
１　公開講座等実施状況

〇公開講座等

区　分 内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

WEBオープンキャンパス
　学部別プログラム「レポートの書き方講座」

1 令和3年8月1日 15 高校生

WEBオープンキャンパス
　学部別プログラム「先輩と話そう！」

2 令和3年8月1日 7 高校生

WEBオープンキャンパス「動画で体験、文化学部！」講義（オンライン開催）「社
会貢献活動を支える寄附と税金のしくみ」

1 令和3年7月10日 - 高校生

看
護

学
部

高校生のための看護学を学ぶ公開講座
　「相手を理解する力」

1 令和3年7月30日 20 高校生

WEBオープンキャンパス　栄養学実験
　「ビタミンCの酸化還元実験から栄養学に触れよう」

2 令和3年8月19日 39 高校生

公開講座「災害時の栄養管理について」 1 令和3年8月31日 - 一般

介護労働講習「生活支援技術・栄養と食事編」 1 令和3年9月21日 33 一般

ケースメソッドを応用した演習のための教材集をもとに2ケースの事例検討 1 令和3年9月22日 20 一般

ダイエット講座 1 令和3年11月18日 30 一般

管理栄養士・栄養士が災害に向けて備えておくべきこと 1 令和4年1月9日 46 一般

生涯大学
　「災害に備えた非常食備蓄職の考え方」

1 令和4年3月11日 110 一般

　Ⅺ　　開かれた大学

健
康
栄
養
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

文
化

学
部

令和３年度教科等研修
　なぜそこに人が住めなくなるのか～県境経済を考える～

1 令和3年8月6日 1 専門職者

家族看護学領域　リカレント教育
　第1回 「コンサルテーションの技」
　第2回 事例検討会
　第3回 「スタッフの機能を活かす関わり」
　第4回 「スタッフの機能を活かす関わり」
　第5回 「看護研究活動への支援」
　第6回 事例検討会
　第7回 「家族看護を取り巻く社会の動向」

7

令和3年5月21日
令和3年6月18日
令和3年7月16日
令和3年10月15日
令和3年11月19日
令和3年12月17日
令和4年1月21日

75 専門職者

クリティカルケア看護学領域　ケア検討会
　第1回　「『鎮める力』難治性不整脈の事例検討」
　第2回　「鎮める力」

2
令和3年6月5日
令和3年10月2日

7 専門職者

クリティカルケア看護学領域　リカレント教育 2
令和3年7月22日
令和3年12月15日

16 専門職者

地域看護学領域　ケア検討会 4

令和3年6月11日
令和3年8月3日
令和3年11月5日
令和3年12月16日

100 専門職者

地域看護学領域　リカレント教育 4

令和3年6月18日
令和3年7月29日
令和3年12月14日
令和4年2月10日

57 専門職者

看護管理学領域　ケア検討会
　第1回　「管理者の支援とは」
　第2回　「主任・副師長への関わり」

2
令和3年6月19日
令和3年10月8日

59 専門職者

看護管理学領域　交流会 1 令和3年11月6日 8 専門職者

看護管理学領域　交流会
　「リフレクションできていますか？」

1 令和3年11月6日 8 専門職者

精神看護学領域　ケア検討会
第1回「精神状態の査定を導入するプロセスと成果」
第2回「人との関わりや治療への拒否が強い小児の事例」
第3階「CNSの役割開発」

3
令和3年6月20日
令和3年9月16日
令和4年3月17日

47 専門職者

精神看護学領域　リカレント
「依存症の理解とコロナ禍における支援」

1 令和3年9月25日 52 専門職者

災害・国際看護学領域　ケア検討会
　第1回　「コロナ禍における訪問看護の現状とBCP策定の課題」
　　　　　　「訪問看護ステーショ　ンにおけるBCPについて」
　第2回　「医療におけるBCP(事業継続計画)の策定」

2
令和3年6月24日
令和3年11月25日

40 専門職者

母性・助産看護学領域　交流会 1 令和3年8月3日 7 専門職者

母性・助産看護学領域　ケア検討会 1 令和3年11月5日 11 専門職者

質の高いがん看護実践を検討する会(ケア検討会）
　第1回　「がん患者の身体症状のマネジメントに困難を感じた事例」
　第2回　「がん患者の精神症状やスピリチュアルな苦痛症状のマネジメントに困
難を感じた事例」

2
令和3年8月28日
令和4年2月11日

31 専門職者

在宅看護学領域　リカレント教育
　修了生交流会

1 令和3年9月12日 12 専門職者

在宅看護学領域　ケア検討会
　慢性心不全をもつ療養者とその家族のエンドオブライフケア

1 令和3年11月18日 26 専門職者

健
康
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養
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部

教員免許状更新講習 1 令和3年8月3日 1 専門職者

看
護
学
部



２　学会役員等の状況

（１）　学会の理事・幹事

学　部 職　名 氏　名 学　　会　　名 理事・幹事の別

英語コーパス学会 幹事

四国英語教育学会 理事、紀要編集委員、査読委員

大学英語教育学会中四国支部 支部企画研究委員、査読委員

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

教　授 井上　次夫 日本語教育学会 審査・運営協力員

流域圏学会 理事、編集・出版委員

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

土佐歴史資料研究会 理事

いざなぎ流と物部川流域の文化を考える会 理事

土佐民俗文化研究会 世話人

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 理事・評議員

准教授 宇都宮　千穂 社会経済史学会中国四国部会 理事

英語コーパス学会 理事

日本英文学会 編集委員会副委員長

英語語法文法学会 大会運営委員、編集委員

日本認知言語学会 大会査読委員

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

日本会計教育学会 スタディ・グループ委員

総合法政策研究会 副会長

日本保険学会 関西部会幹事

日本近代文学会 関西支部運営委員

昭和文学会 編集委員

英語英文学会片平会 事務局長

日本ロレンス協会 評議員

テクスト研究学会 編集委員

アジア法学会 理事、企画委員

総合法政策研究会 副会長

日本現象学会 委員・企画実行委員長

日本倫理学会 共通課題実施委員

実存思想協会 幹事

文
化
学
部

教　授 五百藏　高浩

教　授 橋尾　直和

教　授 東原　伸明

准教授 金澤　俊吾

准教授 梶原　太一

准教授 菊池　直人

准教授 田中　裕也

准教授 鳥飼　真人

准教授 根岸　　忠

准教授 吉川　　孝



学　部 職　名 氏　名 学　　会　　名 理事・幹事の別

日本精神保健看護学会 理事・代議員

日本看護科学学会 代議員

日本養護教諭養成大学協議会 副会長

日本学校保健学会 理事

日本家族看護学会 評議員

日本養護教諭教育学会 評議員

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 内田　雅子 日本慢性看護学会 評議員

日本看護科学学会 代議員

日本家族看護学会 評議員

日本がん看護学会 代議員

日本看護科学学会 代議員

日本看護シミュレーションラーニング学会 理事

第３回日本看護シミュレーションラーニング学会学術集会 会長

日本禁煙学会 特任理事、資格制度委員会委員

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

日本看護科学学会 代議員

教　授 田井　雅子 日本精神保健看護学会 代議員

教　授 竹崎　久美子 日本老年看護学会 評議員

日本看護科学学会 代議員

日本家族看護学会 理事

日本看護倫理委員会学会 評議員

高知県小児保健協会 理事

高知県母性衛生学会 理事

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 代議員

日本看護科学学会 代議員

教　授 森下　安子 日本在宅ケア学会 理事

日本災害看護学会 理事・代議員

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

教　授 渡邊　聡子 日本災害看護学会 代議員

日本災害看護学会 理事

日本国際保健医療学会 代議員

准教授 川上　理子 日本在宅ケア学会 代議員

准教授 嶋岡　暢希 高知県母性衛生学会 理事

講　師 有田　直子 日本小児看護学会 評議員

助　教 田之頭　恵里 日本移植・再生医療看護学会 評議員

久保田　聡美

長戸　和子教　授

特任教授 神原　咲子

看
護
学
部

教　授 畦地　博子

教　授 池添　志乃

教　授 藤田　佐和

教　授 山田　　覚

教　授 瓜生　浩子

教　授 大川　宣容

教　授



学　部 職　名 氏　名 学　　会　　名 理事・幹事の別

ＫＪ法学会 運営委員・編集委員

日本社会福祉学会
中国四国地域ブロック運営委員（研究担当）

所属学会等の編集協力（査読者）

日本人間科学研究会 　理事

准教授 西梅　幸治 日本学校ソーシャルワーク学会 中国四国ブロック運営委員

講　師 辻　真美 日本介護福祉学会 評議員

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

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

日本脂質栄養学会 評議員

准教授 荒牧　礼子 日本未病学会 評議員

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 常任幹事・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・総務委員長

高知地区分析技術懇談会 会長

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

教　授 鈴木　康郎 日本比較教育学会 紀要編集委員会委員

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

社
会
福
祉
学
部

教　授 杉原　俊二

助　教 福田　敏秀



(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

国立大学教育研究評価委員会専門委員 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構長

れんけいこうち広域都市圏ビジョン推進懇談会委員 高知市長

マイプロジェクト発表会審査委員会委員 高知県立嶺北高等学校長

高知県公文書開示審査会委員 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委員

高知県後期高齢者医療広域連合長

高知弁護士会懲戒委員会委員 高知弁護士会会長

高知地方最低賃金審議会委員 高知労働局長

高知県独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
運営協議会委員

高知職業能力開発促進センター所長

高知県職業能力開発審議会委員 高知県商工労働部長

高知県立高等技術学校広報委託業務プロポーザル審査委員 高知県商工労働部雇用労働政策課長

高知地方労働審議会委員 高知労働局長

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

令和3年度学校防災アドバイザー 高知県教育長

寺田寅彦記念賞選考委員 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

高知県出版文化賞選考委員 高知県文教協会理事長

高知県民俗芸能緊急調査委員 高知県教育長

高知市文化財保護審議会委員 高知市教育長

高知県史編さん編集委員会委員 高知県知事

高知県史編さん文化財専門部会副会長 高知県知事

高知県文化賞選定委員会委員 高知県知事

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 高知市長

重要文化財（建造物）旧関川家住宅保存活用計画策定
委員会副委員長

高知市長

史跡高松城跡整備会議委員 高松市教育委員会

独立行政法人日本学術振興会審査委員候補者
独立行政法人日本学術振興会研究

事業部研究助成第二課

日本建築学会建築歴史・意匠委員会委員 日本建築学会建築歴史・意匠委員長

教　授 ヨース・
ジョエル 高知県英文公文書アドバイザー 高知県文化生活スポーツ部国際交流課長

准教授 飯髙　伸五 国立民族学博物館共同研究員 国立民族学博物館長

文
化
学
部

教　授 五百藏　高浩

教　授 高西　成介

教　授 橋尾　直和

教　授 三浦　要一

教　授 岩倉　秀樹

教　授 大井　方子

教　授 大村　　誠



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

高知市建築審査会委員 高知市長

高知市民と行政のパートナーシップのまちづくり条例
第8期見守り委員

高知市長

高知市都市計画審議会委員 高知市長

高知市住宅審議会委員 高知市長

高知市立自由民権記念館協議会委員 高知市教育委員会高知市教育長

高知市行政改革推進委員会委員 高知市長

高知県社会貢献活動支援推進会議委員 高知県文化生活スポーツ部長

高知県ボランティア・NPOセンター運営委員会委員 高知県社会福祉協議会会長

第三期高知市中心市街地活性化基本計画策定検討委員会委員 高知市長

高知県公立大学生活協同組合監事 高知県公立大学生活協同組合

こうち生活協同組合有識者監事 こうち生活協同組合

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

高知市民の大学運営委員 高知市民の大学運営委員会委員長

令和3年度高知県市町村等消費者行政推進事業費補助金
補助対象消費者団体等審査会審査委員

高知県文化生活スポーツ部
県民生活・男女共同参画課長

こうち生活協同組合有識者理事 こうち生活協同組合

高知県LPガスお客様相談所相談委員会議委員 高知県LPガス協会　会長

高知県消費生活審議会委員 高知県知事

高知県公文書管理委員会委員 高知県知事

香美市情報公開審査会及び香美市個人情報保護審査会委員 香美市長

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会長 土佐市長

高知県公文書開示審査会委員 高知県知事

特別研究員等審査会委員 独立行政法人日本学術振興会理事長

自治紛争処理委員 高知県知事

高知県地方裁判所簡易裁判所判事推薦委員会委員 高知地方裁判所　所長

高知県個人情報保護審査会委員 高知県知事

委嘱研究員 関西大学法学研究所　所長

准教授 向井　真樹子 高知地方労働審議会臨時委員 高知労働局長

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

学術集会部会委員 日本精神科看護協会会長

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

令和4年度（令和3年度実施）高知県公立学校教員採用候
補者選考審査第1次審査筆記審査問題研究員

高知県教育委員会事務局
教職員・福利課長

令和4年度（令和3年度実施）高知県公立学校教員採用候
補者選考審査筆記審査問題調査研究員

高知県教育長

教　授 池田　光徳 高知県地方薬事審議会委員 薬務衛生課

教　授 瓜生　浩子 日本家族看護学会教育促進委員会委員 日本家族看護学会理事長

文
化
学
部

看
護
学
部

准教授 菊池　直人

准教授 清水　直樹

准教授 根岸　　忠

教　授 畦地　博子

教　授 池添　志乃

准教授 梶原　太一

宇都宮　千穂准教授



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

令和3年度南海トラフ地震対策啓発推進事業委託業務プロ
ポーザル審査委員

高知県危機管理部
南海トラフ地震対策課長

令和3年度南海トラフ地震対策広報番組制作放送委託業務
に関するプロポーザル審査委員会委員

高知県総務部広報公聴課長

日本災害看護学会第24回年次大会企画委員 日本災害看護学会第24回年次大会大会長

入院機能に応じた看護職員配置に関する調査検討委員会委員 日本看護協会会長

高知県健康づくり推進協議会たばこ対策専門部会委員 高知県健康政策部健康長寿政策課長

日本災害看護学会第24回年次大会企画委員 日本災害看護学会第24回年次大会大会長

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

教　授 竹崎　久美子 令和3年度災害看護委員会委員 高知県看護協会会長

令和3年度新人看護職員研修検討会委員 高知県看護協会会長

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(家族看護）

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

大学評価委員会大学評価第38分科会委員 大学基準協会会長

基準委員会委員 大学基準協会会長

2022年度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副委員長

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長

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構大学機関別認
証評価委員会専門委員

独立行政法人大学改革支援・学位授与機
構長

中国・四国広域がんプロ養成コンソーシアム理事 会長・協議会議長

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

高知県の看護を考える検討会委員 高知県知事

高知県がん教育推進協議会委員 高知県教育委員会

令和3年度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

高知市地域包括支援センター運営協議会委員 高知市長

令和3年度介護支援専門員更新（専門）研修【研修課程Ⅱ】
事例予備選考会委員

高知県社会福祉協議会会長

令和3年度高知県主任看護支援専門員研修に
おける受講者選考のための評価委員会委員

高知県介護支援専門員連絡協議会会長

高知県介護支援専門員研修等向上委員会委員 高知県子ども・福祉政策部高齢者福祉課長

高知県訪問看護推進協議会委員 高知県健康政策部在宅療養推進課長

令和3年度高知県看護協会第1副会長、地域包括ケア検討
委員会、在宅領域看護師検討会委員

高知県看護協会会長

高知県介護支援専門員研修等向上委員会委員 高知県子ども・福祉政策部高齢者福祉課長

第1回日高村地域福祉計画策定委員会委員 日高村長

日高村地域福祉計画・日高村地域福祉活動計画策定委員会委員 日高村長、日高村社会福祉協議会会長

令和3年度高知県介護支援専門員実務研修の実習提出物
審査会審査委員

高知県社会福祉協議会会長

教　授 森本　悦子
令和3年度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

看
護
学
部

教　授 中野　綾美

教　授 藤田　佐和

教　授 森下　安子

教　授 木下　真里

教　授 久保田　聡美

教　授 長戸　和子



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

令和3年度認定看護管理者教育運営委員会委員 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

高知市防災会議委員 高知市長

日本災害看護学会第24回年次大会企画委員 日本災害看護学会第24回年次大会大会長

日本災害看護学会第24回年次大会企画委員 日本災害看護学会第24回年次大会大会長

日本災害看護学会　編集委員会委員 日本災害看護学会理事長

高知県周産期医療関係者研修事業役員 高知医療センター　

准教授 川上　理子
「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」
ニーズ・シーズマッチング支援事業マッチングサポーター

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究
所情報未来イノベーション本部長

准教授 嶋岡　暢希 令和3年度助産師職能委員会委員 高知県看護協会会長

令和3年度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

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理事長

日本精神保健看護学会災害対策委員 日本精神保健看護学会理事長

日本精神保健看護学会編集委員会査読委員 日本精神保健看護学会理事長

令和3年度高知市医療的ケア児及び重度の障害のある
子どもの支援検討会委員

高知市長

日本小児看護学会評議員 日本小児看護学会理事長

高知市医療的ケア児および重度の障害のある子どもの支援
検討会委員

高知市長

高知産業保健総合支援センター産業保健相談員 高知産業保健総合支援センター所長

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

令和3年度保健師職能委員会、ﾅｰｽｾﾝﾀｰ委員会、
3職能生きる力を育むいのちの教育検討委員会委員

高知県看護協会会長

日本災害看護学第24回年次大会企画委員 日本災害看護学会第24回年次大会大会長

日本看護シミュレーションラーニング学会研修企画委員
日本看護シミュレーションラーニング学会理

事長

助　教 瀧　めぐみ 広報・情報委員会委員 日本精神保健看護学会理事長

助　教 中井　美喜子
日本専門看護師協議会研修委員会

中部・近畿・中国・四国地区ワーキング委員会委員
日本専門看護師協議会代表

助　教 西内　舞里 令和3年度看護研究論理審査委員会委員 高知県看護協会会長

令和3年度研究学会委員会、
3職能生きる力を育むいのちの教育検討委員会委員

高知県看護協会会長

日本専門看護師協議会 会則委員会　委員 日本専門看護師協議会代表

高知県防災会議委員 高知県知事

高知県人権尊重の社会づくり協議会委員 高知県知事

令和3年度スクールソーシャルワーカー活用事業における
スーパーバイザー

高知県教育長

高知県社会福祉協議会 理事選考委員長（議長）

高知市いじめ問題調査委員 高知市教育長

看
護
学
部

社
会
福
祉
学
部

藤代　知美

講　師 有田　直子

講　師 小澤　若菜

講　師 小原　弘子

准教授 高谷　恭子

准教授

教　授 山田　　覚

教　授 渡邊　聡子

教　授 杉原　俊二

特任助教 三浦　由紀子

大学院
特 任
教 授

野嶋　佐由美



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

高知市生活支援相談センター運営委員会委員 高知市社会福祉協議会会長

高知県高次脳機能障害支援委員会委員 高知県子ども・福祉政策部長

すずめ福祉会第三者委員
社会福祉法人すずめ福祉会
すずめ通所センター施設長

「中山間地域における地域共生社会を見据えた地域包括ケ
アシステム深化に関する調査研究事業」委員会委員長

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究
所　　代表取締役社長

高知県運営適正化委員会委員 高知県社会福祉協議会会長

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

高知県青年農業士認定委員会委員長 高知県農業振興部環境農業推進課長

高知県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）

高知市社会福祉審議会委員長、同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

公益財団法人ひかり協会高知県地域救済対策（森永ヒ素ミ
ルク中毒事件被害者救済対策）委員会委員長

ひかり協会

高知県リハビリテーション研究会理事 高知県リハビリテーション研究会理事会

高知県居住支援協議会会長 公益社団法人高知県宅地建物取引業協会

NPO法人「福祉住環境ネットワークこうち」理事、NPO法人
「未来予想図」副理事長、NPO法人「あさひ会」理事長、

NPO法人「あまやどり高知」理事、社会福祉法人「さんかく広
場」理事

各法人理事会

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DV被害者支援計画策定委員会委員 高知県子ども・福祉政策部長

第11期高知地方労働審議会委員 高知労働局長

高知県社会福祉審議会委員 高知県子ども・福祉政策部長

高知県人権尊重の社会づくり協議会委員 高知県知事

「求職開拓事業」に係る提案書技術審査委員会（委員長） 高知労働局長

地域密着型サービス外部評価事業評価審査委員（委員長） 高知県社会福祉協議会

社
会
福
祉
学
部

教　授 田中　きよむ

教　授 長澤　紀美子



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

これからあんしんサポート事業審査委員会委員長 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会長 高知市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

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

高知県行政不服審査会委員 高知県知事

高知市成年後見制度利用促進審議会会長 高知市長

高知市高齢者虐待予防ネットワーク会議会長 高知市長

高知市社会福祉協議会評議員 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及び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

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

高知県社会福祉協議会理事 高知県社会福祉協議会会長

令和3年度高知県医療提供体制推進事業等評価委員会委員 高知県健康政策部医療政策課長

日常生活自立支援事業契約締結審査会委員（委員長） 高知県社会福祉協議会会長

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

高知市民生委員推薦会委員 高知市長

高知県社会福祉審議会 高知県知事

特定非営利活動法人がんサポートコミュニティ顧問
特定非営利活動法人がんサポート

コミュニティ会長

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

高知県障害者介護給付費等不服審査会委員 高知県地域福祉部長

土佐あけぼの会評議員及び第三者委員 社会福祉法人土佐あけぼの会　理事長

高知県福祉人材センター・高知県福祉研修センター
運営委員会副委員長

高知県社会福祉協議会会長

高知県障害者施策推進協議会委員 高知県子ども・福祉政策部長

高知県自立支援協議会専門部会長 高知県子ども・福祉政策部障害福祉課長

高知県自立支援協議会委員 高知県子ども・福祉政策部長

高知市障害者計画等推進協議会副会長 高知市長

いの町社会福祉協議会成年後見運営委員 いの町社会福祉協議会会長

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 南国市長寿支援課長

准教授 西梅　幸治
令和3年度スクールソーシャルワーカー活用事業における

スーパーバイザー
高知県教育長

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

一般社団法人四国ソーシャルインクルージョンセンター
協力委員

四国ソーシャルインクルージョンセンター
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 高知県社会福祉士会理事 高知県社会福祉士会会長

社
会
福
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部

教　授 西内　　章

教　授 宮上　多加子

准教授 大松　重宏

准教授 遠山　真世

准教授 河内　康文

准教授 福間　隆康



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

介護労働安定センター高知、徳島支部　ヘルスカウンセ
ラー、雇用管理改善サポーター、介護人材育成コンサルタ

ント
介護労働安定センター支部所長

高知県ホームヘルパー連絡協議会理事 高知県ホームヘルパー連絡協議会会長

高知市斎場運営協議会委員 高知市長

高知県共同募金会評議員 社会福祉法人高知県共同募金会会長

高知県共同募金会配分委員会委員 社会福祉法人高知県共同募金会会長

高知県営住宅入居者選考基準等審査委員会委員 高知県知事

就労・雇用支援の在り方検討委員会委員 日本精神保健福祉士協会会長

高知県精神医療審査会委員 高知県地域福祉部長

全国高校生介護福祉研究発表会四国地区予選審査員 全国福祉高等学校長会四国地区理事

高知県若い世代の福祉・人材確保・育成検討委員会委員 高知県子ども・福祉政策部地域福祉政策課

高知県地域福祉活動支援計画推進委員会副委員長 高知県社会福祉協議会会長

土佐清水市権利擁護センター「らいとはうす」
権利擁護・成年後見人アドバイザー

土佐清水市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・研修和歌山大会査読
委員長

近畿ブロック大会実行委員長

高知県市町村社会福祉協議会連絡会SW養成研修企画会
アドバイザー

高知県市町村社会福祉協議会会長

土佐町社会福祉協議会権利擁護センターオブザーバー 土佐町社会福祉協議会会長

和歌山県社会福祉士会監事 和歌山県社会福祉士会会長

和歌山県介護支援専門員指導者 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員協会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

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

障害者支援施設アドレス・高知　第三者委員 社会福祉法人ミレニアム

高知県地域救済対策委員 公益財団法人ひかり協会

高知県精神医療審査会委員 高知県地域福祉部長

高知県精神保健福祉協会研修委員 高知県精神保健福祉協会会長

介護労働安定センタ―高知支部　ヘルスカウンセラー
公益財団法人介護労働安定センター

高知支部長

高知県精神保健福祉士協会研修部会委員 高知県精神保健福祉士協会　会長

社会福祉法人土佐あけぼの会　第三者委員 社会福祉法人土佐あけぼの会 理事長

高知県公立大学生活協同組合理事 高知県公立大学生活協同組合

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

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

公益財団法人介護労働安定センター雇用管理改善サポー
ター・ヘルスカウンセラー・介護人材育成コンサルタント

公益財団法人介護労働安定センター
高知支部長

こうち産業振興基金助成対象事業審査会審査員 高知県産業振興センター理事長

越知町まち・ひと・しごと創生推進会議委員 越知町企画課　事務局

安芸市立学校給食センター運営委員会委員・アドバイザー 安芸市教育長

令和3年度「高知県新事業チャレンジ支援事業費補助金
審査会」審査員

高知県産業振興センター理事長

高知県食の安全・安心推進審議会委員 高知県健康政策部長

社
会
福
祉
学
部

健
康
栄
養
学
部

渡邊　浩幸教　授

講　師 行貞　伸二

助　教 稲垣　佳代

講師 辻　真美

助　教 玉利　麻紀

助　教 福田　敏秀

助　教 田中　眞希

助　教 片岡　妙子

助　教 雑賀　正彦



学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等 発　令　者

令和4年度（令和3年度実施）高知県公立学校教員採用
候補者選考審査第1次審査筆記審査の審査問題研究員

高知県教育委員会事務局
教職員・福利課長

令和4年度（令和3年度実施）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

高知県アルコール健康障害対策連絡協議会委員 高知県子ども・福祉政策部長

准教授 鈴木　麻希子 高知県栄養士会生涯教育委員 高知県栄養士会会長

准教授 西岡　道子
令和3年日本栄養改善学会四国支部特別シンポジウム

運営委員
日本栄養改善学会四国支部

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

土佐市社会福祉事業団理事 土佐市社会福祉事業団理事長

安芸市立学校給食センター運営委員会委員 安芸市教育長

高知市学校給食調理業務プロポーザル選定委員会委員 高知市教育長

講　師 竹井　悠一郎 研究倫理委員会委員 医療法人社団湧泉会ひまわり歯科理事長

講　師 廣内　智子
高知県南海トラフ地震時栄養・食生活支援活動ガイドライン

改定検討委員
高知県健康政策部健康長寿政策課長

助　手 彼末　富貴 令和3年度高知市春野郷土資料館運営審議会委員 高知市民権・文化財課課長

教　授 石山　貴章 令和3年度高知県教科用図書選定審議会委員 高知県教育長

渡川流域学識者会議委員 四国地方整備局長

仁淀川流域学識者会議委員 四国地方整備局長

物部川流域学識者会議委員 四国地方整備局長

高知県環境審議会委員 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

第11回科学の甲子園高知県大会審査員 高知県教育委員会事務局高等学校課長

高知県廃棄物処理施設設置審査会委員 高知県知事

高知市産業廃棄物処理施設設置審議会委員 高知市長

高知みらい科学館協議会委員 高知市教育委員会高知市教育長

高知市学校支援地域本部事業推進委員会委員 高知市教育長

高知市民の大学運営委員 高知市民の大学運営委員会委員長

新宇治川放水路地下水監視委員会 いの町長

高知県公立大学生活協同組合理事 高知県公立大学生活協同組合

高知市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 高知市長

高知放送番組審議会委員 高知放送代表取締役社長

香美市振興計画審議会委員 香美市長

令和3年度スーパーサイエンスハイスクール運営指導委員 高知県教育長

佐川町総合計画審議会及び
佐川町まち・ひと・しごと創生推進会議委員

佐川町長

土佐市創生有識者会議委員 土佐市長

津野町本庁舎整備検討委員会委員 津野町長

津野町まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 津野町長

高知県訪問看護推進協議会委員 高知県健康政策部在宅療養推進課長

訪問看護ステーション運営委員会、在宅領域看護検討会委員 高知県看護協会長

高知県重症心身障害児者等支援体制整備協議会委員 　高知県子ども・福祉政策部長

人生の最終段階における医療・ケア検討会議委員 高知県健康政策部医療政策課長

特任
准教授

森下　幸子

健
康
栄
養
学
部

地
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

健
康
長
寿
セ
ン

タ
ー

教　授 一色　健司

講　師

稲井　玲子

教　授 清原　泰治

特任教授

島田　郁子



(3)　他大学等非常勤講師応諾

学部 職　 名 氏　　名 依頼大学等 科目名等 委嘱期間

高知大学 中等国語科指導法 令和3年4月1日～令和4年3月31日

高知市文化振興事業団
帰化した中国故事－日本
語に溶け込み、日本人に

寄り添うことばたち－
令和3年12月10日

教　授 岩倉　秀樹 高知工科大学 日本国憲法 令和3年9月30日

高知市民の大学運営委員会
講演「宇宙からの視線を

防災に活用する」
令和4年1月11日

いの町立吾北小学校 教職員に向けての防災研修 令和4年1月25日

高知リハビリテーション専門職大学 地域防災論 令和3年4月1日～令和3年9月15日

中国文学概論Ⅱ

中国古典文学論基礎論

鳴門教育大学
語学・文学総合演習Ⅲ

（漢文学）
令和3年4月9日～令和4年3月31日

広島大学文学部 中国文学語学特講Ａ

広島大学大学院人間社会科学研究科 中国語学特殊講義Ｂ

教　授 橋尾　直和 高知県高坂学園生涯大学 活かすゾネ!!土佐ことば 令和3年10月27日

高知工業高等専門学校 法学 令和3年4月1日～令和3年9月30日

高知県消防学校 法学基礎 令和3年4月1日～令和3年5月31日

准教授 白岩　英樹 日本キリスト教文学会 文学のことば、聖書のことば 令和3年5月8日

准教授 田中　裕也 放送大学高知学習センター 教養を深めるセミナー 令和3年4月1日〜令和4年3月31日

准教授 鳥飼　真人 高知市文化振興事業団
高知市文化振興事業団

市民講座
令和3年11月10日、17日、24日

准教授 根岸　忠 放送大学 印刷教材・放送教材の作成 承諾日～令和４年3月31日

教　授 畦地　博子 愛媛県立医療技術大学 精神看護学特論Ⅱ 令和3年4月1日～令和4年3月31日

教　授 池添　志乃 高知学園大学 家庭看護学 令和3年10月1日～令和4年3月31日

高知県立幡多けんみん病院 治療応援 令和3年4月1日～令和4年3月31日

高知大学 皮膚科学 令和3年10月1日～令和4年3月31日

高知学園短期大学 治療援助学Ⅰ 令和3年10月1日～令和4年3月31日

三愛病院
皮膚科治療及び治療の

教授
令和3年4月1日～令和4年3月31日

教　授 瓜生　浩子 関西医科大学大学院 家族看護学 令和3年4月1日～令和4年3月31日

教　授 木下　真里 兵庫県立大学 グローバルヘルス 令和3年10月1日～令和4年3月31日

愛媛県立医療技術大学 看護管理学特論 令和3年4月1日～令和4年3月31日

京都大学 慢性看護学特論Ⅵ 令和3年10月1日～令和4年3月31日

高知リハビリテーション専門職大学 生命倫理 令和3年4月1日～令和3年9月15日

九州大学 看護研究方法論Ⅱ 令和3年4月1日～令和3年9月30日

高知学園短期大学 災害看護学 令和3年10月1日～令和4年3月31日

放送大学
がんとともに生きる人の看

護ケア
令和3年11月27日～令和3年11月28日

徳島大学 がん看護学特論Ⅰ 令和3年4月6日～令和3年9月30日

兵庫県立大学 保健統計学 令和3年10月1日～令和4年3月31日

福井大学 災害看護学特論Ⅳ 令和3年4月1日～令和3年9月30日

教　授 久保田　聡美

教　授 竹崎　久美子

教　授 藤田　佐和

教　授 山田　覚

高知大学人文社会学部 令和3年4月1日～令和4年2月28日

令和3年4月8日～令和3年9月30日

教　授 池田　光徳

准教授 菊池　直人

教　授 井上　次夫

教　授 大村　誠

教　授 高西　成介

文
化
学
部

看
護
学
部



学部 職　 名 氏　　名 依頼大学等 科目名等 委嘱期間

高知リハビリテーション専門職大学 生命倫理 令和3年4月1日～令和3年9月１5日

兵庫県立大学看護学研究科 災害看護対象論 令和3年5月18日

特任教授 神原　咲子 高知大学
リスクマネジメント・クライシ

スマネジメント
令和3年5月1日～令和4年3月31日

准教授 川上　理子 高知リハビリテーション専門職大学 地域包括ケア論 令和3年9月16日～令和4年3月31日

講　師 有田　直子 徳島文理大学 コンサルテーション論
　①令和3年12月12日
　②令和3年12月19日
③令和4年1月23日

講　師 小澤　若菜 高知大学 地域援助論 令和3年4月16日～令和3年9月30日

助　教 川本　美香 高知大学 地域援助論 令和3年4月16日～令和3年9月30日

助　教 塩見　理香 龍馬看護ふくし専門学校 精神看護援助論Ⅰ 令和3年12月16日～令和4年2月18日

助　教 徳岡　麻由 高知学園短期大学 家族看護学 令和3年10月1日～令和4年3月31日

助　教 中井　美喜子 高知学園短期大学 家族看護学 令和3年10月1日～令和4年3月31日

助　教 益　宏実 徳島文理大学 コンサルテーション論
　①令和3年12月12日
　②令和3年12月19日
③令和4年1月23日

助　教 森本　紗磨美 龍馬看護ふくし専門学校
診療補助技術

看護技術の実際
令和3年4月1日～令和4年3月31日

教　授 杉原　俊二 九州保健福祉大学
社会福祉学特殊講義Ⅷ

（児童・家族福祉論）
令和3年4月1日～令和4年3月31日

教　授 田中　きよむ 高知大学 社会保障論 令和3年4月16日～令和3年9月30日

教　授 西内　　章 高知リハビリテーション専門職大学 対人援助技術論 令和3年4月1日～令和3年9月15日

吉備国際大学
運動発達学

理学療法技術実習
令和3年4月1日～令和4年3月31日

吉備国際大学（通信教育）

臨床保健科学特論、生活
機能障害理学療法学特

論、生活機能障害理学療
法学特論演習

令和3年4月1日～令和4年3月31日

准教授 遠山　真世 高知リハビリテーション専門職大学 障害者の社会環境と制度 令和3年4月1日～令和3年9月15日

高知リハビリテーション専門職大学 対人援助技術論 令和3年4月1日～令和3年9月15日

四国中央医療福祉総合学院 地域福祉の理論と方法①② 令和3年4月1日～令和4年3月31日

准教授 三好　弥生 放送大学 高齢者の終末期ケア 令和3年4月1日～令和3年9月30日

講　師 加藤　由衣 高知福祉専門学校 社会調査の基礎 令和3年4月1日～令和3年9月30日

講　師 行貞　伸二 高知学園短期大学 看護と福祉 令和3年4月1日～令和3年9月30日

土佐リハビリテーションカレッジ 社会福祉学概論 令和3年10月1日～令和4年3月31日

高知医療学院 社会福祉学 令和3年9月1日～令和3年9月30日

助　教 大熊　絵理菜 高知福祉専門学校 相談援助の理論と方法Ⅱ 令和3年4月1日～令和4年3月31日

聖カタリナ大学 地域福祉論Ⅰ 令和3年9月21日～令和4年3月31日

龍馬看護ふくし専門学校 現代社会と福祉 令和3年4月1日～令和4年3月31日

九州大学九州短期大学通信教育部保育科 相談援助演習

龍馬看護ふくし専門学校 社会福祉の原理と政策 令和3年10月1日～令和4年2月28日

高知大学 健康福祉行政論 令和3年4月16日～令和3年8月31日

教　授 小林　淳 電気通信大学 基礎化学実験B 令和3年4月1日～令和3年9月30日

教　授 渡邊　浩幸 北見工業大学 食品機能化学 令和3年9月21日～令和3年9月24日

高知開成専門学校 生化学 令和3年4月26日～令和3年6月28日

高知大学 食生活論 令和3年9月1日～令和3年9月30日

教　授 渡邊　聡子

教　授 横井　輝夫

准教授 西梅　幸治

助　教 稲垣　佳代

助　教 雑賀　正彦

助　教 福田　敏秀

鈴木　麻希子准教授

看
護
学
部

社
会
福
祉
学
部

健
康
栄
養
学
部



学部 職　 名 氏　　名 依頼大学等 科目名等 委嘱期間

愛媛大学 子どもの食と栄養 令和3年4月1日～令和3年9月23日

高知大学 食生活論 令和3年10月1日～令和4年2月28日

高知学園大学 災害と生活 令和3年10月1日～令和4年3月31日

RKC調理製菓専門学校 衛生法規、ハラ―ルフード 令和3年4月20日～令和4年2月22日

講　師 竹井　悠一郎 高知情報ビジネス＆フード専門学校 食品学
①令和3年4月9日～令和3年7月16日
②令和3年8月25日～令和4年2月2日

助　教 竹本　和仁 RKC調理製菓専門学校 食生活と健康 令和3年4月～令和4年3月

助　教 生川　卓弘 高知情報ビジネス＆フード専門学校 栄養学
①令和3年9月13日～令和4年1月31日

②令和3年9月17日、24日
③令和3年9月16日、30日

助　手 彼末　富貴 高知学園大学
調理学実習Ⅰ（基礎）
調理学実習Ⅱ（応用）

令和3年4月1日～令和4年3月31日

高知県教育委員会事務局
幼保支援課

子育て支援員研修　「子
どもの障害」「特別に配慮
を要する子どもへの対応」

【基本】令和3年6月6日～令和3年6月13日
【専門】令和3年6月26日～令和3年6月27日

高知県教育委員会事務局
「自閉症・情緒障害特別
支援学級　授業づくり支

援事業」
令和3年6月30日～令和4年3月31日

高知県立日高特別支援学校
「主体的・対話的で深い
学びの視点を生かした授

業づくり」
令和3年6月25日

高知工科大学 特別支援教育概論 令和3年10月1日～令和4年3月31日

高知県教育センター
心理検査実技等基礎講

座Ⅲ(WISC-Ⅳ）
令和3年7月21日

高知大学 スポーツ科学実技 令和3年4月1日～令和4年3月31日

高知工科大学 レクリエーション論 令和3年4月1日～令和3年9月30日

高知工科大学 体育理論 令和3年4月1日～令和4年3月31日

教　授 一色　健司 高知大学 固体化学 令和3年10月1日〜令和4年2月28日

教　授 鈴木　康郎 高知大学
教員免許状更新講習・選

択必修科目
令和3年8月

高知病院附属看護学校 在宅看護方法論・演習 令和3年9月1日～令和3年12月31日

高知リハビリテーション専門職大学 地域包括ケア論 令和3年9月16日～令和4年3月31日

特任助教 山本　かよ 高知学園短期大学 令和3年9月1日～令和3年12月31日

健
康
長
寿
セ

ン
タ
ー

特任
准教授

森下　幸子

地
域
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

教　授 石山　貴章

教　授 清原　泰治

講　師 島田　郁子
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栄
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部



３　学外提供用刊行物作成状況

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．06

高知県立大学　文化学部　活動記録

文化学課題研究ゼミナール　概要集

文化の思索

中土佐町　ブリ鰤とカツオ鰹のモノ語り　2022

Humanismus 第33号

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』　8月・2月

高知県立大学大学院看護学研究科

高校生のための公開講座（リーフレット）　6月・9月・11月・1月

高知県立大学 社会福祉学部(学部パンフレット)

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23号

健康栄養学部　学部報

始めよう・続けよう減塩生活ガイドブック

高知あいうえお塩分表

総合情報センター年報　令和2年度

高知県立大学紀要　第71巻

高知県立大学永国寺図書館利用案内リーフレット

高知県立池図書館利用案内リーフレット

高知県立大学地域教育研究センター報　2020　第9号

立志社中プロジェクト2021リーフレット

立志社中 令和2年度活動報告書

域学共生事業パンフレット

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募集要項

訪問看護スタートアップ研修　新卒パンフレット

訪問看護スタートアップ研修　リーフレット

訪問看護スタートアップ研修　I・Uターンリーフレット

地域教育研究センター

総合情報センター

文化学部

社会福祉学部

健康長寿センター

看護学部

健康栄養学部



担当部署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

おうちで健康長寿体験型セミナー「高知家、認知症とのつき合い方」リーフレット

血管病患者を支援する活動手順書　Ver.3

ヘルスパスポート（健康手帳）

全学広報誌 「Pin+」 vol.23～vol.24

令和２年度学生による授業評価実施報告書

就活ハンドブック2022

学生生活実態及びニーズ調査　調査結果に基づく対応

大学案内2022

大学院案内2022

2021活動報告書Activity Report

高知で学ぶ世界に通じる心For Students from Overseas

私費外国人留学生入試学生募集

教務課 学生便覧（学部・大学院・補遺）

教育研究戦略課 令和２年度年報

国際交流課

総務課

学生・就職支援課

入試課

健康長寿センター
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