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11　開かれた大学

１　公開講座等実施状況（平成26年度）

○公開講座

区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

健康栄養
学部

健康栄養学部公開講座「食の安全と日本人－
ゼロリスク幻想（安心）からの脱却－」 1 11/１ 114 一般

文化学部

第 1 回「高校生のための文化学講座」 1 ６/21 81
高校生

第 2 回「高校生のための文化学講座」 1 ８/31 42

日本学レクチャーシリーズ：1200 年の歴史、88カ
所の霊場、米国 1 人：シコク・ロードで考える 1 ５/16 72

一　般

日本学レクチャーシリーズ：もう一つの日米交流史：
日本人移民の苦悩と栄光 1 ５/23 32

日本学レクチャーシリーズ：英語の小説として読む
『源氏物語』 1 ７/11 60

日本学レクチャーシリーズ番外編：イタリア演劇の
観点からみた日本の伝統演劇 1 ７/25 40

日本学レクチャーシリーズ特別イベント：お笑い国
際便、子どもたちへ笑いと支援物資を届ける 1 10/10 50

日本学レクチャーシリーズ：四国遍路における弁
財天とその起源 1 10/７ 30

日本学レクチャーシリーズ：形マジック―科学か芸
術か 1 11/20 20

日本学レクチャーシリーズ番外編：地域文化と町
おこし 1 12/５ 36

日本学レクチャーシリーズ：How wide is the 
Pacific really? 1 12/５ 18

日本・スウェーデン両国の健康と福祉―将来への
インスピレーション― 1 11/19 100

日本学レクチャーシリーズ番外編：江戸の〈いき〉
－端唄ぶり・きものの美－ 1 １/30 90

看護学部

最新実践看護講座Ⅰ「副院長からみたこれから
の看護」 1 ６/16 38 看護職者及び

学生

最新実践看護講座Ⅱ「エンド・オブ・ライフケア
について」 1 ７/30 53 看護職者及び

学生

夏の公開講座『新人看護職者のメンタルヘルス
トレーニング』 1 ９/21 34 高知県内の看

護職者

最新実践看護講座Ⅱ「看護という仕事；慢性疾
患看護専門看護師」 1 ９/27 26 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「高度実践看護者として　
看護の役割と貢献の拡大」 1 ９/29 25 看護職者及び

学生

秋の公開講座『新人看護職者のためのフィジカ
ルアセスメント』 1 11/９ 27

高知県内の経
験 年 数 1 ～ 4
年の看護職者

発達障害について―子どもと家族へのアプロー
チ 1 １/22 52 高知県内の看

護職者

養護教諭のためのメンタルヘルストレーニング 1 １/23 36 高知県内の看
護職者

社会福祉
学部

健康長寿センター社会福祉学部体験型セミナー
in 土佐山「上手な医療との付き合い方」 1 ２/11 29 一　般

大学院

DNGL 国際セミナー
「災害支援者へのケアを考える」（東京） 1 2015/2/14 80

一般（参加者：
看護・医療職
者ほか）

国連防災世界会議 DNGL 企画パブリックフォー
ラム「災害看護学教育 - 世界の動向」（仙台） 1 2015/3/17 208

一般（参加者：
東北方面看護
系教員・学生・
看護師）

平成 26 年度がん看護インテンシブコースⅠ研修 15
2014/10/26

～

2015/02/22
8 看護師
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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

文化学部

日本語と英語を語彙化の面からみる 1 ７/22 11

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

英語授業の教材づくりに活かせるICT 1 ７/26 17

国語と英語をつなぐ「ことば学」入門 1 ７/28 19

郷土の文学に親しもう 1 ７/31 9

「出獄追記」精読：植木枝盛とその時代 1 ８/７ 6

文化人類学の観点から「差別」を読み解く 1 ８/８ 3

看護学部

『がん患者の妊孕性について』 1 ５/23 12 修士・博士課
程修了生

『高知県西部地区研修会：急性期症状のあ
る人へのケア ～ケースの展開を通して考
える～』

1 ５/24 26 看護職者及び
大学院生

『家族アセスメント力を高める－事例検討会』 3 ５/31・
10/11・2/14 30 修士・博士課

程修了生
『治療継続に患者と家族の意向のずれが生じ
ていたケース（倫理調整）』 1 ７/25 11 修士・博士課

程修了生
『日本がん看護学会SIG-CNS分野分科会&ア
ストラルの会合同学習会』 1 ８/30 20 修 士・博 士 課

程修了生

『糖尿病とともにある暮らし』 1 10/25 35

修 士・博 士 課
程 修 了 生・学
部 在 学 生・高
知県内外看護
職・医療者・研
究者・学生

『終末期がん患者と家族への関わりに困難を
感じたケース（実践）』 1 12/12 10 修 士・博 士 課

程修了生

『CNSとしてのキャリア開発』 1 １/24 10 修士・博士課程
修了生

『看護師の reflection スキルに関する研究』 1 ２/21 22 修士・博士課程
修了生

社会福祉
学部

「ケアマネジメントの『中核技術』を図る～
work indexを用いた自己研鑽～」 1 10/4 24

保 健・ 医 療・
福祉関係従事
者

「『病院』と地域包括ケア―多職種連携を手
がかりに」 1 10/11 44

「腰痛予防対策指針の改定とリフトの導入」 1 11/１ 15

「複雑事例へのチーム・アプローチ再考　社
会福祉専門職間の連携を中心に」 1 12/６ 9
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11－１ 公開講座等実施状況

○その他

区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

看護学部

＜看護相談室事業＞
ケア検討会・交流会
11 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 ・慢性看護学・地域看護学・
　在宅看護学・クリティカルケア看護学

35 通年 538 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～緩和ケアと高度な看護実践～

『がん治療と緩和ケア（早期からの緩和ケア）』
『チーム医療と緩和ケア』
『緩和ケアにおける看護師の役割』

1 ７/13 475 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～緩和ケアと高度な看護実践～

『症状マネジメントモデルと呼吸困難への対応』
『倦怠感、食欲不振への対応とセルフケア支援』
『精神症状のアセスメントと症状緩和』

1 12/20 444 保健医療
関係者等



－ 92 － － 93 －

２　学会役員等の状況（平成26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 中村　富予 日本栄養改善学会 評議員

特任教授 逸見　幾代
日本栄養改善学会 評議員
日本栄養改善学会四国支部 幹事

教　授 村上　　尚 日本肥満学会 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 和田　安彦
日本衛生学会 評議員
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 荒牧　礼子
日本未病システム学会 評議員
高知県栄養士会研究教育事業部 代表理事

文　
　

化　
　

学　
　

部

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 会長

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（７月まで）
准教授 山口　善成 中四国アメリカ文学会 幹事
講　師 飯髙　伸五 日本オセアニア学会  理事・評議員

特任教授 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

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 役員
日本学校保健学会 理事

教　授 池田　光徳 日本皮膚科学会高知地方会 幹事
教　授 内田　雅子 日本慢性看護学会 評議員
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 代議員

教　授 中野　綾美
日本看護倫理学会 評議員
日本小児看護学会 理事
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

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 代議員
日本看護倫理学会 評議員
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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 森下　利子
日本看護科学学会 代議員
日本災害看護学会 評議員

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
日本看護管理学会 評議員

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
日本がん看護学会 代議員

講　師 石川　麻衣
文化看護学会 評議員
日本災害看護学会 理事

特任教授 中山　洋子
日本看護科学学会 理事
日本精神保健看護学会 評議員

特任教授 久保田聰美

日本禁煙学会 理事
日本クリニカルパス学会 評議員
日本看護管理学会 評議員
日本看護倫理学会 評議員
日本看護科学学会 代議員

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・理事長代行

教　授 宮上多加子 ナイチンゲール KOMI ケア学会 理事
教　授 長澤紀美子 社会政策学会 春季大会企画委員

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

教　授 丸山　裕子 日本精神保健福祉学会 理事
准教授 後藤由美子 日本認知症ケア学会 代議員
講　師 福間　隆康 日本労務学会 理事

地 

域 

教 

育 

研 

究 

セ 

ン 

タ 

ー

教　授 一色　健司

日本分析化学会 中四国支部幹事

流域圏学会
理事、編集・出版委員長 （～9
月）、総務委員長、事務局長 （9
月～）

高知地区分析技術懇談会 副会長
教　授 宇野　浩三 住まい・環境教育学会 会長
教　授 荻沼　一男 国際染色体植物学会 評議員

教　授 清原　泰治 日本スポーツ産業学会
スポーツ産業史専門分科会 運営委員

准教授 團野　哲也
日本繊維製品消費科学会 諮問委員
日本家政学会 被服材料科学部会幹事
日本衣服学会 幹事
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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

健　
　
　

康　
　
　

栄　
　
　

養　
　
　

学　
　
　

部

特　任
教　授 逸見　幾代

東温市食育推進委員 東温市長
日本栄養改善学会評議員 学会理事長
日本栄養士会雑誌査読委員 日本栄養士会長
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26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
愛媛県中山間地域等直接支払制度審議会委員 愛媛県知事
高知県食育推進委員会委員 高知県知事
愛媛県海区漁区調整委員会委員 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
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 村上　　尚 高知県衛生研究所研究協議会委員 高知県衛生研究所長

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
管理栄養士国家試験出題基準（ガイドライン）改定検討会 厚生労働省健康局長

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
高知県食の安全・安心推進審議会委員 高知県知事

准教授 荒牧　礼子
高知県栄養士会研究教育事業部代表理事 高知県栄養士会
高知県歯と口の健康推進ワーキング委員 高知県知事

講　師 島田　郁子
土佐市立学校給食センター運営審議会委員 土佐市長

土佐市学校給食センター建設工事基本設計及び実施設計委託業務
に係る公募型技術提案審査委員 土佐市長

講　師 廣内　智子 高知県栄養士会生涯教育委員会委員 高知県栄養士会長

助　教 田中　　守
高知県栄養士会生涯教育委員会委員 高知県栄養士会長
高知県産学官連携会議運営委員会委員 高知県知事

文　
　
　
　

化　
　
　
　

学　
　
　
　

部

教　授 井本　正人

高知県公共交通維持活性化対策フォローアップ委員会委員 高知県知事

（財）こうち男女共同参画社会づくり財団（指定管理者）評議員 ㈶こうち男女共同参画社会づくり財団理
事長

高知県津野町歴史文化基本構想策定委員会委員 津野町教育長

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（会長） 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 橋尾　直和

ＮＰＯ豊永郷民俗資料保存会評議員 ＮＰＯ豊永郷民俗資料保存会理事長
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
南国市後川流域のエンコウ祭調査委員会副委員長 南国市教育長
物部庄谷相拓の歴史と文化を考える会 物部庄谷相拓の歴史と文化を考える会副会長
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
スローフード高知味の箱舟委員 スローフード高知会長

特　任
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
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学部 職　名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者
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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

一般社団法人日本看護系大学協議会養護教育カリキュラム検討委員
会委員 日本看護系大学協議会代表理事

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

高知医療センター・高知県立大学包括的連携協議会委員

高知県・高知市病院企業団立高知医療
センター長

高知医療センター・高知県立大学包括的連携協議会健康長寿・地域
連携部会委員

高知医療センター・高知県立大学スキルズラボ運営委員
高知医療センター・高知県立大学SP研究会委員
土佐市子どもの健康づくり支援委員会 土佐市長
高知県健康づくり推進協議会委員 高知県健康政策部長
高知県地方薬事審議会委員 高知県健康政策部長

教　授 内田　雅子 日本慢性看護学会研究交流推進委員 日本慢性看護学会学会長

教　授 竹崎久美子 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 高知県看護協会会長

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２６年度高知県保健師人材育成評価検討会の検討委員 高知県健康政策部健康長寿政策課長
高知市地域保健推進協議会委員 高知県健康政策部健康長寿政策課長
高知県国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会委員 高知県国民健康保険団体連合会理事長
国保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会委員 国民健康保険中央会理事長

高知市新庁舎建設等工事基本・実施設計委託業務プロポーザル審査
委員 高知市長

教　授 長戸　和子
高知県看護協会看護職定着サポート研修運営委員 高知県看護協会長
高知県看護協会教育評価会議委員 高知県看護協会長

教　授 中野　綾美

高知医療センター地域医療支援病院運営委員会委員 高知医療センター病院長
高知県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
日本小児看護学会倫理委員会委員長 日本小児看護学会長

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

独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会
専門委員

独立行政法人
大学評価・学位授与機構長

高知県の看護を考える検討委員会委員 高知県健康政策部医療政策課長

教　授 野嶋佐由美

独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会
委員

独立行政法人
大学評価・学位授与機構長

高知市防災会議委員 高知市長
高知県医療審議会委員 高知県知事
高知女子大学看護学会長 高知女子大学看護学会

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
高知県看護協会第一副会長 高知県看護協会会長
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
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教　授 松本　鈴子 高知県母性衛生学会理事 高知県母性衛生学会長

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　
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

日本看護研究学会中国・四国地方会運営委員・学術委員 日本看護研究学会中国・四国地方会運
営委員長

高知県准看護師試験委員 高知県知事

教　授 森下　安子

在宅ケア領域看護師研修運営委員会委員 高知県看護協会会長

日高村高齢者福祉計画及び第６期日高村介護保険事業計画策定委
員 日高村長

平成２６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副委員長 日本看護系大学協議会代表理事

高知県介護支援専門員研修等向上委員会委員 高知県地域福祉部高齢者福祉課長
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
いの町・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
高知県訪問看護推進協議会委員 高知県健康政策部医療政策課長
高知女子大学看護学会運営委員長 高知女子大学看護学会長

教　授 山田　　覚

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
日本災害看護学会編集委員会委員長 日本災害看護学会長
日本看護科学学会用語検討委員会委員 日本看護科学学会長
高知市防災会議幹事会委員 高知市長
高知県看護協会認定看護管理者教育課程運営委員会委員 高知県看護協会会長

准教授 内川　洋子 高知女子大学看護学会委員 高知女子大学看護学会長
准教授 大川　宣容 高知女子大学看護学会運営委員 高知女子大学看護学会長
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 嶋岡　暢希 高知女子大学看護学会運営委員 高知女子大学看護学会長
准教授 田井　雅子 高知女子大学看護学会運営委員 高知女子大学看護学会長
講　師 石川　麻衣 日本地域看護学会災害支援のあり方検討プロジェクト委員 日本地域看護学会長
講　師 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 青木　美和 高知女子大学看護学会運営委員 高知女子大学看護学会長
助　教 岡本麻由美 高知女子大学看護学会運営委員 高知女子大学看護学会長

助　教 小澤　若菜
保健師職能委員会委員 高知県看護協会長
平成２６年度高知県保健師人材育成評価検討会の検討委員 高知県健康政策部健康長寿政策課長
高知女子大学看護学会運営委員 高知女子大学看護学会長

助　教 小原　弘子 日本災害看護学会　法人化プロジェクト委員 日本災害看護学会理事長

助　教 川本　美香
平成２６年度高知県保健師人材育成評価検討会の検討委員 高知県健康政策部健康長寿政策課長
高知女子大学看護学会運営委員 高知女子大学看護学会長

助　教 槇本　　香 日本精神保健看護学会　広報委員 日本精神保健学会長

助　教 森下　幸子

地域看護委員会委員・在宅ケア領域看護師研修運営委員会委員及
び訪問看護ステーション運営委員会委員 高知県看護協会会長

高知県訪問看護推進協議会委員 高知県健康政策部医療政策課長

第５回四国在宅医療推進フォーラム実行委員 第５回四国在宅推進ﾌｫｰﾗﾑ実行委員会
会長

高知県介護支援専門員研修等向上委員会委員 高知県地域福祉部高齢者福祉課長

特　任
教　授 中山　洋子

医道審議会保健師助産師看護師分科会委員 厚生労働省
医道審議会看護倫理部会委員 厚生労働省

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委員 土佐市長

社
会
福
祉
学
部

教　授 杉原　俊二
高知県社会福祉審議会委員（副会長） 高知県知事
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
高知県いじめ問題調査委員 高知県教育委員会

教　授 田中きよむ 高知市社会福祉審議会委員 高知市長
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教　授 田中きよむ

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　
奈半利町地域福祉計画・地域福祉活動計画アドバイザー 奈半利町社会福祉協議会
土佐清水市地域福祉計画・地域福祉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・地域福祉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・地域福祉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
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
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
高知市生活支援相談センター支援検討部会委員 高知市・高知市社会福祉協議会
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
高知市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会委員 高知市長
高知県高次脳機能機能障害支援委員会委員 高知県知事
身体拘束ゼロ委員会委員 社会福祉法人来島会理事長

第三者委員
社会福祉法人高知福祉会・社会福祉法
人すずめ福祉会・社会福祉法人フアミー
ユ高知

教　授 宮上多加子

高知県福祉活動支援基金運営委員会委員 高知県社会福祉協議会会長
日常生活自立支援事業契約締結審査会委員長 高知県社会福祉協議会会長
高知県医療提供体制推進事業等評価委員会委員 高知県知事
高知市民生委員推薦会委員 高知市長

教　授 長澤紀美子

高知県行政改革推進委員会委員 高知市長
個人情報保護審査会・公文書開示審査会委員 佐川町長

高知県社会福祉協議会地域密着型サービス外部評価事業評価審査
委員 高知県社会福祉協議会会長

高知市介護保険施設等整備事業者審査委員会 高知市長

准教授 黒田しづえ

今後の介護福祉士養成教育と養成施設のあり方に関する検討作業部
会委員 日本介護福祉士養成施設協会同委員会

ノーリフト検討委員会委員 高知県社会福祉協議会
コレスバ福祉in高知企画委員 高知県社会福祉協議会
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 高知県社会福祉協議会

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（副会長） 高知県地域福祉部長
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

高知県自殺対策啓発事業委託業務公募型プロポーザル審査委員会
委員 高知県知事

高知市障害者計画等推進協議会委員（会長） 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

高知県自立支援協議会人材育成部会委員（部会長） 高知県障害保健福祉課長
高知県社会福祉協議会「退院前世代の生きがい研究」検討会委員 高知県社会福祉協議会会長
高知市自立支援協議会定例会 委員 高知市障がい福祉課長

精神保健福祉士試験委員 公益財団法人社会福祉振興・試験セン
ター理事長
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准教授 鈴木　孝典 高知県精神保健福祉士協会 役員（副会長） 高知県精神保健福祉士協会会長

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

津野町地域包括支援センター運営協議会・地域密着型サービス運営
協議会委員 津野町長

日本社会福祉士養成校協会国家試験合格支援委員会委員 日本社会福祉士養成校協会会長

准教授 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

准教授 山村　靖彦
高知市地域福祉計画推進協議会委員（委員長） 高知市長
高知市社会福祉協議会地区社協活動助成事業審査会委員（委員長） 高知市社会福祉協議会会長
福祉教育の新たな展開に向けた検討委員会委員 高知県社会福祉協議会会長

講　師 井上　健朗
日本社会福祉協会「制度本」編集委員（代表） 公益財団法人日本社会福祉協会会長
交通事故被害者生活支援教育研修委員 公益財団法人日本社会福祉協会会長
土佐市地域ケア会議推進プロジェクトメンバー 土佐市長

講　師 鳩間亜紀子 介護福祉士試験委員 公益財団法人　社会福祉振興・試験セン
ター理事長

講　師 三好  弥生 介護福祉士国家試験実地委員 公益財団法人　社会福祉振興・試験セン
ター理事長

助教 橋本　　力 高知県社会福祉士会理事 高知県社会福祉士会会長

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

こども科学館（仮称）アドバイザー 高知市教育長

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
（公財）高知県立牧野植物園事業評価委員 高知県知事

教　授 清原　泰治
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

11－２ 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26年度）
作　成　元 担　当　部　署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

全 学

学生課

平成27年度入学者選抜に関する要項
平成27年度学生募集要項

（推薦入試、社会人入試、３年次編入学試験一般入試、私費外国人留学
生入試）
平成26年度高知県立大学大学院学生募集要項

（看護学研究科看護学専攻（博士前期課程）、看護学研究科看護学専攻
（博士後期課程）、看護学研究科共同災害看護学専攻（博士課程）、人
間生活学研究科（博士前期課程）、人間生活学研究科（博士後期課程））
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

2016大学案内高知県立大学（日本語版、英語版）
高知県立大学　OPEN　CAMPUS（パンフレット、ポスター）
広報誌4誌（ようこそ留学生、垣根のない大学、地域×大学＝域学、ごき
げんよう青春）

健康長寿センター 健康長寿センター 平成26年度高知県立大学健康長寿センター活動報告書
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5号

文 化 学 部
広報委員会 思索と実践
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26年度看護実習要項
高知女子大学看護学会誌　第39巻2号・40巻1号
看護学部オープンキャンパスポスター2014年版
看護学部オープンキャンパスチラシ2014年版
看護学部PR誌-看護学部受験生向けＰＲ誌2014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7・8号
高知県立大学看護学部同窓会会報　第9・10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
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）
健康長寿センター社会福祉学部体験型セミナー（パンフレット）
高校生のための公開講座（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2号
高知県立大学地域連携事業報告集　第１号　モデル事業特集

高知県立大学「県民大学」学生プロジェクト　立志社中　平成25年度活
動成果報告書

平成25年度食品生産管理高度化講座報告書

大 学 院 学生課

平成27年度　各研究科学生募集要項
高知県立大学大学院　2015（大学院案内）
平成25年度　大学院学位論文要旨集
人間生活学研究科博士前期課程案内"voice"
高知県立大学大学院研究者紹介　人間生活学研究科"Researchers"

11－３ 学外提供用刊行物作成状況


