栄養・食糧学会 代議員
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
日本産業衛生学会四国地方会 監事
日本職業・災害医学会 評議員

准教授 川口　順子 日本衣服学会 幹事
日本家政学会 中四支部代議員・機関幹事

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

流域圏学会 評議委員
土佐民俗学会 常任理事
いざなぎ流と物部川流域を考える会 理事
土佐歴史資料研究会 理事

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 日本精神保健看護学会 理事・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 代議員
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 日本皮膚科学会高知地方会 幹事
教　授 竹崎久美子 日本老年看護学会 評議員
教　授 時長　美希 日本看護科学学会 評議員

教　授 中野　綾美

日本家族看護学会 理事
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

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

日本看護系学会協議会 代表理事
日本看護系大学協議会 代表理事 ( 平成 24 年 6 月まで）
日本精神保健学会 理事（平成 24 年 6 月まで）
日本看護科学学会 代議員

教　授 藤田　佐和
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

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 宮武　陽子
日本看護教育学会 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・監事

教　授 森下　利子
日本看護科学学会 代議員
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 日本災害看護学会 理事
日本看護科学学会 代議員

教　授 山田　　覚

日本災害看護学会 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

准教授 大川　宣容 日本医療教授システム学会中四国支部 副代表理事
講　師 石川　麻衣 日本災害看護学会 理事
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
日本社会福祉学会 代議員
日本社会福祉学会中国・四国部会 監事

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

教　授 宮上多加子 ナイチンゲール KOMI ケア学会 理事
准教授 後藤由美子 日本認知症ケア学会 評議員

地
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

教　授 一色　健司 日本分析化学会 中四国支部庶務幹事
流域圏学会 理事，編集・出版委員長

会長
評議員
運営委員

教　授 宇野　浩三 住まい・環境教育学会

准教授 團野　哲也 日本繊維製品消費科学会 諮問委員
日本衣服学会 幹事

８－２ 学会役員等の状況

教　授　荻沼　一男　国際染色体植物学会
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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 逸見　幾代

東温市食育推進委員 東温市長
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24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
女子栄養大学香友会愛媛支部長 女子栄養大学香友会長

教　授 渡邊　浩幸
高知県食品産業研究チーフアドバイザー 高知県知事
高知県事業審査アドバイザー 高知県知事
産学官連携会議委員 高知県知事

教　授 和田　安彦 高知出版学術賞審査委員会審査委員 高知市長
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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

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委員 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
ねんりんピックよさこい高知2013式典演技部会委員 高知県知事

教　授 橋尾　直和

豊永郷民俗資料館建設委員会委員 ＮＰＯ豊永郷民俗資料保存会理事長
流域圏学会評議委員 流域圏学会会長
高知市文化財保護審議会委員 高知市教育長
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

看　
　

護　
　

学　
　

部

教　授 池添　志乃

平成25年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査筆記審査問
題の調査研究員 高知県教育長

高知県スクールヘルス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24年度　保健師助産師看護師等実習指導者講習会  運営委員
会及び災害看護委員会委員 高知県看護協会

平成24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 時長　美希
高知県人材育成ガイドライン評価検討会委員 高知県健康政策部長
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 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

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
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
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
高知医療センター治験審査委員会 高知医療センター長

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24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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看　
　

護　
　

学　
　

部

教　授 松本　鈴子 高知母性衛生学会理事 高知母性衛生学会会長

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
平成25年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査筆記審査問
題の調査研究員 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

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24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 高知県地域福祉部長
高知県訪問看護推進協議会委員 高知県健康政策部長
地域包括支援センター研修企画会議委員 高知県地域福祉部高齢者福祉課長
平成24年度　在宅ケア看護師研修運営委員会の委員 高知県看護協会会長
平成２４年度日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定
委員会の在宅看護専門分科会の委員就任

日本看護系大学協議会
専門看護師教育課程認定委員会委員長

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
高知県産学官連携会議『テーマ別部会』部会員 高知県商工労働部新産業推進課長
高知県自然災害時保健活動ガイドライン見直しに係る検討会 高知県健康政策部健康長寿政策課長
高知市防災会議の幹事 高知市長
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 佐東　美緒 高知市子育て支援計画推進協議会委員 高知市長

准教授 田井　雅子
高知県災害時心のケア体制整備検討会の委員 高知県地域福祉部長
高知県精神保健福祉協会　研修部の委員 高知県精神保健福祉協会会長
高知県こころのケアマニュアル作成ワーキンググループの委員 高知県地域福祉部長

講　師 石川　麻衣
平成24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
平成24年度　地域保健従事者研修運営委員会の委員 高知県看護協会会長

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

准教授 神原　咲子 土佐市災害時要援護者支援体制連絡協議会の委員 土佐市長

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

岡山県美咲町地域包括ケア会議会長 美咲町町長
高知市地域福祉計画推進協議会会長 高知市長
高知市成年後見サポートセンター運営委員会委員 高知市社会福祉協議会会長
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委員 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　
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
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社　

会　

福　

祉　

学　

部

教　授 田中きよむ

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
津野町地域福祉活動計画アドバイザー 津野町社会福祉協議会
仁淀川町地域福祉活動計画アドバイザー 仁淀川町社会福祉協議会
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
厚生労働省平成24年度セーフティネット支援対策事業費補助金（社会
福祉推進事業分）「共生型福祉施設の設置運営支援事業」ワーキング
グループ座長

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング取締
役社長

高知県地域年金事業運営調整会議委員長 高知東年金事務所長
高知弁護士会綱紀委員会委員・高知弁護士会資格審査会予備委員 高知弁護士会会長

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

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 高知市行政改革推進委員会委員 高知市
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
高知市障害者計画等推進協議会公募委員選考委員会委員（会長） 高知市長
高知市自立支援協議会相談支援のあり方に関する検討会委員 高知市長

（一般社団法人）日本精神保健福祉士養成校協会 精神保健福祉士
実習演習担当教員講習会企画委員会　委員

（一般社団法人）日本精神保健福祉士養
成校協会長

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 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 福間　隆康 高知県社会福祉士会理事 高知県社会福祉士会会長
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

地
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

教　授 一色　健司

高知県環境審議会，同　総合部会，同　水環境部会 高知県知事
新宇治川放水路地下水監視委員会 いの町長
高知県環境影響評価技術審査会 高知県知事
高知県廃棄物処理施設設置審査会 高知県知事
高知市産業廃棄物処理施設設置審議会 高知市長

仁淀川流域学識者会議 国土交通省四国地方整備局長，高知県
知事

教　授 荻沼　一男
（公財）高知県国際交流協会評議員 高知県国際交流協会代表理事
（公財）高知県産業振興センター評議員 高知県産業振興センター理事長

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

ねんりんピックよさこい高知2013実行委員
会会長（高知県知事）

生涯スポーツ推進県民会議プラン作成委員会委員 生涯スポーツ推進県民会議会長（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
高知市スポーツ推進審議会副委員長 高知市教育長

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24年度）
作　成　元 担　当　部　署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

全 学

学生課

平成25年度入学者選抜に関する要項

平成25年度学生募集要項
（AO入試、推薦入試、３年次編入学試験、一般入試、私費留学生入試）
平成25年度高知県立大学大学院学生募集要項

（健康生活科学研究科、看護学研究科、人間生活学研究科）
高知県立大学大学院案内
ｖｏｉｃｅ

図書情報課 高知県立大学　　紀要

広報委員会
2014大学案内高知県立大学（日本語版、英語版）、高知県立大学2012　
OPEN　CAMPUS（パンフレット、ポスター）、広報誌２誌（県民大学、もっと
県民大学）

健 康 長 寿 センター 健康長寿センター 健康長寿センターパンフレット

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２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

看護学部活動報告書
看護学部委員会報告
看護学部　年報
平成24年度看護実習要項
高知女子大学看護学会誌　第37巻2号・38巻1号
看護学部オープンキャンパスポスター2013年版
看護学部オープンキャンパスチラシ2013年版
看護学部PR用ポスター2013年版
看護学部PR用チラシ2013年版
看護学部オープンキャンパスポスター2012年版
看護学部PR誌-看護学部受験生向けＰＲ誌2013年版（赤冊子）
看護学部ニュースレター学生生活通信『fure-fure』第3・4号
高知県立大学看護学部同窓会会報　第5・6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23年度　社会福祉学部報　第14号（2012年度自己点検評価資料）
（冊子）
２０１２年度社会福祉学部案内（パンフレット）
２０１３年度実習のてびき（冊子）
２０１２年度社会福祉実習報告書（冊子）
２０１２年度介護福祉実習報告書（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２０１２（リーフレット）

地域教育研究センター 地域教育研究センター 高知県立大学地域教育研究センター報　第1号

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




