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11　開かれた大学

１　公開講座等実施状況（平成25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「高齢者の支援と死生
観」 1 12/14 140 一　般

文化学部

第１回「高校生のための文化学講座」 1 6/22 103 高校生

第２回「高校生のための文化学講座」 1 8/4 103

日本学レクチャーシリーズ：言葉が見せてく
れるもの―日本と英国と、そして高知 1 5/22 40 一　般

日本学レクチャーシリーズ：アフリカから発
信  世界の未来、日本の未来 1 6/21 40

日本学レクチャーシリーズ：ペリーの来航・
提督の生涯と彼が見た日本 1 7/12 130

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 7/30 70

日本学レクチャーシリーズ：土佐からハワイ
へ－奥村多喜衛 1 10/25 25

日本学レクチャーシリーズ：人のやさしさと
絆を育む一考 1 11/21 80

日本学レクチャーシリーズ番外編：風流と
〈もどき〉 1 11/22 80

日本学レクチャーシリーズ：日本文化におけ
る KABUKI･ 荒事と鬼 1 12/13 30

看護学部

夏の公開講座「対応困難な家族へのケア」 1 8/18 32 高知県内の
看護職者

冬の公開講座「新人看護職者のためのフィジカ
ルアセスメント」 1 1/13 18

高知県内の経
験年数1年～5
年の看護職者

最新実践看護講座Ⅰ「新しい看護ケアの創造」 1 9/21 47 看護職者及び
学生

最新実践看護講座Ⅰ「地域高齢者に対する看
護システム構築」 1 7/29 98 看護職者及び

学生
最新実践看護講座Ⅱ「医療的ケアを継続してい
る子どもの QOLを保障する在宅ケアの構築」 1 12/20 32 看護職者及び

学生
最新実践看護講座Ⅱ「慢性病とともに生きる人
の理解を基盤とする看護」 1 9/26 52 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２０１３ 1 8/3 44 高校生
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－ 82 － － 83 －

区　　分 内　　　　　　容 回数 実施時期 参加数
（人） 対象者

大学院

災害看護における倫理的課題：災害時の倫理と
看護実践 1 2013/6/14 150 一般

遠隔授業のトライアンドエラー 1 2013/6/30 30 一般

DNGL 公開セミナー　「子どもへの災害に対する
備え」 1 2013/07/14 80 一般

大規模な被災者の収容と管理を考える演
習 HUG 訓練－学校を避難所に見て－ 1 2013/9/4 10 一般

グルーバル社会と健康危機 1 2013/11/27 89 一般

チリ地震の経験と教訓から学ぶ 1 2013/12/12 63 一般

災害における社会福祉の役割 1 2013/12/16 21 一般

Evening Seminar：ICT 活用による地域活性化
と課題解決 1 2014/2/4 8 一般

Evening Seminar：Overview on Organization, 
Management and Health Issues in Disaster 
sites: Case of UN-HCR projects

1 2014/2/18 15 一般

DNGL 公開セミナー　「東日本大震災から学ぶ
～災害につよいまちづくりとは～」 1 2014/2/28 63 一般

第2回DNGL国際セミナー　「グローバル化と韓
国における看護学博士課程教育」
Globalization and advancing doctoral 
nursing programs in Korea"

1 2014/3/08 46 一般

平成 25 年度がん看護インテンシブコースⅠ研修 15
2013/11/4

～
2014/2/23

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

あなたの知らない日本語講座－気づかな
い日本語・方言－ 1 7/22 12

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

英語音声について－発音指導を支える音
声学（アクセント・リズム編） 1 7/27 11

ブロンテ姉妹の小説を読む 1 8/5 5

志賀直哉の短編小説をよむ 1 8/6 4

日本上代文学の世界観－「古代」の区分
に注目する 1 8/7 2

日本語と英語の語形成 1 8/8 11

看護学部

『遺伝性腫瘍』 1 5/24 11 修士・博士課
程修了生

『APN Issues : Lessons Learned From 
US & Japan: Future Proposal』 1 7/1 24 大学院生

及び一般
『慢性心不全患者のセルフモニタリングを
高めるアプローチ』 1 8/25 8 看護職者

『糖尿病患者のセルフモニタリングを促す
支援』 1 9/8 9 看護職者

『高知県西部地区研修会』 1 9/14 51 看護職者及び 
大学院生

『管理者が期待するがん看護専門看護氏の
活動の可視化』 1 9/28 29 修 士・博 士 課

程修了生

『がん患者の妊孕性』 1 11/22 17 修 士・博 士 課
程修了生

『家族看護実践をめぐる課題－事例検討
会』 1 11/23 13

修 士 ・ 博 士
課 程 修 了 生 
および大学院生

『高知県における老人ケアの今 －それぞ
れの施設における現状と課題－』 1 1/25 8

修 士 ・ 博 士
課 程 修 了 生 
および大学院生

『業務改善に取り組む看護師長の変革プロ
セスに影響する個人的要因』 1 2/22 22

修 士 ・ 博 士
課 程 修 了 生 
および大学院生

社会福祉
学部

持ち上げない介護 1 10/5 44

保健・医療・
福祉関係
従事者

社会保障制度改革推進法と社会保障制度
改革のゆくえ 1 10/12 67

地域福祉を考える：ソーシャル・キャピ
タルの視点から 1 11/2 56

「障害」とは何か？　社会に潜む差別に気
づく 1 12/7 45

11－１ 公開講座等実施状況
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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・
慢性期看護学・地域看護学・在宅看護学・急性
期看護学

40 通年 695 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

『がん治療における放射線治療の意義』
『最新高精度放射線治療の現状と展望』
『がん放射線療法における看護師の役割』
『放射線皮膚炎への対処とセルフケア支援』

1 7/14 500 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

『放射線□腔粘膜炎への対処とセルフケア支援』
『消化器症状 ( 悪心・嘔吐、下痢など ) への対処と
セルフケア支援』

『化学放射線療法を行っている患者への支援』

1 12/14 467 保健医療
関係者等
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２　学会役員等の状況（平成25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

日本微量栄養素学会 評議員・査読委員
日本栄養学教育学会 評議委員
日本栄養改善学会 査読委員
日本医学看護学教育学学会 評議員

教　授 中村　富予 日本栄養改善学会 評議員

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・英文誌編集委員
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

准教授 川口　順子 日本衣服学会 幹事
日本家政学会 中国・四国支部代議員・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
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

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 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
日本看護科学学会 代議員

11－２ 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 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
日本看護倫理学会 評議員

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
日本公立大学協会図書館協議会 会長

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 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

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

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 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
教　授 長澤紀美子 社会政策学会 春季大会企画委員
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 中四国支部庶務幹事
流域圏学会 理事，編集・出版委員長

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 運営委員
教　授 羽田　行男 なし

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

11－２ 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

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 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25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

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 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

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

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の委員 土佐市長
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25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

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
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
平成25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
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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
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
特別免許状授与に係る教育職員検定審査会の委員 高知県教育長
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

教　授 野嶋佐由美

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
高知女子大学看護学会長 高知女子大学看護学会
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

大学連携e-Learning教育支援センター四国外部評価委員会委員 大学連携e-Learning教育支援センター
四国センター長

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
国立大学法人香川大学理事

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 日本看護科学学会の広報委員会委員 日本看護科学学会理事長
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 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

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25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

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

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
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副委員長 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25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25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

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

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
日本災害看護学会用語検討委員会委員 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
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 内川　洋子
第44回（平成25年度）日本看護学会－看護管理－論文選考委員 日本看護協会看護研修学校長
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 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
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護　
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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 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

助　教 小澤　若菜
保健師職能委員会委員 高知県看護協会長

「黒潮町健康増進計画・食育推進計画運営審議会」委員 黒潮町長
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 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
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 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
奈半利町地域福祉計画・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・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
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

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 高知県社会福祉協議会
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

高知県女性の自立支援促進事業委託業務プロポーザル審査会審査
委員 高知県知事

准教授 黒田しづえ 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会長
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） 高知県地域福祉部長

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

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
高知県精神保健福祉士協会 役員（運営委員） 高知県精神保健福祉士協会会長
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社　

会　

福　

祉　

学　

部

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

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 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 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 福間　隆康 一般社団法人高知県社会福祉士会理事 高知県社会福祉士会会長
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
高幡東部清掃組合汚泥再生処理センター建設工事総合評価委員会 高幡東部清掃組合長

教　授 宇野　浩三 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
委員会委員 高知市長

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

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）

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

教　授 羽田　行男 なし
准教授 團野　哲也 なし
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３　学外提供用刊行物作成状況（平成25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2013　
OPEN　CAMPUS（パンフレット、ポスター）、広報誌２誌（県民大学プロ
ジェクト・就職図鑑）

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
高知県立大学・土佐市連携事業報告書
平成25年度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３号

文 化 学 部
広報委員会 ポケット文化（学部紹介パンフレット）
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25年度看護実習要項
高知女子大学看護学会誌　第38巻2号・39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用ポスター2014年版
看護学部PR用チラシ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5・6号
高知県立大学看護学部同窓会会報　第7・8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24年度　社会福祉学部報　第15号（2013年度自己点検評価資料）
（冊子）
２０１３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）
２０１３年度社会福祉実習報告書（冊子）
２０１３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２０１３（リーフレット）
高知県立大学オープンキャンパス２０１３社会福祉学部プログラム（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
地域貢献調査報告Ⅰ（地域貢献ニーズ集）　高知県各地域の地域課題の
現況等に関する調査報告書
地域貢献調査報告Ⅱ（地域貢献シーズ集）　地域貢献に関する実績・資源
調査報告書
高知県の地域課題ニーズと高知県立大学の地域貢献シーズ　「地域貢
献ニーズ・シーズ調査概要報告書」

大 学 院 学生課

平成26年度　各研究科学生募集要項
高知県立大学大学院　2014（大学院案内）
平成24年度　大学院学位論文要旨集
人間生活学研究科案内
博士論文内容の要旨及び審査結果の要旨　第9集

11－３ 学外提供用刊行物作成状況


