
　１１　開かれた大学

１　公開講座等実施状況

〇公開講座

区　分 内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

国際日本学レクチャーシリーズ
　「May I Call You North Korean?－脱北者のアイデンティティ」

1 5/17 102
学生・教職員・

一般市民

国際日本学レクチャーシリーズ
　「Bringing Internationalization Home－カナダ人の挑戦」

1 6/28 62
学生・教職員・

一般市民

高校生のための文化学講座
　「日本語の比較から見える文化」
　「入門！観光地域社会論－観光客とまちづくりの関係－」

1 6/29 63 高校生

『大学的高知ガイド』出版記念／
文化学部設置60周年・学部改組20周年記念シンポジウム
　「高知の地域文化資源の再発見」

1 7/20 132 一般

国際日本学レクチャーシリーズ
　「国際交流と外国人との共生－中国駐在員の目線」

1 7/26 67
学生・教職員・

一般市民

2019年度オープンキャンパス
　「フィールドワークの魅力－異文化体験と自己形成」
　「洋楽で知ろう国際文化学」

1 7/28 高校生、保護者

国際日本学レクチャーシリーズ
　「眼差しの暴力：アラブ女性と難民の事例から」

1 10/25 56
学生・教職員・

一般市民

シンポジウム
　「新元号令和の典拠を考える－万葉集の散文学－」

1 10/26 96 一般

国際日本学レクチャーシリーズ
　「パリ、ブリュッセル、日本－まちづくりの視点」

1 11/22 48
学生・教職員・

一般市民

「戦略的研究プロジェクト成果報告」講演・シンポジウム
　「民話について考える　言語文化の視座から」

1 11/30 80 学生・一般

国際日本学レクチャーシリーズ
　「はるばるニッポンへ－青い目が見たZEN」

1 12/13 83
学生・教職員・

一般市民

戦略的研究推進プロジェクト
「永国寺キャンパスを拠点とした地域文化資源の保存・整備と利活用に関する実
践的研究」公開講演会
　「中島敦と〈南洋行〉」（講師：杉岡歩美）

1 2/1 20
学生・教職員・

一般市民

第1回公開講座
新人・復職間もない看護職者の方々への「基本から学ぶフィジカルアセスメント」

1 10/5 9 専門職者

第2回公開講座
妊娠期から始める児童虐待予防～事例を用いて、
社会的ハイリスク妊婦への対応を一緒に考えよう～

1 11/9 16 専門職者

がん高度実践看護師ＷＧ講演会 in Kochi
働く世代のがん患者を支えるがん看護

1 12/14 25 専門職者

高校生のための看護学を学ぶ公開講座2019
　「複眼的思考」
　「複眼的思考（主に県外生対象）」
　「看護に関するさまざまな職業」
　「災害看護学」

4

6/22
7/28
12/14
12/15

38 高校生

看
護
学
部

文
化
学
部



○リカレント講座

区　分 内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

もう一度論語 1 7/29 3

企業城下町とは何か 1 8/2 5

「民権自由論」精読〔植木枝盛とその時代(6)〕 1 8/5 2

英語音声の理解と教材開発－中学校英語教科書を素材として－ 1 8/7 2

民主主義について考える 1 8/8 2

新任期保健師・プリセプター能力育成研修会 1 5/7 49 専門職者

須崎福祉保健所管内新任期保健師・プリセプターフォローアップ研修会 1 9/30 29 専門職者

小児看護学領域事例検討会
　「話題提供：石浦光世氏（小児看護専門看護師 関西医科大学看護学部
　看護学科）」
　「話題提供：笹山睦美氏（(小児看護専門看護師 高知県・高知市病院
　企業団立高知医療センター）」
　「話題提供：山﨑麻朱氏(小児看護専門看護師　高知大学医学部附属病院）」

3
7/21
11/11
2/9

48 専門職者

家族看護学ケア検討会
　「壮年期のがん患者家族が緩和ケアへの移行時の子どもへの病状の伝え方」

1 12/12 29 専門職者

精神看護学ケア検討会
　「不安が強く他者との関係の維持が困難なケースへの支援」
　「難病を併存し他者へ攻撃性がみられるケースへの支援」
　「クリティカルケア領域における精神看護研修の取り組みについて」

3
6/20
9/19
12/19

25 専門職者

がん看護学ケア検討会
　「第1回質の高いがん看護実践を検討する会」
　「第2回質の高いがん看護実践を検討する会」
　「第3回質の高いがん看護実践を検討する会」

2
6/15
10/22
2/15

86 専門職者

地域看護学ケア検討会
　「新任期保健師研修会（4年目対象）（PDCA②）」
　「新任期保健師人材育成研修会（3年目）（PDCA①）」
　「新任期保健師人材育成研修会（3年目）（PDCA①）」

3
6/24
7/25
12/17

74 専門職者

在宅看護学ケア検討会
　「残存能力を維持、活用しながら在宅生活を続けていくための支援」
　「医療用麻薬使用への強い不安がある場合の支援」
　「病院外来から地域へつなぐ認知症支援」

3
6/12
9/11
12/11

36 専門職者

老人看護学ケア検討会
　「急性期から高齢者のフレイルを予防する」
　「高齢者の満足のいく治療と最期を見据えた人生会議（ACP）」

2
6/11
11/12

23 専門職者

クリティカルケア看護学ケア検討会
　「見通す力1」
　「見通す力2」

2
6/1
11/2

29 専門職者

家族看護領域リカレント教育
　「術後合併症を十分に説明されないまま手術の準備が進められた高齢がん
　　 患者家族の倫理的な課題への支援」
　「患者の意思が尊重されず家族の希望で病状説明を受けていない患者家族
　　への支援」
　「透析導入に関する患者家族の代理意意思決定への支援」
　「がん患者の一時退院をめぐる患者家族への合意形成への支援」
　「複数の家族員が病気を持っている家族への退院支援」
　「患者の検査を拒否した家族への支援」

6

5/17
6/21
7/19
10/18
12/20
2/17

53 専門職者

精神看護学領域リカレント教育
　「行動制限最小化に向けて私たちができること」

1 6/22 56 専門職者

がん看護学リカレント教育
　「アストラル学習会」
　「アストラル学習会」

2
9/28
11/23

33 専門職者

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

文
化
学
部

看
護
学
部



区　分 内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

母性・助産看護学領域リカレント教育
　「周産期にみられる症状・兆候を見逃さないアセスメント力を身につけよう！」

1 11/8 3 専門職者

看護管理学リカレント教育 1 11/9 11 専門職者

クリティカルケア看護学リカレント教育
　「日本クリティカルケア看護学会学術集会」
　「急性・重症患者看護専門看護師に求められるコーディネーション機能」

2
6/15
9/23

22 専門職者

健康長寿センター事業高知県立大学社会福祉学部リカレント教育講座
「知のフィールドへの招待2019」
　「ピアサポートとは－宝物としてのがん体験から－」

1 10/26 12 一般

健康長寿センター事業高知県立大学社会福祉学部リカレント教育講座
「知のフィールドへの招待2019」
　「高知県における権利擁護支援の現状」

1 11/30 14 一般

健康長寿センター事業高知県立大学社会福祉学部リカレント教育講座
「知のフィールドへの招待2019」
 　「介護現場でのコミュニケーションを考える－チームケアの向上にむけて－」

1 12/7 25 一般

健康長寿センター事業高知県立大学社会福祉学部リカレント教育講座
「知のフィールドへの招待2019」
　「「変えられない」は変えられる!?－「諦め」の先にある可能性を求めて－」

1 12/21 15 一般

健
康

栄
養

学
部

Vascular Surgery in the US. ～アメリカにおける血管外科の現状～ 1 1/20 80 専門職者

社
会
福
祉
学
部

看
護
学
部



２　学会役員等の状況

（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

全国英語教育学会 理事

四国英語教育学会 副会長

大学英語教育学会中国・四国支部 役員

The Korean Association of English for Specific Purposes International Cooperation Director # Editor

教　授 大村　　誠 日本測地学会 広報委員長

流域圏学会 理事

土佐民俗学会 常任理事

物部庄谷相・拓の歴史と文化を考える会 副会長

土佐民俗文化研究会 世話人

土佐歴史資料研究会 会長

中古文学会 年度委員

学術団体物語研究会 委員

教　授 三浦　要一 日本建築学会民家小委員会 主査

准教授 飯髙　伸五 日本オセアニア学会 評議員

英語コーパス学会 理事・大会企画委員長

英語語法文法学会 運営委員

総合法政策研究会 理事

日本保険学会 関西部会委員

英語英文学会片平会 幹事

日本ロレンス協会 評議員

日本社会保障法学会 企画委員会委員

アジア法学会理事 理事

総合法政策研究会 副会長

准教授 吉川　　孝 日本現象学会 委員・企画実行委員長

日本簿記学会 簿記教育研究部会委員

日本会計教育学会 全国大会準備委員

日本国際経済学会 春季大会準備委員

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

日本養護教諭養成大学協議会 理事

日本看護科学学会 代議員

日本看護倫理学会 評議員

日本家族看護学会 評議員

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 瓜生　浩子 日本家族看護学会 評議員

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

看
護
学
部

教　授 畦地　博子

教　授 池添　志乃

鳥飼　真人

五百藏　高浩

教　授 橋尾　直和

教　授 東原　伸明

文
化
学
部

准教授 根岸　　忠

講　師 梶原　太一

准教授 金澤　俊吾

准教授 菊池　直人

准教授

教　授



学　部 職　名 氏　名 学　　会　　名 理事・幹事の別

日本禁煙学会
理事、資格制度委員会委員、

ナース委員会委員長

日本クリニカルパス学会
評議員、資格認定委員会副委員長、

学術・出版委員

日本看護管理学会 評議員

日本老年看護学会 評議員

日本災害看護学会 指名理事

教　授 時長　美希 日本看護科学学会 評議委員

教　授 長戸　和子 日本看護科学学会 代議員

日本看護系大学協議会 理事

日本看護科学学会 代議員

日本小児看護学会 理事

日本家族看護学会 理事

日本看護倫理学会 評議員

日本がん看護学会 理事

日本緩和医療学会 代議員

日本慢性看護学会 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

教　授 森下　安子 日本災害看護学会 指名理事・評議員

教　授 森本　悦子 日本がん看護学会 評議員

日本災害看護学会 理事・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

講　師 有田　直子 日本小児看護学会 評議員

日本糖尿病教育・看護学会 評議員

日本慢性看護学会 評議員

ＫＪ法学会 運営委員・編集委員

日本社会福祉学会
中国四国地区ブロック運営委員（監事）、

高知大会実行委員長

日本人間科学研究会 理事

教　授 田中　きよむ 社会政策学会 幹事・第138回大会実行委員長

日本精神保健福祉学会 理事、機関誌査読委員

日本精神保健福祉士協会 学会誌投稿論文等査読小委員会委員

助　教 雑賀　正彦 日本地域福祉学会 地方委員

日本認知症予防学会 代議員

日本認知症ケア学会 代議員

看
護
学
部

助　教 福田　敏秀

教　授 中野　綾美

教　授 竹崎　久美子

教　授 久保田　聡美

教　授 藤田　佐和

教　授 山田　　覚

助　教 高樽　由美

社
会
福
祉
学
部

教　授 杉原　俊二

准教授 鈴木　孝典



学　部 職　名 氏　名 学　　会　　名 理事・幹事の別

日本食育学術会議 理事長

日本栄養改善学会 評議員

日本機能性食品医用学会 評議員

日本栄養・食糧学会 参与

教　授 村上　　尚 日本肥満学会 評議員

日本栄養・食糧学会 代議員、第52回中国・四国支部大会長

日本脂質栄養学会 評議員

日本未病システム学会 評議員

日本公衆衛生学会 学術委員

准教授 鈴木　麻希子 日本栄養・食糧学会 参与

日本栄養改善学会 評議員

日本栄養・食糧学会 参与

講　師 島田　郁子 日本家政学会中国・四国支部 機関幹事

教　授 石山　貴章 日本職業リハビリテーション学会 理事

日本分析化学会 常任幹事

流域圏学会 理事・第9回学術研究発表会実行委員長

高知地区分析技術懇談会 会長

地
域
教
育

研
究
セ
ン
タ
ー

教　授 一色　健司

講　師 竹井　悠一郎

健
康
栄
養
学
部

教　授 稲井　玲子

教　授 渡邊　浩幸

准教授 荒牧　礼子



(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

高知県国際交流協会幹事 高知県国際交流協会代表理事

高知広域連携中枢都市圏ビジョン推進懇談会委員 高知市長

平成30年度高校生の基礎学力の定着に向けた
学習改善のための調査研究事業（議長）

高知県教育長

平成30年度『外国語教育コア・エリア実践研究指定事業』
（講師）

高知県安芸郡安田町教育長

平成30年度『外国語教育コア・エリア実践研究指定事業』
（講師）

高知県安芸郡馬路村教育長

教　授 井上　次夫
全国高等学校総合文化祭（2020こうち総文）弁論部門

プレ大会審査委員長
高知県教育委員会

高知県公文書開示審査会委員（会長） 高知県知事

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

高知市放置自動車廃物判定委員会委員 高知市長

高知市議会情報公開・個人情報保護審査会委員 高知市議会議長

高知弁護士会懲戒委員会委員 高知弁護士会会長

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

高知地方労働審議会委員 高知労働局長

高知地方最低賃金審議会委員 高知労働局長

高知県職業能力開発審議会委員 高知県知事

高知県立都市公園等指定管理者審査委員 高知県知事

高知市廃棄物処理運営審議会委員 高知市長

高齢・障害・求職者雇用支援機構
運営協議会委員

高齢・障害・求職者雇用支援機構高知支
部高知職業能力開発促進センター所長

学校防災アドバイザー 高知県教育長

スーパーサイエンスハイスクール岡山県立津山高等学校
運営指導委員会委員

岡山県教育委員会教育長

高知県住宅宿泊事業法に基づく条例検討委員会会長 高知県知事

三原村ヒメノボタンの里公園整備検討委員会委員 三原村長

高知県COC＋観光人材育成事業検討会委員 観光人材育成事業検討会座長

高知市文化振興事業団理事 高知市文化振興事業団

カツオ文化日本遺産認定推進ワーキンググループメンバー 高知カツオ県民会議事務局長

高知県出版文化賞選考委員 高知県文教協会理事長

大原富枝文学賞審査員 本山町立大原富枝文学館館長

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

みづき防災会委員 みづき防災会会長

北部連絡協議会委員 北部連絡協議会会長

カーニバル00 in高知実行委員会 カーニバル00 in高知実行委員会事務局長

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

教　授

教　授 小長谷　悠紀

教　授 高西　成介

教　授 橋尾　直和

文
化
学
部

教　授 五百藏　高浩

大村　　誠

教　授 岩倉　秀樹

教　授 大井　方子



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

高知県文化財保護審議会委員 高知県教育長

高知県文化財専門委員 高知県教育長

土佐遍路道・札所寺院保存検討委員会委員長 高知県教育長

高知市文化財保護審議会副会長 高知市教育長

高知市文化財保護審議会　第一部会（建造物部門）
重要文化財旧関川家住宅保存活用計画検討会委員

高知市文化財保護審議会会長

史跡高松城跡建造物整備会議委員 高松市長

日本学術振興会審査委員候補者 日本学術振興会理事長

高知県英文公文書アドバイザー 高知県知事

高知市文化振興事業団出版学術賞審査委員会（委員） 高知市長

高知港長期構想検討委員会委員 高知県知事

高知市自由民権記念館運営協議会委員 高知市長

市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例
見守り委員会委員

高知市長

高知市住宅審議会委員 高知市長

安芸市少子化対策強化基本計画等策定委員会委員長 安芸市長

高知県消費生活審議会委員 高知県知事

高知県公文書開示審査会委員 高知県知事

高知県公文書管理委員会委員 高知県知事

高知市消費生活審議会委員 高知市長

土佐市個人情報保護運営審議会 土佐市長

こうち生活協同組合理事

高知県個人情報保護審査会 高知県知事

介護労働安定センター雇用管理改善促進事業
啓発実践推進委員会委員長

介護労働安定センター高知支部長

准教授 吉川　　孝 特別研究員等審査会専門委員 日本学術振興会理事長

高知県社会貢献活動支援推進会議委員 高知県知事

高知市雇用創出促進協議会構成員 高知市雇用創出促進協議会長

高知県ボランティア・NPOセンター運営委員 高知県社会福祉協議会長

教　授 畦地　博子 精神保健看護学会編集委員会委員長 日本精神保健看護学会理事長

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

大学設置・学校法人審議会（大学設置分科会）専門委員 文部科学省高等教育局長

南国市調査専門委員 南国市教育長

平成29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

平成29年度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
保健体育課長

相模女子大学・相模女子大学短期大学部ヒトを対象とする
研究倫理委員会外部委員

相模女子大学
相模女子大学短期大学部・学長

高知県健康づくり推進協議会及び各部会委員 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

土佐市子どもの健康づくり支援委員会委員 土佐市長

土佐市健康増進計画策定委員会委員 土佐市長

看
護
学
部

教　授

教　授

池添　志乃

池田　光徳

講　師 梶原　太一

文
化
学
部

教　授 三浦　要一

教　授
ヨース・
ジョエル

准教授 宇都宮　千穂

准教授 菊池　直人

准教授 根岸　　忠



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

教　授 瓜生　浩子 日本家族看護学会第25回学術集会の企画委員 日本家族看護学会第25回学術集会会長

教　授 大川　宣容 日本がん看護学会編集委員会委員 日本がん看護学会理事長

筆山保育園理事(外部理事） 筆山保育園理事長

日本医療機能評価機構評価調査者 日本医療機能評価機構代表理事 理事長

教　授 竹崎　久美子
災害看護委員会・

保健師助産師看護師実習指導者講習検討会委員
高知県看護協会会長

国保・後期高齢者ヘルスサポート事業運営委員会委員 高知県国民健康保険団体連合会理事長

高知県人材育成ガイドライン評価検討会委員 高知県健康政策部健康長寿政策課長

高知市建築審査会委員 高知市長

高知市地域保健活動委員会委員 高知市長

平成29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

日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程認定
委員会　家族看護専門分科会委員

日本看護系大学協議会高度実践看護師
教育課程認定委員会委員長

新人看護職員研修検討会委員 高知県看護協会会長

専門看護師認定実行委員会（家族支援）委員 日本看護協会会長

専門看護師制度委員会委員 日本看護協会会長

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

高知医療センター病院長

日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程
認定委員会委員

日本看護系大学協議会代表理事

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

特別免許状授与に係る教育職員検定審査会委員 高知県教育長

日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程
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高度実践看護師
教育課程認定委員会委員長

大学改革・学位授与機構大学機関別
認証評価委員会専門委員

大学改革支援・学位授与機構長

専門看護師認定実行委員会委員（がん看護）委員 日本看護協会会長

高知県の看護を考える検討委員会委員 高知県健康政策部長

高知県国民健康保険運営協議会委員 高知県健康政策部長

高知県がん教育推進協議会 高知県教育委員会保健体育課長

高知県・高知市病院企業団高知医療センター
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
高知医療センター病院長

高知県・高知市病院企業団高知医療センター
治験審査委員会委員

高知県・高知市病院企業団立
高知医療センター病院長

高知県ナースセンター運営協議会委員 高知県看護協会会長

高知がん診療連携協議会委員 高知大学医学部附属病院長

日本緩和医療学会中国・四国運営委員会委員 日本緩和医療学会理事長

日本看護系大学協議会高度実践看護師教育課程
認定委員会委員

日本看護系大学協議会代表理事

高知市在宅医療・介護連携推進委員会委員 高知市長

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

高知市地域高齢者支援センター運営協議会委員 高知市長

介護認定審査会委員会委員 仁淀川広域市町村圏事務組合

教　授 藤田　佐和

森下　安子教　授

看
護
学
部

教　授

教　授

教　授 久保田　聡美

時長　美希

長戸　和子

教　授 中野　綾美



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

在宅ケア領域看護師研修検討会 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

教　授 森本　悦子 実習指導者講習検討会委員 高知県看護協会会長

高知市防災会議幹事会委員 高知市長

認定看護管理者教育運営委員会委員 高知県看護協会

准教授 内川　洋子
第48回（平成29年度）日本看護学会

―看護管理―論文選考委員会
日本看護協会看護研修学校校長

高知県小児救急電話相談事業運営協議会委員 高知県看護協会会長

第48回（平成29年度）日本看護学会
―在宅看護―論文選考委員会

日本看護協会看護研修学校校長

日本小児看護学会倫理委員会委員 日本小児看護学会理事長

助　教 川本　美香 保健師職能委員会委員 高知県看護協会会長

日本専門看護師協議会委員 日本専門看護師協議会代表

第48回（平成29年度）日本看護学会
―慢性期看護―論文選考委員会委員

日本看護協会看護研修学校校長

助　教 西内　舞里 看護研究論理審査委員会委員 高知県看護協会会長

土佐市災害時要配慮者支援体制連絡協議会委員 土佐市長

日本災害看護学会第20回年次大会企画委員会委員 日本災害看護学会第20回年次大会長

南海トラフ地震対策啓発テレビCM制作放送委託業務
プロポーザル審査委員会委員

高知県危機管理部
南海トラフ地震対策課長

高知コアセンター評議員会委員 高知大学海洋コア総合研究センター長

特任助教 門田　麻里
第48回（平成29年度）日本看護学会

―慢性期看護―論文選考委員
日本看護協会看護研修学校校長

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

高知県いじめ問題調査委員（高知県教育委員会） 高知県教育長

高知県社会福祉協議会理事選考委員 高知県社会福祉協議会会長

高知県青年農業士認定委員会委員長 高知県知事

運営適正化委員会委員 高知県社会福祉協議会会長

高知市生活困窮者支援運営委員会委員長、
セーフティネット連絡会委員

高知市社会福祉協議会会長

高知県内各市町村地域福祉（活動）計画アドバイザー 各市町村社会福祉協議会会長

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

高知市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 高知市長

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

ひかり協会高知県支部森永ヒ素ミルク中毒
救済対策委員会委員長

ひかり協会

第三者委員 高知福祉会・すずめ福祉会・ファミーユ高知

高知県老人クラブ連合会理事 高知県老人クラブ連合会

社
会
福
祉
学
部

教　授

助　教

森下　安子教　授

看
護
学
部

山田　　覚

高谷　恭子

高樽　由美

神原　咲子

田中　きよむ教　授

教　授 杉原　俊二

准教授

教　授



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

高知県介護ケア研究会会長
発令者なし

（任意の会のため。代表は会員の互選）

全国障害者問題研究会高知支部長
発令者なし

（任意の会のため。代表は会員の互選）

高知県社会保障推進協議会会長
発令者なし

（任意の会のため。代表は会員の互選）

高知県保育運動連絡会会長
発令者なし

（任意の会のため。代表は会員の互選）

「ホームレス支援と貧困問題を考えるこうちの会」代表
発令者なし

（任意の会のため。代表は会員の互選）

高知県人権尊重の社会づくり協議会委員 高知県知事

高知市行政改革推進委員会委員会委員長 高知市長

高知市指定管理者業務評価委員会委員 高知市長

高知市人権尊重のまちづくり審議会委員 高知市長

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

高知県行政不服審査会委員 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）

高知県教育長

高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議会長 高知市長

高知県高齢者・障害者権利擁護センター運営協議会
副委員長

高知県社会福祉協議会会長

高知市社会福祉協議会評議員 高知市社会福祉協議会会長

高知市成年後見サポートセンター運営委員会委員長 高知市社会福祉協議会会長

高知市社会福祉協議会
これからあんしんサポート事業審査会委員長

高知市社会福祉協議会会長

津野町地域包括支援センター・
地域密着型サービス運営協議会委員

津野町長

津野町認知症初期集中支援チーム検討委員会委員 津野町長

高知県共同募金会評議員・配分委員会委員 高知県共同募金会

教　授 丸山　裕子
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

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

高知県社会福祉審議会委員 高知県知事

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

高知県社会福祉協議会理事 高知県社会福祉協議会会長

高知市民生委員推薦会委員 高知市長

全国精神医療審査会連絡協議会理事 全国精神医療審査会連絡協議会会長

障害のある人もない人も安心して暮らせる高知県づくり条例
（仮称）検討委員会委員長

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

高知県障害者差別解消支援地域協議会委員 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

田中　きよむ教　授

社
会
福
祉
学
部

西内　　章

鈴木　孝典准教授

教　授 宮上　多加子

教　授 長澤　紀美子

教　授



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

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（副委員長）

高知県社会福祉協議会会長

高知県自立支援協議会委員(副会長） 高知県地域福祉部長

高知県自立支援協議会人材育成部会委員（部会長） 高知県障害福祉課長

高知市障害者計画等推進協議会委員会長 高知市長

高知大学研究拠点プロジェクト中間評価委員会委員 高知大学長

精神保健福祉士試験委員 社会福祉振興･試験センター理事長

土佐あけぼの会評議員及び第三者委員 土佐あけぼの会理事長

ファミーユ高知評議員 ファミーユ高知理事長

准教授 西梅　幸治
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

大阪障害者雇用支援ネットワーク地域連携事業部委員 大阪障害者雇用支援ネットワーク理事長

南国市社会福祉協議会南国ネットワーク連絡会委員 南国市社会福祉協議会会長

南国市社会福祉協議会あったかにんにん運営委員会委員 南国市社会福祉協議会会長

講　師 加藤　由衣 南少再発防止委員 南少理事長

南国市高齢者及び障害者虐待防止ネットワーク委員会
委員

南国市長

高知市障害者計画等推進協議会委員福会長 高知市長

高知県福祉人材センター・福祉研究センター運営委員会
委員

高知県社会福祉協議会会長

いの町社会福祉協議会法人成年後見制度運営会委員 いの町社会福祉協議会会長

日本介護福祉学会評議員 日本介護福祉学会会長

第25回日本在宅ケア学会学術集会企画委員 日本在宅ケア学会第25回学術集会会長

高知県社会福祉士会理事（国家試験対策委員会） 高知県社会福祉士会会長

第28回日本社会福祉士会全国大会・
社会福祉士学会（高知大会）実行委員

高知県社会福祉士会会長

助　教 稲垣　佳代
日本精神保健福祉士会

「就労・雇用支援のあり方検討委員会」委員
日本精神保健福祉士協会会長

高知県医療ソーシャルワーカー協会理事 高知県医療ソーシャルワーカー協会会長

高知県医療ソーシャルワーカー協会月例部会担当理事 高知県医療ソーシャルワーカー協会会長

高知県医療ソーシャルワーカー協会生涯研修部会
担当理事

高知県医療ソーシャルワーカー協会会長

高知県地域福祉活動支援計画策定委員副委員長 高知県社会福祉協議会会長

日本社会福祉士会近畿ブロック研究・
研修教徒大会査読委員

近畿ブロック大会実行委員長

和歌山県介護支援専門員指導者、
法定研修運営委員会委員

和歌山県介護支援専門員協会会長

和歌山県介護支援専門委員会研修部企画員 和歌山県介護支援専門員協会会長

和歌山県社会福祉士会監事 和歌山県社会福祉士会会長

高知県地域救済対策委員会委員 ひかり協会理事長

介護福祉士実習指導者講習会研修企画委員会委員 高知県介護福祉士会会長

ミレニアム　障害者支援施設　アドレス高知・第三者委員 ミレニアム理事長

助　教 玉利　麻紀 高知県精神保健福祉協会 研修部委員 高知県精神保健福祉協会 会長

田中　眞希助　教

河内　康文

講　師 辻　　真美

鈴木　孝典准教授

准教授

社
会
福
祉
学
部

福間　隆康

大熊　絵理奈

助　教

講　師 遠山　真世

助　教

雑賀　正彦

講　師



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

高知市介護保険施設等整備事業者審査委員会委員長 高知市長

津野町高齢者施設検討会アドバイザー 津野町長

鳥取県介護支援専門員連絡協議会西部支部理事
鳥取県介護支援専門員連絡協議会

西部支部長

初任段階介護支援専門員向けマニュアル編集委員会
委員

鳥取県介護支援専門員連絡協議会会長

高知県食育推進委員 高知県知事

平成30年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査
筆記試審査問題・委員

高知県教育委員会委員長

高知県アルコール健康障害対策連絡協議会 高知県地域福祉部障害支援課長

高知県事業審査アドバイザー委員長 高知県知事

高知県食の安全・安心推進審議会委員 高知県知事

高知県産学連携会議委員 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

こうち産業振興基金等事業審査会委員 高知県産業振興センター長

高知県産学官民連携センターコーディネーター 高知県産学官民連携センター長

IoPプロジェクト研究推進部会委員高付加価値
グループリーダー

IoPプロジェクト研究推進部会長

安芸市学校給食運営委員 安芸市教育長

越知町まち・ひと・しごと創生推進会議（委員）

土佐フードビジネスクリエーター(FBC)人材創出 講義担当

土佐市プロジェクトメンバー

第3次南国市食育推進会議委員 南国市長

高知県行政栄養士新任期研修講義担当 高知県健康政策部健康長寿政策課長

准教授 鈴木　麻希子 高知県小・中・高・大家庭科教育連合会会長 高知県小・中・高・大家庭科教育連合会長

高知市学校給食調理業務に係るプロポーザル選定委員会
委員

高知市長

土佐市社会福祉事業団理事 土佐市長

土佐市立学校給食センター運営審議会委員 土佐市教育長

南国市学校給食センター運営委員会委員 南国市教育長

安芸市学校給食運営委員 安芸市教育長

日本スポーツ栄養学会国際交流委員会委員（翻訳チーム） 日本スポーツ栄養学会会長

JDA-DATリーダー研修運営委員 日本栄養士会会長

日本家政学会中国・四国支部機関幹事 日本栄養士会会長

高知県栄養士会研究教育事業部理事 高知県栄養士会会長

高知県産学官連携会議運営委員 高知県商工労働部産業創造課長

IoPプロジェクト研究推進部会委員 高知大学研究国際部研究推進課長

高知県栄養士会生涯教育委員会委員 高知県栄養士会会長

講　師 廣内　智子 JDA-DATスタッフ養成研修運営委員

助　教 隅田　有公子 高知県栄養士会はちきん編集委員 高知県栄養士会会長

健
康
栄
養
学
部

教　授 稲井　玲子

渡邊　浩幸教　授

社
会
福
祉
学
部

助　教 福田　敏秀

准教授 荒牧　礼子

講　師 島田　郁子

講　師 竹井　悠一郎



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

助　教 沼田　　聡 高知県栄養士会研究教育事業部代表理事

農林水産省「地域の食文化の保護・継承事業」
高知県地域検討委員会委員

農林水産省

高知市春野郷土資料館運営審議会委員 高知市教育委員会

教師教育コンソーシアム高知運営協議会・事業部会委員 高知県立大学・学長

障害福祉サービス事業所　あさひ共同作業所・理事 あさひ会

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

物部川流域学識者会議
国土交通省四国地方整備局長・

高知県知事

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

高知県環境審議会 高知県知事

高知みらい科学館協議会 高知県教育長・高知市教育長

高知市産業廃棄物処理施設設置審議会 高知市長

高知市学校支援地域本部事業推進委員会 高知市教育長

高知市民の大学運営委員会 高知市民の大学運営委員長

新宇治川放水路地下水監視委員会 いの町長

高知県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会委員 高知県知事

高知県おもてなし県民会議委員 高知県観光振興部長

高知県市町村図書館等振興協議会委員 高知県教育委員会

高知市スポーツ推進審議会副委員長 高知市教育委員会

土佐市創生有識者会議委員 土佐市長

佐川町まち・ひと・しごと創生推進会議委員 佐川町長

佐川町道の駅基本計画策定委員長 佐川町長

津野町まち・ひと・しごと創生有識者会議会長 津野町長

津野町まちづくり計画審議会会長 津野町長

香美市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会会長 香美市長

高知放送番組審議会委員 高知放送社長

公立大学協会の学生交流に関するワーキンググループ
主査

公立大学協会会長

教師教育コンソーシアム高知運営協議会・事業部会委員
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　 ・共同研究事業部会委員

高知県立大学・学長

高知大学・教員免許状更新講習担当講師 高知大学・学長

高知県訪問看護推進協議会委員 高知県知事

訪問看護ステーション運営委員会委員 高知県看護協会長

在宅ケア領域看護師研修検討会委員 高知県看護協会長

中山間地域等訪問看護サービス確保事業運営会
外部アドバイザー

高知県訪問看護連絡協議会長

安芸市在宅医療・介護連携推進プロジェクト会議
アドバイザー

安芸市長

地
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

助　手

健
康
栄
養
学
部

石山　貴章

鈴木　康郎

彼末　富貴

特任
准教授

森下　幸子

教授 一色　健司

教授 清原　泰治

健
康
長
寿
セ
ン
タ
ー

教授

准教授



３　学外提供用刊行物作成状況

作成元 担当部署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

高知県立大学文化学部　思索と実践（改訂版）

高知県立大学　文化論叢

文化の力 Vol.04

高知の文化を知るための100冊（小冊子）

越境する人々　移住・移民を考えるための50冊―人文・社会科学からのアプローチ―（小冊子）

高知パルプ生コン事件をめぐる100冊―高知の過去・現在・未来―（小冊子）

2018・2019年度高知県立大学「戦略的研究推進プロジェクト」成果報告　講演・シンポジウム　民
話について考える―言語文化の視座から―

安芸市　奈比賀文化史

高知県立大学看護学部・看護学研究科活動報告書

高知県立大学看護学部・看護学研究科年報

看護実習要項

看護学部パンフレット（受験生向けPR誌）

看護学部ニュースレター学生生活通信『fure-fure』

高知県立大学社会福祉学部リカレント教育講座（チラシ）

健康長寿センター社会福祉学部体験型セミナー（チラシ）

高校生のための公開講座（リーフレット）

実習のてびき ―相談援助実習―

実習のてびき ―精神･社会福祉コース編―

実習のてびき ―介護福祉実習―

社会福祉実習報告書(相談援助実習･精神保健福祉援助実習)

介護福祉実習報告書

高知県立大学社会福祉学部報第21号

高知県立大学 社会福祉学部(学部パンフレット)

高知県立大学健康栄養学部報　第10号

健康栄養学部リーフレット

大学院 看護学研究科 高知県立大学大学院看護学研究科　広報冊子

高知県立大学地域教育研究センター報　2018　第7号

2019立志社中リーフレット

平成30年度立志社中活動成果報告書

域学共生事業パンフレット

永国寺図書館利用案内

池図書館利用案内

高知県立大学健康長寿センター活動報告書

高知県立大学健康長寿センターパンフレット

高知県中山間地域等訪問看護師育成講座パンフレット

訪問看護スタートアップ研修　新卒パンフレット

広報委員会 企画連携課 全学広報誌 「Pin+」 vol.17～vol.20（年4回発刊）

健康長寿センター 企画連携課

健康栄養学部 健康栄養学科

地域教育研究
センター

地域連携課

総合情報センター 図書情報部

文化学部 文化学科

看護学部 看護学科

社会福祉学部 社会福祉学科



作成元 担当部署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

大学案内2020

大学院案内2020

2019オープンキャンパスプログラムパンレット

2019オープンキャンパスプログラムパンフレット（永国寺（工科大と共通））

入試課全学
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