
１　概要

２　沿革図

　昭和１９年 　高知県立女子医学専門学校設立認可

　昭和２２年 　高知県立女子専門学校設立認可

　昭和２４年 　高知県立高知女子大学設立認可

　　　　　

【　学　部　】

生活科学科

　昭和２７年

　昭和３１年

（S34 看護学科 → 衛生看護学科に改称）

　昭和３９年

（S56 衛生看護学科 → 看護学科に改称）

　II　　沿革

　高知県立大学は、高知県立女子専門学校（昭和22年設立認可）を母体とする、家政学部生活科学科の単

科大学である高知女子大学（昭和24年設立認可）を前身とする。その後、昭和31年に文学部を新設して２学

部体制となった。

　平成10年４月には、21世紀を展望し、教育文化の拠点として地域とともに発展する大学を目指して大規模な

改組を行い、生活科学部・文化学部・看護学部・社会福祉学部の４学部６学科体制となるとともに、大学院看

護学研究科を新設した。平成22年には、生活科学部食物栄養学科が健康栄養学部健康栄養学科へと学部

に昇格した。平成26年４月には生活科学部を廃止し、平成28年３月には健康生活科学研究科を廃止し、看

護学研究科及び人間生活学研究科をそれぞれ博士前期課程と博士後期課程からなる体制へと変更を行っ

た。

　平成23年には公立大学法人化を行い、男女共学化とともに、名称も高知女子大学から高知県公立大学法

人高知県立大学へと校名変更を行った。平成27年には公立大学法人高知工科大学と法人統合を行った。
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　平成１０年

 

　平成１３年 （ 変　更　な　し ）

　平成２２年

　平成２３年　　　 　

　　　　　　　　　　　　

　平成２６年

　平成２７年　　　 　

　　　　　 

　平成２８年 （　変　更　な　し　）　　　

３　主要年表

高知県立女子医学専門学校設立認可

高知県立女子医学専門学校開学式及び入学式（同年１月８日学則発表）

高知県立女子専門学校（生活科・生物科・英文科）設立認可

（県議会で２月２５日女子医学専門学校廃止、女子専門学校設置の決議）　

昭和２２年創立の県立女子専門学校を母体とし、県立高知女子大学

（家政学部：生活科学科・生物学科）設立認可

初代学長岡本重雄就任

家政学部生活科学科を栄養士養成施設として指定

生活デザ
イン学科

健康栄養
学科

環　境
理学科

文化学科 看護学科
社会福祉

学科

【　大　学　院　】
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看護学研究科
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健康生活科学研究科

高知県公立大学法人設立　男女共学化　校名変更

健康栄養
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文化学部 看護学部
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看護学研究科

人間生活学研究科
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看護学研究科

人間生活学研究科

　昭和１９年１２月２９日

　昭和２０年　８月　８日

　昭和２２年　３月３１日

健康栄養
学科

文化学科 看護学科
社会福祉

学科

健康生活科学研究科

公立大学法人高知工科大学と法人統合

　昭和２４年　２月２１日

　昭和２４年　４月　１日

　昭和２５年　４月　１日



教職課程を設置、中学校・高等学校教諭（家庭）免許状授与資格を取得

させるための課程として認定

家政学部に看護学科増設認可

学長岡本重雄退職、教授福田俊治学長事務取扱に就任

看護婦学校として指定

第二代学長志波清時就任

学長病気のため教授中村慶三郎学長代理に就任

正規の課程及び聴講生の課程を中学校・高等学校教諭（理科、保健、家庭、

英語）・養護教諭の免許状授与の資格を取得させるための課程として認定

保健婦学校として指定

第三代学長中村慶三郎就任

文学部（国文学科、英文学科）増設認可

正規の課程を中学校・高等学校教諭（国語）免許状授与の資格を取得させる

ための課程として認定

家政学部看護学科を衛生看護学科に改称

第四代学長紫藤貞一郎就任

学長紫藤貞一郎退職、教授田中亮学長事務取扱に就任

家政学部生活科学科を家政学科・食物栄養学科・生活理学科に改称

第五代学長徳田弥就任

附属図書館新館落成

家政学部実験棟新館落成

第六代学長藤本薫喜就任

管理棟及び講義棟新館落成

講堂兼体育館落成

第七代学長安中正哉就任

学生寮落成

集団給食実習室落成

正規の課程及び聴講生の課程を高等学校教諭（看護）免許状授与の資格を

取得させるための課程として認定

作法室落成

運動場完成

高知女子大学保育短期大学部認可

高知女子大学保育短期大学部開学

第八代学長岡崎正一就任

南学舎改築学生会館新築落成

家政学部衛生看護学科を看護学科に改称

第九代学長木原正雄就任

情報処理施設設置

附属図書館増改築落成

聴講生の課程を中学校・高等学校教諭（国語）免許状授与資格を取得させる

ための課程として認定

弓道場落成

第十代学長池川順子就任

　昭和２７年　２月２０日

　昭和２７年　３月１８日

　昭和２７年　９月２２日

　昭和２７年１０月　１日

　昭和２９年　３月２１日

　昭和２９年　４月　１日

　昭和２６年　３月３１日

　昭和３４年１２月　１日　　

　昭和３８年　８月　３日　　

　昭和３９年　４月　１日　　

　昭和３９年　４月１０日　　

　昭和４１年　３月３１日　　

　昭和４２年１２月１０日　　

　昭和３０年　３月２９日

　昭和３０年　９月１０日

　昭和３１年　３月　１日　　

　昭和３２年　４月　１日　　

　昭和３４年　４月　１日

　昭和４６年　４月　１日　　

　昭和４７年　３月３１日　　

　昭和４８年１１月　７日　　

　昭和５０年　１月１０日　　

　昭和５０年　４月　１日　　

　昭和５５年　４月　２日　　

　昭和４３年　４月１０日　　

　昭和４３年１０月１５日　　

　昭和４４年　９月１０日　　

　昭和４５年　４月　２日　　

　昭和４６年　３月３１日　　

　平成　２年　３月２７日　　

　平成　２年　４月　２日　　

　昭和５５年１０月　７日　　

　昭和５６年　４月　１日　　

　昭和５９年　４月　２日　　

　昭和６２年１１月１５日　　

　昭和６３年　６月２８日　　

　平成　２年　３月２６日　　



第十一代学長成田十次郎就任

池校舎落成

改組

　　生活科学部(生活デザイン学科・健康栄養学科・環境理学科)

　　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）

　　大学院看護学研究科

教員の免許状授与の所要資格を取得させるための大学学部等の課程として

認定

高知女子大学保育短期大学部廃止

教育職員免許法改正による教員の免許状授与の所要資格を取得させるため

の大学学部等の課程として認定

社会福祉士国家試験に係る指定科目の読替について認定

大学院研究科の増設

　　人間生活学研究科（修士課程）

　　健康生活科学研究科（博士課程後期）

二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格として認定

精神保健福祉士国家試験に係る指定科目の読替について認定

学長成田十次郎退任、副学長吉野公喜学長事務代理に就任

第十二代学長吉野公喜就任

第十三代学長青山英康就任

生活科学部健康栄養学科を管理栄養士養成施設として認定

高等学校教諭（福祉）免許状授与の所要資格を取得させるための大学学部

等の課程として認定

栄養教諭免許状授与資格を取得させるための大学学部等の課程として認定

第十四代学長山根洋右就任

看護学部看護学科を助産師学校として指定

看護福祉棟新築落成

本部・健康栄養学部棟新築落成

健康栄養学部健康栄養学科の設置（届出）

本学本部機能を池校舎に移転

社会福祉学部社会福祉学科に介護福祉士養成課程を新設し、介護福祉士

養成施設として認定

健康栄養学部健康栄養学科を栄養士養成施設として認定

健康栄養学部健康栄養学科を管理栄養士養成施設として認定

共用棟増改築落成

大学の設置者を高知県公立大学法人に変更（許可）

男女共学化により大学名称を高知県立大学に変更（届出）

初代学長南裕子就任

学芸員資格取得教育課程の廃止

地域教育研究センターの設置

中学校・高等学校教諭（英語）専修免許状及び栄養教諭専修免許状授与

資格を取得させるための大学学部等の課程として認定

　平成　８年　４月　２日　　

　平成１０年　３月３１日

　平成１０年　４月　１日　　

　平成１０年　４月　１日　　

　平成１２年　４月　１日　　

　平成１２年　８月２９日　　

　平成１４年　９月　５日　　

　平成１４年１０月１５日　　

　平成２２年１０月３１日　　

　平成２４年　４月　１日　　

　平成１９年　４月　１日　　

　平成２１年１１月３０日　　

　平成２２年　２月２８日　　

　平成２２年　４月　１日　　

　平成２３年　４月　１日　　

　平成２５年　４月　１日　　

　平成１３年　４月　１日　　

　平成１５年　１月２２日　　

  平成１５年　４月　１日　　

  平成１６年　４月　１日　　

　平成１７年　４月　１日　　



大学院課程の増設

・看護学研究科看護学専攻（博士後期課程）

・人間生活学研究科人間生活学専攻（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）

生活科学部の廃止

公立大学法人高知工科大学と法人統合

永国寺キャンパス教育研究棟落成

文化学部を拡充（夜間主の設置）

健康生活科学研究科健康生活科学専攻（博士後期課程）を廃止

永国寺キャンパス体育館・食堂、図書館落成

池キャンパスさくら寮落成

第二代学長野嶋佐由美就任

永国寺キャンパス整備完了（永国寺キャンパス西側敷地に緑の広場とモニュ

メント、学生会館の改修完了）。お披露目式を開催。モニュメント「詩の翼」は

同窓会しらさぎ会からの寄贈

４　名称及び所在地

永
国
寺
キ
ャ
ン
パ
ス

　文化学部（夜間主含む）

〒780-8515
高知市永国寺2-22

TEL：
088-821-7104

（代表）

FAX：
088-821-7103

　大学院人間生活学研究科

　　（文化学領域）

　事務局

　附属図書館

池
キ
ャ
ン
パ
ス

　看護学部

〒781-8515
高知市池2751-1

TEL：
088-847-8700

（代表）

FAX：
088-847-8670

　社会福祉学部

　健康栄養学部

　大学院看護学研究科

　大学院人間生活学研究科

　（栄養・生活学領域、社会福祉学領域）

　事務局

　附属図書館

名　　　　称 所　在　地 TEL・FAX

　平成２９年　３月

　平成２７年　４月　１日　　

　平成２８年　３月３１日　　

　平成２９年　４月　１日　　

　平成３０年　３月２３日　　

　平成２６年　４月　１日　　


