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社会活動Ⅳ  
Ⅳ　社会活動

１　地域貢献諸活動

　　１　地域貢献諸活動

　1）　受託研究一覧

研究課題 期間 概要 委託者

芸術文化導入によるまち

づくりに関する研究

平成27年4月16日
～平成28年2月27日

ポケットパークの実施設計資料作成への協

力、町並みの魅力発見マップの活用を通して

美瑛町の市街地活性化やまちづくりへ貢献し

た。

美瑛町

森林保全・資源循環のた

めの地域レベルのエネル

ギー解析

平成27年6月10日
～平成27年8月31日

持続可能な地域に賦存する森林資源の活用の

ため、供給と需要（インフラ・建物）を最適

化するためのエネルギー収支およびエクセル

ギー収支の評価システムを、北海道下川町で

の調査・実測データに基づき構築することを

目的とした。

㈱竹中工務店

技術研究所

大型商業施設における省

エネルギー型建設環境シ

ステムのエコツアーのデ

ザイン研究

平成27年6月10日
～平成28年2月29日

省エネルギー型の建築環境・設備システムの

市民啓蒙・普及の一環としてそれらを巡るエ

コツアーを企画・実践した。今後、照明・空

気調和・衛生システムなどの働きに対する市

民の理解を深める一つの手法として活用す

る。

㈱札幌副都心

開発公社

キウシト湿原植生調査研

究

平成27年7月22日
～平成28年3月10日

キウシト湿原の群落と水文化学環境の現状を

モニタリングし、順応的管理の原則に基づ

き、適切な保全策を提言することを目的とし

た。

登別市

温熱環境・環境負荷に配

慮したゾウ舎（仮称）の

デザイン研究

平成27年9月9日
～平成28年2月29日

札幌市円山動物園の生体展示として新規に導

入されるアジアゾウの飼育展示施設（以下、

ゾウ舎）の基本設計および実施設計に関わる

デザイン監修を行ない、市民に親しまれる寒

冷地の動物園施設のデザイン研究を実施し

た。

札幌市

（環境局）

ユニバーサルデザイン視

点からの動物園のサイン

計画研究―地下鉄円山公

園駅からのアプローチ誘

導サイン―

平成27年9月9日
～平成28年2月29日

札幌市円山動物園を対象に、ユニバーサルデ

ザイン視点からのサイン計画を監修した。

札幌市

（環境局）

ホッキョクグマ・アザラ

シ館（仮称）の飼育展

示・サイン計画のデザイ

ン監修

平成27年9月9日
～平成28年2月29日

札幌市円山動物園の新施設ホッキョクグマ・

アザラシ館（仮称）の飼育展示・サイン計画

のデザイン監修を行い、市民に親しまれる寒

冷地の動物園施設のデザイン研究を実施し

た。

札幌市

（環境局）

円山動物園の森ビオトー

プの生物多様性向上のた

めの研究

平成27年9月9日
～平成28年2月29日

円山動物園の森ビオトープの生物多様性向上

のために以下のことを行なった。

・ササ除去による山野草回復試験

・外来種除去による山野草回復試験

・導入候補小動物の現状把握と地図化

・小動物の生育環境のモニタリングと導入予

備実験

・ガイドボランティアの技術向上

・動物園の森全体管理方針検討会議への出席

札幌市

（環境局）
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　2)　共同研究（学外との連携）一覧

事業名 期間 概要 担当教員 共同研究者

該当なし

　3)　受託事業一覧

事業名 期間 概要 担当教員 委　託　者

該当なし

　　１　地域貢献諸活動

研究課題 期間 概要 委託者

動物福祉に配慮した動物

愛護管理施設のハードと

ソフトのデザインに関す

る研究

平成27年9月9日
～平成28年3月18日

札幌市動物管理センターの機能充実・強化、

さらなる動物愛護管理の推進に向け、動物福

祉に配慮した施設のあり方や魅力的な動物愛

護センターの検討を行った。

札幌市

（保健福祉局）

生き物のハビタットとし

ての里山環境・都市公園

のエネルギー環境の調

査・解析

平成27年11月20日
～平成27年12月3日

公園の樹木・芝生・水辺の計画への活用を目

的とし、日除け・樹木によって短波長日射を

遮蔽しても、レンガ・コンクリートなどに起

因する長波長放射により暑熱不快感が厳しく

なる温熱環境をMRTを用いて評価した。

㈱竹中工務店

技術研究所

創成東地区におけるアー

バンデザインセンター

（UDC）のあり方と創出

方法に関する研究

平成27年10月15日
～平成28年3月25日

創成東地区を対象として、「まちづくり」の

ための新たな方法・体制・拠点として最近注

目されている「アーバンデザインセンター

（UDC）」（以下UDC）について、あり方

や、創出に向けた調査・分析・検討を行なっ

た。

札幌市

（市民まちづ

くり局）
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　4)　地域連携研究センターへの協力依頼一覧

事業名 依頼元 担当教員

「浮世絵師 歌川国芳展」ポスター制作に関わる宣伝事業
（公財）札幌市芸術文化財団

札幌芸術の森美術館
羽深　久夫

エントランスアートNEXT （一財）STVグループみらい財団 上遠野　敏

三吉神社例大祭 札幌大通まちづくり㈱ 上遠野　敏

南区オリジナルうちわの作成事業 札幌市（南区） 大渕　一博

まこまるグリーンカーテンプロジェクト
NPO法人さっぽろAMスポーツクラ

ブ
斉藤　雅也

メディア社会における新聞情報の在り方に関する共同研

究
朝日新聞北海道支社 武田　亘明

眺望ギャラリー〔テラス計画〕企画展

「Art Student League in SAPPORO －美術学生選抜

展－」

札幌駅前通まちづくり㈱
上遠野　敏

須之内 元洋

札幌国際芸術祭ウェブサイトリニューアルのためのプロ

ポーザル募集要項等作成協力

創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行

委員会
須之内 元洋

札幌国際芸術祭2014管理運営ログの抽出とアーカイブ化
創造都市さっぽろ・国際芸術祭実行

委員会
須之内 元洋

「（仮称）札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプ

ラン2015」の表紙デザイン制作
札幌市（市長政策室） 上遠野　敏

Connekid! in そらのガーデン「風の子 Go!Go!」 札幌駅総合開発㈱
小宮 加容子

福田　大年

札幌市グリーティングカード作成事業 札幌市（総務局） 大渕　一博

「（仮称）さっぽろ未来創生プラン」の表紙デザイン制作

について
札幌市（市長政策室） 杉本　達應

食物アレルギーピクトグラム作成事業 札幌市（保健福祉局） 吉田　和夫

JR琴似駅直結 空中歩廊 デジタルサイネージ及びサイン計

画
㈱コーポレーション・ミヤ 柿山 浩一郎

第6回ミニ大通お散歩まつり ミニ大通お散歩まつり実行委員会 村松　真澄

平成27年度札幌広域圏組合共同研究事業「広域圏を深堀

り！研究会」
札幌広域圏組合 上田　裕文

キッズフォレスト 北海道新聞 東京支社 石田　勝也

そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト2015関連催事「健

康セミナー歯輝歯輝－お口から健康に－」

宮前集会所多機能交流拠点化推進委

員会
村松　真澄

竹あかり ふるさとを歌う会in札幌　森の時間 三谷　篤史

みんなのハロウィン
NPO法人さっぽろAMスポーツクラ

ブ

松永　康佑

籔谷　祐介

第21回 芸術の森地区文化祭 出展協力 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

第21回 芸術の森地区文化祭 ポスター協力 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

喜茂別町開町100周年記念PRロゴ作成事業 喜茂別町 吉田　和夫

北広島芸術文化ホール2015ギャラリー事業　美術・デザ

インを学ぶ学生による作品展への出展
北広島芸術文化ホール運営委員会 福田　大年
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事業名 依頼元 担当教員

市立札幌病院　ホスピタルアート 札幌市（病院局） 上田　裕文

消臭材商品開発デザインコンペ 空知単板工業㈱ 小宮 加容子

桑園まちおこしプロジェクト 桑園まちおこしプロジェクト 吉田　和夫

南区まちナカアート（自動販売機ポスター） 札幌市（南区）
吉田　和夫

大渕　一博

病室用木材インフィル モニタリング調査 渡島地域病院木材化検討委員会 松浦　和代

0さいからのげいじゅつのもり「ハコ×マチ×あそび

lab！」

（公財）札幌市芸術文化財団

札幌芸術の森美術館
小宮 加容子

文科庁委託事業 平成27年度戦略的芸術文化創造推進事業

「すごいぞ、これは！」展 関連事業ワークショップ

（公財）札幌市芸術文化財団

札幌芸術の森美術館
小宮 加容子

地域紹介（HP等含む）活動に使用するキャラクターの作

成
簾舞まちづくり協議会 石田　勝也

2017冬季アジア札幌大会参加記念メダルデザイン制作
（公財）第8回札幌アジア冬季競技大会組

織委員会

吉田　和夫

大渕　一博

喜茂別町開町100周年記念新町章制定事業 喜茂別町 吉田　和夫

ツール・ド・北海道2016（第30回大会）ポスターデザイ

ン募集
（公財）ツール・ド・北海道協会 福田　大年

竹あかり　しま専科
NPO法人さっぽろAMスポーツクラ

ブ
三谷　篤史

発寒クラフト通りプロジェクト 発寒商店街振興組合 山田　　良

ベロタクシーデザイン しま専科
NPO法人 エコ・モビリティ サッポ

ロ

福田　大年

石崎　友紀

安齋　利典

籔谷　祐介

南区まちナカアート（自動販売機ラッピング） 札幌市（南区）
吉田　和夫

大渕　一博

チ・カ・ホ北2条広場番組投稿促進ワークショップ（中級

者向け）

特定非営利活動法人

札幌市IT振興普及推進協議会
石田　勝也

イラストデザイン制作業務 （一財）さっぽろ健康スポーツ財団 福田　大年

北海道アールブリュットフォーラム

（福）ゆうゆう

北海道アールブリュットネットワー

ク協議会

小宮 加容子

（仮称）えほん図書館開館前イベント 札幌市（教育委員会） 小宮 加容子

札幌版次世代住宅認定証デザイン修正 札幌市（都市局）
吉田　和夫

斉藤　雅也

発寒クラフト通りプロジェクト チラシデザイン制作 発寒商店街振興組合 山田　　良
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　5)　高大連携

　

　

　　１　地域貢献諸活動

　　①　デザイン学部　第7回高大連携公開講座

開催日 高校名 受講生徒数 テーマ・科目名 担当教員

平成27年9月20日

北海道札幌旭丘高等学校

北海道札幌開成高等学校

北海道札幌清田高等学校

北海道札幌新川高等学校

北海道札幌平岸高等学校

北海道札幌藻岩高等学校

38名
デザイナーの発想力を身に

つける！アイデア発想ワー

クショップ

福田　大年

　　②　看護学部　高大連携講座

開催日・期間 高校名 受講生徒数 テーマ・科目名 担当教員

平成27年4月7日
～平成28年1月28日

北海道札幌旭丘高等学校

北海道札幌清田高等学校

北海道札幌新川高等学校

北海道札幌藻岩高等学校

北海道札幌平岸高等学校

北海道札幌開成高等学校

25名

5名 看護学原論

（講義・15時間）

◎定廣 和香子

　猪股 千代子

5名 地域保健学概論

（講義・15時間）

◎清水　光子

　河原田 まり子

5名 人間発達援助論

（演習・30時間）

◎山本　勝則

　中村　惠子

　松浦　和代

　宮﨑 みち子　

5名 チーム医療論

（講義・15時間）

◎坂東 奈穂美

　猪股 千代子

　矢野 祐美子

5名 国際看護学

（講義・15時間）

◎大野　夏代

　スーディ神崎 和代

◎印：科目責任者（オムニバス形式などの場合）

　　③　看護学部　模擬授業

開催日・期間 高校名 受講生徒数 テーマ・科目名 担当教員

平成27年9月22日

北海道札幌旭丘高等学校

市立札幌大通高等学校

北海道札幌新川高等学校

北海道札幌開成高等学校

北海道札幌平岸高等学校

北海道札幌清田高等学校

北海道札幌啓北商業高等学校

北海道札幌藻岩高等学校

114名

小児への接近方法 上村　浩太

妊娠期にある女性と家族の

身体的、心理・社会的特性

と看護

渡邉 由加利
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　デザイン学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成27年6月29日 北海道札幌厚別高等学校 メディアデザインとは何か？ 須之内 元洋

平成27年7月23日 北海道帯広緑陽高等学校 技術文化三角測量/7100型SLのデザイン 石崎　友紀

平成27年8月25日 北海道旭川北高等学校
デザイナーの発想力を身につける！アイデ

ア発想ワークショップ
福田　大年

平成27年11月4日 北海道札幌新川高等学校
人と人を結びつけるコミュニティ・デザイ

ン
片山 めぐみ

平成27年11月10日 北海道札幌旭丘高等学校 デザインでつながる世界 石田　勝也

平成27年11月11日 北海道札幌清田高等学校
人はなぜデザインするのか－デザインの歴

史と身の回りのデザインについて－
安齋　利典

平成27年12月10日・

17日、平成28年1月21
日・28日

北海道札幌手稲高等学校 人々に優しい食器のデザインを考えよう 張　　浦華

　看護学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成27年9月18日 北海道札幌新川高等学校 家庭看護・医療 スーディ神崎　和代

平成27年10月30日 北海道札幌藻岩高等学校

小児看護と国際支援

－モンゴル国における乳児の股関節脱臼を

予防するための看護プロジェクト－　

松浦　和代

平成27年11月4日 北海道札幌新川高等学校 小児看護学　子どもへの接近法 上村　浩太

平成27年11月11日 北海道札幌国際情報高等学校

「看護職としての『私』」として学ぶ・育

つ☆

－看護職生涯発達学の視座から－

古都　昌子

平成27年11月11日 北海道札幌開成高等学校

小児看護と国際支援

－モンゴル国における乳児の股関節脱臼を

予防するための看護プロジェクト－

松浦　和代

平成27年12月3日 北海道大麻高等学校 助産師の仕事について 宮﨑 みち子

　　１　地域貢献諸活動
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　7）その他の地域貢献諸活動

　　１　地域貢献諸活動

　デザイン学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

蓮見　　孝 SAPPOROハロウィン
SAPPOROハロウィン実行

委員会

平成27年10月2日
～10月31日

城間　祥之

理事として、IT事業の普及事業等の選

定・決定
NPO法人札幌ITフロント 平成27年6月29日

講演会参加／運営
札幌なにかかができる経

済人ネットワーク
平成27年12月17日

上遠野　敏
炭鉱の記憶推進事業団運営委員、各種活

動に参加

NPO法人炭鉱の記憶推進

事業団

平成27年4月
～平成28年3月

安齋　利典 ベロタクシーデザイン しま専科
NPO法人エコ・モビリ

ティ サッポロ
20名 平成28年1月23日

齋藤　利明 理事
NPO法人 テレビ日本美術

家協会

平成27年4月
～平成28年3月

羽深　久夫

札幌市南区定山渓地区まちづくり協議会　

委員

札幌市南区定山渓地区ま

ちづくり協議会

平成27年4月
～平成28年3月

札幌市南区芸術の森地区まちづくり推進

会議　特別委員

札幌市南区芸術の森地区

まちづり推進会議

平成27年4月
～平成28年3月

札幌市南区芸術の森地区「雪明かりの祭

典」実行委員会　委員

札幌市南区芸術の森地区

「雪明かりの祭典」実行

委員会

平成27年4月
～平成28年2月

札幌市南区「こまおか夏祭り」実行委員

会　委員

札幌市南区「こまおか夏

祭り」実行委員会
平成27年4月～9月

札幌市南区石山地区まちづくり協議会　

委員（石山商店街振興組合理事として）

札幌市南区石山地区まち

づくり協議会

平成27年4月
～平成28年3月

芸術の森フラワーロードに花を咲かせる

会　会員

芸術の森フラワーロード

に花を咲かせる会

平成27年4月
～平成28年3月

札幌市南区芸術の森地区文化祭実行委員

会　委員

札幌市南区芸術の森連合

町内会
平成27年8月～11月

札幌市保養センター駒岡運営協議会　委員 札幌市環境福祉事業団
平成27年4月

～平成28年3月

北海道中小企業家同友会札幌支部南地区

会　会員
北海道中小企業家同友会

平成27年4月
～平成28年3月

札幌市南区商店街連絡協議会　会員
札幌市南区商店街連絡協

議会

平成27年4月
～平成28年3月

町田佳世子

育児と仕事両立の実践例の講演の企画・

実施

NPO法人日本BPW連合会

BPW札幌クラブ
平成27年7月

マイナンバー制度の理解を促す講演の企

画・実施

NPO法人日本BPW連合会

BPW札幌クラブ
平成27年11月

矢部　和夫

湿原再生のアドバイザーとしての役割 NPO法人ふらっと南幌
平成27年4月

～平成28年3月

道内の自然を守る活動（常務理事） （一社）北海道自然保護協会
平成27年4月

～平成28年3月

湿原植生のアドバイザーとしての役割
NPO法人キウシト湿原の

会

平成27年4月
～平成28年3月

副理事長として活動を推進した （一社）湿原研究所
平成27年4月

～平成28年3月
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

吉田　和夫

2017冬季アジア札幌大会参加記念メダル

デザイン制作

（公財）第8回札幌アジア冬季

競技大会組織委員会
13名 平成27年12月21日

～平成28年3月31日

喜茂別町開町100周年記念PRロゴ作成事業 喜茂別町 2名 平成27年10月23日
～平成28年11月3日

喜茂別町開町100周年記念新町章制定事業 喜茂別町 5名 平成28年1月
～平成29年10月（予定）

南区まちナカアート/自動販売機ラッピン

グ

札幌市南区市民部地域振

興課まちづくり推進係
7名 平成28年2月10日

～3月18日

桑園まちおこしプロジェクトロゴマーク

デザイン

桑園まちおこしプロジェ

クト
5名 平成27年10月16日

～平成28年3月31日

食物アレルギーピクトグラム作成事業 札幌市保健所 11名 平成27年8月18日
～12月21日

斉藤　雅也

建築環境分野　専門委員

北海道トップランナー

ネットワーク構築会議

（HTNC）

平成27年4月
～平成28年3月

グリーンカーテン栽培のアドバイザー
子どもの体験活動の場　

Coミドリ
平成27年6月～9月

武田　亘明

web・ドメイン・サーバ管理、運営・外

部対応などに関する活動

情報と教育フォーラム

「オンコの木」

平成27年4月
～平成28年3月

web・ドメイン・サーバ管理、運営・外

部対応などに関する活動

ハイパー風土記札幌

InterCityOroppas運営委

員会

平成27年4月
～平成28年3月

web・ドメイン・サーバ管理、運営・外

部対応などに関する活動

ネットワークコミュニ

ティフォーラム事務局

平成27年4月
～平成28年3月

理事、会運営に関する活動
北海道高齢者ハートフル共

同住宅・地域ケア協議会

平成27年4月
～平成28年3月

副会長、北海道支部長、web・ドメイン管

理およびメディア教育に関する情報交流

教育とコンピュータ利用

研究会

平成27年4月
～平成28年3月

代表、障害者就労支援、人材育成支援お

よびメディア戦略検討プロジェクト等の

主催

北海道企画デザイン研究

会
9名 平成27年4月

～平成28年3月

張　　浦華

コンチネンタルギャラリーにてチャリ

ティー陶芸展の販売陶芸作品の提供

北海道陶芸作家協会＆

NPO法人「さっされん」

平成27年11月3日
～8日

第37回北海道陶芸作家協会展のポス

ター・ハガキのデザイン制作
北海道陶芸作家協会 平成28年2月

心身障害者に対しする支援のチャリ

ティー展のポスター・ハガキのデザイン

制作

北海道陶芸作家協会＆

NPO法人「さっされん」

平成28年3月1日
～6日

山田　　良 商店街活性化 発寒クラフト通り
平成27年11月

～平成28年3月

石田　勝也 広報活動支援（キャラクター制作） 簾舞まちづくりセンター 平成28年2月

大渕　一博

南区オリジナルうちわのデザイン制作指

導等
札幌市南区役所 2名 平成27年6月

法語カレンダーの挿絵デザイン制作指導等 浄土真宗本願寺派善住寺 9名 平成27年7月～12月

2017札幌冬季アジア大会 参加記念メダル

のデザイン制作指導等

第８回札幌冬季アジア競

技大会実行委員会
13名 平成27年10月

～平成28年3月

南区まちナカアート/自動販売機ラッピン

グ

札幌市南区市民部地域振

興課まちづくり推進係
7名 平成28年2月10日

～3月18日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

片山めぐみ

コミュニティレストラン広報活動支援
任意団体「風のごはん

や」（寿都町）

平成27年4月
～平成28年3月

高齢者福祉施設におけるまちづくり拠点

化プロジェクト支援
社会福祉法人悠生会 3名 平成27年4月

～平成28年3月

小宮加容子
厚生労働省障害者の芸術活動支援モデル

事業における北海道協力委員

北海道アールブリュット

協議会

平成27年6月
～平成28年3月

三谷　篤史

二足歩行ロボット・受動歩行ロボットに

関する講義およびワークショップ
はなぶさ児童館 平成27年8月23日

北海道内の学生を対象としたロボットコ

ンテストの実施

ロボット・トライアスロ

ン実行委員会
2名 平成27年9月13日

竹あかりへの支援 森の時間 4名 平成27年10月22日
～25日

竹のランプシェードづくり Co.ミドリ 1名 平成28年1月30日

　看護学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

宮﨑みち子

外部顧問として運営に従事
NPO法人ゆいネット北海

道

平成27年4月
～平成28年3月

運営委員
性暴力被害者支援セン

ター北海道SACRACH
平成27年4月

～平成28年3月

猪股千代子

北海道を拠点に年間20回程度、こころの

ケアを患者さまや看護職者に実践

統合医療ヘルスケアシス

テム開発機構ハマナス・

音楽＆看護療法研究会

平成27年4月24日、

5月17日、7月17
日、8月1日・2日、

9月2日、18日、10
月2日、11月6日、

20日、24日、12月
12日～13日、平成

28年1月22日、2月
19日

第6回ミニ大通りお散歩まつり SCU音楽で遊ぼう同好会 平成27年9月13日

看護管理学領域の概要
札幌市立大学模擬患者会

「桑の会」定例学習会
平成27年9月17日

クリスマスコンサート／ホスピタルスノー

市立札幌病院ボランティ

アの会やさしさジェント

ル

平成28年2月8日

川村三希子

街中ちえのわ　がんと暮らしの智恵いろ

いろ

市民と共に創るホスピス

ケアの会
平成27年6月14日

リンパ浮腫のセルフケア
市民と共に創るホスピス

ケアの会
平成27年7月30日

緩和ケア病棟見学会
市民と共に創るホスピス

ケアの会
平成27年10月5日

札幌市駅地下歩行空間でがん相談実施
市民と共に創るホスピス

ケアの会
平成28年2月27日

スーディ神崎和代 ボランティア活動
市立札幌病院ボランティ

アの会

平成27年4月
～平成28年3月
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

松浦　和代

出展：低学年児童用転倒予防マットレス 環境広場さっぽろ2015 1名 平成27年7月31日
～8月2日

出展：メカトロ積木を用いた記憶力テス

トの実施
環境広場さっぽろ2015 1名 平成27年7月31日

～8月2日

出展：低学年児童用転倒予防マットレス

（貸出）

みんなでみに区る健康ま

つり2015 平成27年9月30日

出展：低学年児童用転倒予防マットレス
健康フェスタ2015 in ちゅ

うおう
平成27年10月10日

大野　夏代 看護師によるマッサージボランティア活動
手稲渓仁会病院ボラン

ティア

平成27年4月10日、

5月8日、6月19日、

6月26日、7月31
日、8月21日、10月
30日、11月13日、

12月11日、平成28
年1月8日、1月29
日、2月26日、3月
18日

菊地ひろみ 幹事
札幌ホスピス緩和ケア

ネットワーク

平成27年4月
～平成28年3月

清水　光子

子宮頸がん普及啓発プロジェクト実行委

員会

子宮頸がん普及啓発プロ

ジェクト実行委員会

平成27年5月28日、

平成28年3月17日

子宮頸がん普及啓発プロジェクトワーク

ショップ

子宮頸がん普及啓発プロ

ジェクト実行委員会
9名 平成27年6月16日

札幌市中央区社会福祉協議会評議員
社会福祉法人　札幌市中

央区社会福祉協議会

平成27年9月25日、

平成28年3月24日

菅原　美樹
第6回ミニ大通りお散歩まつり　健康講話　

救護班

第6回ミニ大通りお散歩ま

つり実行委員会
平成27年9月13日

古都　昌子 幹事
北海道看護教育施設協議

会

平成27年6月20日
～平成28年3月

村松　真澄

健康セミナー、農林水産省スマイルケア

食（介護食）の紹介、子供への歯磨き支

援

第6回ミニ大通りお散歩ま

つり実行委員会
13名 平成27年9月13日

健康セミナー、農林水産省スマイルケア

食（介護食）の紹介、地域見守り機能の

ある宅配食の紹介

みんなでみに区る健康ま

つり2015 平成27年9月30日

関連催事「健康セミナー　歯輝歯輝セミ

ナー　お口から健康に?」農林水産省スマ

イルケア食（介護食）の紹介

そらち炭鉱の記憶アート

プロジェクト2015 5名 平成27年10月3日

お口の健康（スポンジブラシの使い方）

と農林水産省スマイルケア食（介護食）

の紹介、宅配食の紹介

けんこうフェスタ2015 in
ちゅうおう

15名 平成27年10月10日

札幌市市民活動サポートセンター「子供

記者」 事業の取材

札幌市市民活動サポート

センター
5名 平成27年12月19日

渡邉由加利

マタニティママと育児ママを応援する

「おしゃべりサロン」
個人 平成27年4月25日

大切なパートナーとともに考える妊娠期

から育児期を安心してすごすためにして

おきたいこと

アイナロハ　渡辺大地 平成27年5月30日

ママサポートタクシー　妊産褥婦を乗車

させる際の留意点について
第一交通㈱ 平成27年6月18日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

渡邉由加利

平成27年度「赤ちゃんがやってくる~先
輩パパ・ママと話そう」

保健所・札幌市子育て総

合支援センター
平成27年8月12日

子育て未来フェスタさっぽろ
札幌市子育て支援総合セ

ンター
平成27年11月8日

性暴力被害者支援センター北海道　運営

委員

NPO法人ゆいネット北海

道

平成27年4月
～平成28年3月

神島　滋子 講演会の講師紹介などのサポート
日本脳外傷友の会コロ

ポックル
平成28年1月26日

工藤　京子
役員会出席、医療講演会の企画と運営、

会報誌発行の補助

北海道低肺の会（患者団

体）

平成27年4月
～平成28年3月

藤井　瑞恵
けんこうフェスタ2015inちゅうおう　出展 札幌市中央区保健福祉局 3名 平成27年10月10日

食育ネットワーク委員 札幌市中央区保健福祉局 平成28年2月16日

三上　智子

試合大会の救護活動
グリーンイーグルスサッ

カースポーツ少年団
平成27年7月28日

出展：低学年児童用転倒予防マットレス 環境広場さっぽろ2015 1名 平成27年7月31日
～8月2日

出展：低学年児童用転倒予防マットレス

（貸出）

みんなでみに区る健康ま

つり2015 平成27年9月30日

出展：低学年児童用転倒予防マットレス
健康フェスタ2015 in ちゅ

うおう
平成27年10月10日

近藤　圭子
桑園地区の地域行事への学生ボランティ

ア協力の引率・支援（大運動会）
桑園まちづくりセンター 22名 平成27年9月6日

田仲　里江
桑園地区のまちづくりセンターでの行事

に学生と参加
桑園地区ボランティア

平成27年10月17
日・18日、平成28
年1月30日

御厩美登里 事務局担当
北海道ホームヘルスケア

研究会

平成27年4月
～平成28年3月

　教育支援プロジェクトセンター

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

籔谷　祐介

まこまるグリーンカーテンプロジェクト
NPO法人さっぽろAMス

ポーツクラブ

平成27年4月27日
～平成28年3月31日

みんなのハロウィン
NPO法人さっぽろAMス

ポーツクラブ
11名 平成27年10月24日、

10月31日

ベロタクシーしま専科 講師
NPO法人エコ・モビリ

ティさっぽろ
平成28年1月23日
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8）マスメディアへの掲載

　デザイン学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

上遠野　敏

札幌国際芸術祭（SIAF）2年後開催へ準備本格

化　芸術監督 今秋にも発表　実行委に専門家

チーム／市民浸透へ事前イベント

北海道新聞 平成27年7月27日

炭鉱はいま 「歴史村」舞台12日開幕　アート

プロジェクト　コンクリート群活用検討「記憶

を掘り起こす」

北海道新聞 平成27年8月25日

炭鉱はいま 夕張アートプロジェクトあす開幕 
炭都の盛衰 表現　7回目、作家ら準備着々

北海道新聞 平成27年9月11日

探る見る札幌プラス 掘り起こす炭鉱の記憶 夕
張で今年もアートプロジェクト　炭鉱の歴史村 
残照探す

北海道新聞 平成27年9月13日

きょうのドキュメント「幻の遊園地　楽しい記

憶に警告メッセージ」「みんなのテレビ」
UHB 平成27年11月15日

ほっかいどう 知研人66 炭鉱遺産＝札幌国際大

学観光学部　吉岡宏高さん　歴史、記憶を発信

する観光地に

北海道新聞 平成27年11月15日

齋藤　利明
どさんこワイド「東京オリンピックエンブレム

の白紙撤回」
STV 平成27年8月6日

羽深　久夫 土曜街あるき「厚真町散歩」 NHK 平成27年9月19日

原　　俊彦

創生プラン「新視点を」初の有識者会議　市の

骨子案に批判も
北海道新聞【札幌】 平成27年7月24日

弟子屈版総合戦略を議論 北海道新聞【釧路】 平成27年8月11日

産業創出　発想大胆に 北海道新聞 平成27年10月28日

南区　シニア世代鍵　市立大学・原教授　人口

減テーマに講演
北海道新聞 平成28年2月20日

高校を守り、地域を守る　おはよう日本 NHK 平成28年2月28日

吉田　和夫

中央区まちづくりPRのイメージデザイン選考

委員会：顔写真、審査風景、審査コメントの掲

載

広報さっぽろ（中央区版）

／平成28年1月号
平成27年1月号

柿山浩一郎

なるか 都会と地方の「いいとこ取り」2地域居

住、可能性探る 札幌市立大 市内と壮瞥で実験
北海道新聞朝刊 平成27年4月11日

札幌市立大 壮瞥町調査し提案　シェアハウス

で交流増

北海道新聞朝刊（室蘭・胆

振版）
平成27年9月1日

斉藤　雅也

季節感じられる空間に 交流施設カリンパニホー

ル　新得農場
北海道建設新聞 平成27年6月6日

地球にちょっといいはなし　エコなひと　動物

たちの住環境
エコチル（札幌版6月号） 平成27年6月15日

よりよい療養環境の実現　断熱性・遮光性・通

風性を高める空間デザイン

ベストナース

（best Nurse）9月号
平成27年9月15日

武田　亘明

イベントリポート「6.6 みんなとえがおのひろ

ば」
AFCプレミアムプレス 平成27年7月

「関連事業を一目で確認－道教委が生涯学習カ

レンダー」
北海道通信 平成28年3月31日

張　　浦華

2015「第7回清華大学国際芸術・設計学術月

間」で開催されたデザインワークショップの

祭、インタビューを受けた

广东新闻频道 平成27年12月
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　看護学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

川村三希子

がんの相談 街中で 専門家ら30人 札幌でカフェ 北海道新聞 平成27年6月17日

がん情報 看護師らが提供 札幌街なかカフェ開

催
北海道医療新聞 平成27年6月19日

スーディ神崎和代

貴方の意思と願を叶える医療事前指示書：市立

大教授が講演
BEST NURSE　p32-33 平成27年8月号

基調講演：いのちの支え合い
市立札幌病院ボランティア

機関誌GENTLE　p1-2 平成27年50号

医療事前指示書に関する講演会 BEST NURSE　 平成27年9月号

「良く生きるとはどのようなことか」共生社会

を創る愛の基金による講演会
社地研ニューズレター 平成28年3月第2号

大野　夏代 医療通訳ボランティア研修2015第2回研修報告

外国人医療を考え積極的な

国際交流を実践するNPO法

人エスニコの会報第48号
平成27年9月

清水　光子

子宮頸がん検診普及に学生一役　啓発アイデア

協議へ
北海道新聞 平成27年7月9日

がんを防ごう「子宮頸がん漫画で学んで」冊子

作成
北海道新聞 平成27年7月16日

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

山 田   良

住宅設計作品　中ノ沢川の家 Architectural Review 平成27年6月28日

芸森地区での作品展 北海道新聞 平成27年9月26日

ひと　環境芸術家 北海道新聞 平成27年10月19日

大渕　一博 札幌市長グリーティングカード制作 札幌市Webサイト 平成27年12月21日

大渕　一博

南区まちなかアート（南区をイメージした手ぬ

ぐい展）
北海道新聞 平成28年2月20日

2017 冬季アジア札幌大会 参加記念メダル制作
2017 冬季アジア札幌大会

Webサイト
平成28年3月7日

片山めぐみ

スバコ内装リフォームへ－9日ワークショップ

－砂川

北海道新聞朝刊地方（空

知）
平成28年3月2日

どんなスバコにすればいい？改装へワーク

ショップー砂川

北海道新聞朝刊地方（空

知）
平成28年3月19日

小宮加容子
授産施設「かたるべの森」への木工製品提案の

関連内容
北海道新聞 平成27年12月3日

松 永 康 佑
電話取材「札幌乙女ごはん。」 HBC 平成28年1月11日

南区まちなかアート（3DCG展） 読売新聞 平成28年3月12日

三谷　篤史

「ほっとニュース北海道」においてロボット講

習会の様子が放映された
NHK 平成27年7月27日

COCキャンパスにて実施したロボット競技

会・WRO2015札幌大会の記事が掲載された
北海道新聞 平成27年8月17日

金子　晋也 知活ゼミナール 北海道新聞 平成27年10月18日

須之内元洋
思春期の男子知って 札幌の助産師ら 動画や冊

子制作
北海道新聞 夕刊12面 平成27年10月7日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

清水　光子

子宮頸がん早期発見を 札幌の学生 29日催しで

同世代に発信
読売新聞 平成28年1月20日

イチオシモーニング「大学生が子宮頸がん検診

を啓発」
HTB 平成28年1月21日

村松　真澄

第18回日本在宅ホスピス協会全国大会in奄美

「在宅療養患者コンフォート口腔ケアのために

多職種で共有できる口腔アセスメント」

奄美新聞 平成27年9月24日

村松　真澄

札幌市市民活動サポートセンター「子供記者」

事業の取材
ボランティア新聞 平成27年12月19日

料理人と異業種連携摂食嚥下食開発　のみこ

み安心ネット札幌
介護新聞 平成28年3月10日

摂食嚥下で他職種連携　のみこみ安心ネット

札幌公開研修会
北海道医療新聞 平成28年3月10日

介護専門職等研修会「口腔ケアの重要性を学

ぶ」が紹介された。
南海日日新聞 平成28年3月29日

守村　　洋
こころの健康（4回シリーズで被災者支援者の

こころの健康を書き下ろし）

北海道広域避難アシスト協

会会報誌

平成27年9月10日 Vol.2
平成27年11月5日 Vol.3
平成28年1月5日   Vol.4
平成28年3月4日   Vol.5

渡邉由加利
安心して子どもを産み育てられる町づくりを目

指して
子育てさっぽろ63号 平成28年1月

田中　広美
注射針廃棄容器の取材・掲載 北海道医療新聞 平成27年12月18日

注射針廃棄容器の取材・放映 NHK札幌 平成28年1月1日

田仲　里江

子宮頸がん　漫画で学んで 北海道新聞朝刊 平成27年7月16日

26日に道新ニュースサロン＊専門医が「子宮

頸がん」解説　
北海道新聞朝刊 平成27年8月20日

大学生が予防啓発プロジェクト　CM・リーフ

レット作成「自分の問題　勉強に」
北海道新聞朝刊 平成27年8月25日

子宮頸がん早期発見を札幌の学生29日、催し

で同世代に発信
読売新聞朝刊 平成28年1月20日

低い無料検診受診率＊子宮頸がん＊29日、市

内で啓発
北海道新聞朝刊 平成28年1月21日

檜山　明子
針廃棄ボックスの開発に関する取材 北海道医療新聞 平成27年12月18日

針廃棄ボックスの開発に関する取材 NHK 平成28年1月3日

　　１　地域貢献諸活動

　教育支援プロジェクトセンター

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

中田亜由美

日高晤郎ショー　さっぽろ散歩「札幌市立大学

COCキャンパス　まちの学校」
STVラジオ 平成27年4月25日

「札幌市立大学COCキャンパス　まちの学校」 北海道新聞朝刊 平成27年6月2日

「まちの健康応援室」 北海道新聞朝刊 平成27年10月1日
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２　公開講座開催実績

　1）　札幌市立大学主催

開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

平成27年5月9日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

「都市の時代」から「地域の時代」へ
蓮見　　孝（デザイン学部　教授） 38

平成27年5月14日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

真駒内駅花いっぱい花壇づくり
吉田　惠介（デザイン学部　教授） 51

平成27年6月6日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

訪問看護スキルアップ講座　2015
菊地　誠志（国立病院機構　北海道医

療センター　院長）
160

平成27年6月21日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会①
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 26

平成27年6月27日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

親子メカトロ教室「走れ！ロボットカー」
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 30

平成27年7月4日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

昆虫のデザイン「多様なかたちに意味はあるの

か？」

酒井　正幸（デザイン学部　教授） 11

平成27年7月5日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会②
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 22

平成27年7月12日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会③
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 26

平成27年7月20日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

「風の子Go!Go!」in Coミドリ
小宮加容子（デザイン学部　講師） 27

平成27年7月26日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会④
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 15

平成27年8月1日・

2日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑤
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 11

平成27年8月8日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

「コネキッド（connekid）！In そらのガーデ

ン2015」（遊びのデザインワークショップ）

小宮加容子（デザイン学部　講師） 213

平成27年8月8日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ①

杉本　達應（デザイン学部　講師） 25

平成27年8月8日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ②

杉本　達應（デザイン学部　講師） 21

平成27年8月9日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ③

藍　　圭介（㈱スマイルブーム） 20

平成27年8月9日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ④

藍　　圭介（㈱スマイルブーム） 20

平成27年8月16日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑥
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 20

平成27年8月22日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ⑤

田所　　淳（東京芸術大学　非常勤講

師）
25

平成27年8月22日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ⑥

石田　勝也（デザイン学部　講師） 24

平成27年8月22日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ⑦

石田　勝也（デザイン学部　講師） 22

平成27年8月22日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

夏休みメカトロ教室・ロボットカーを走らせよ

う

三谷　篤史（デザイン学部　講師） 10
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開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

平成27年8月22日 札幌国際短編映画祭10周年記念「まこまるミ

ニ・シアター」（児童向け）

本間　隆士（札幌国際短編映画祭実行

委員会）

武田　亘明（デザイン学部　准教授）

92

平成27年8月22日 札幌国際短編映画祭10周年記念「まこまるミ

ニ・シアター」（大人向け）

本間　隆士（札幌国際短編映画祭実行

委員会）

武田　亘明（デザイン学部　准教授）

24

平成27年8月23日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ⑧

田所　　淳（東京芸術大学　非常勤講

師）
27

平成27年8月23日 クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ⑨

杉本　達應（デザイン学部　講師）

石田　勝也（デザイン学部　講師）

田所　　淳（東京芸術大学　非常勤講

師）

藍　　圭介（㈱スマイルブーム）

28

平成27年9月8日 「気持ち良い体験」をしよう～呼吸法・マッ

サージによる医療者のセルフケアのススメ～

大野　夏代（看護学部　准教授）

山本　勝則（看護学部　教授）

鶴木　恭子（天使大学　講師）

山本礼美子（看護師）

41

平成27年10月18日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑦
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 29

平成27年10月25日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

すこやかに生ききるための知恵1
村松　真澄（看護学部　准教授）

法邑美智子
11

平成27年10月26日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

シミュレーション教育の先進的施設の紹介－ア

メリカにおける視察報告：BarrowとUCLA

村松　真澄（看護学部　准教授）

三谷　篤史（デザイン学部　講師）
13

平成27年11月7日 訪問看護スキルアップ講座　2015 スーディ神崎　和代（看護学部　教

授）
65

平成27年11月8日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑧
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 42

平成27年11月22日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

すこやかに生ききるための知恵2
村松　真澄（看護学部　准教授）

法邑　美智子
15

平成27年11月28日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

生活習慣予防講座「少量の飲酒は本当に健康に

良いのか？」

藤井　瑞恵（看護学部　講師）

大西　浩文（札幌医科大学医学部公衆

衛生学講座　准教授）

11

平成27年11月29日 性暴力被害者支援に関わる看護職の養成講座

宮﨑みち子（看護学部　教授）

渡邉由加利（看護学部　准教授）

須田布美子（須田弁護士事務所　弁護

士）

堀本　江美（ゆいネット北海道　代

表、苗穂レディースクリニック　院

長）

平山　恵美（ゆいネット北海道　理

事、市立札幌病院　医師）

小野寺るみ子（性暴力被害者支援セン

ターSACRACH　センター長）

21

平成27年12月5日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

「学び舎」で考える、障がい者アートから地域

創生へ

上遠野　敏（デザイン学部　教授）

卜部奈穂子（合同会社ペン具（ペング

アート）代表）

加納　尚明（（一社）北海道チャレンジド

アート＆プロダクツ　代表理事）

26
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開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

平成27年12月19日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

昆虫のデザイン　PartⅡ「かたちの進化とヒト

との関わり」

酒井　正幸（デザイン学部　教授） 11

平成28年1月6日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

老活（ろうかつ）ゼミナール～すこやかに暮ら

す知恵～

村松　真澄（看護学部　准教授）

田中　広美（看護学部　講師）

田頭　正一（（一財）さっぽろ健康スポー

ツ財団中央健康づくりセンター健康運

動指導士）

26

平成28年1月9日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

老活（ろうかつ）ゼミナール～すこやかに暮ら

す知恵～

村松　真澄（看護学部　准教授）

田中　広美（看護学部　講師）

田頭　正一（（一財）さっぽろ健康スポー

ツ財団中央健康づくりセンター健康運

動指導士）

26

平成28年1月9日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

冬休みメカトロ教室・ロボットカーを走らせよ

う

三谷　篤史（デザイン学部　講師） 32

平成28年1月13日
大学・COC合同企画

おもちの季節の「のどつまりの予防、すばやい

発見と対応」

松浦　和代（看護学部　教授）

上村　浩太（看護学部　准教授）

三上　智子（看護学部　講師）

柏倉　大作（看護学部　助教）

岩倉　由幸（手稲渓仁会病院看護部）

佐藤　　環（手稲渓仁会病院看護部）

若本　彩子（手稲渓仁会病院看護部）

佐川　雄一（手稲渓仁会病院看護部）

123

平成28年1月30日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

手で描く、手で創るデザイン
石崎　友紀（デザイン学部　教授） 22

平成28年1月30日 事前指示書の意味と書き方
スーディ神崎　和代（看護学部　教

授）
19

平成28年2月19日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

南区の人口減少とその将来を考える
原　　俊彦（デザイン学部　教授） 29

平成28年2月27日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

冬場に多い高齢者の救急疾患とセルフトリアー

ジ（緊急度自己判定）

菅原　美樹（看護学部　准教授） 11

平成28年2月27日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

北海道の建築の魅力
金子　晋也（デザイン学部　助教） 19

平成28年3月4日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

『風と共に去りぬ』とアメリカ南部社会1 松井　美穂（デザイン学部　講師） 4

平成28年3月5日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

コミュニティ研究から、みんなの暮らしを考え

る1

籔谷　祐介（教育支援プロジェクトセ

ンター　特任助教）

植田　　俊（東海大学）

26

平成28年3月12日 大学・COC合同企画

事前指示書の意味と書き方

スーディ神崎　和代（看護学部　教

授）
18

平成28年3月13日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑨
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 14

平成28年3月18日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

『風と共に去りぬ』とアメリカ南部社会2 松井　美穂（デザイン学部　講師） 15

平成28年3月21日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑩
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 18

平成28年3月21日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボット競技会講習会⑪
三谷　篤史（デザイン学部　講師） 10
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平成28年3月26日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

コミュニティ研究から、みんなの暮らしを考え

る2

籔谷　祐介（教育支援プロジェクトセ

ンター　特任助教）

植田　　俊（東海大学）

31

平成28年3月28日 オリンピック・パラリンピック開催に向けて

ユニバーサルツーリズム都市札幌を考える

児玉　芳明（コンサドーレ札幌元社

長）

我妻　　武（北海道ユニバーサルツー

リズム推進協議会　代表）

小谷　晴子（北海道ユニバーサル観光

センター・札幌　センター長）

五十嵐真幸（NPO法人カムイ大雪バ

リアフリー研究所）

酒井　正幸（デザイン学部　教授）

16

　2）共催講座：「さっぽろ市民カレッジ」連携講座

開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

平成27年7月21日 札幌市の文化財建造物をたどる＜夏＞　～時計

台と清華亭～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松本　　優（（公財）文化財建造物保存技

術協会　技術主任）

15

平成27年7月28日 札幌市の文化財建造物をたどる＜夏＞　～時計

台と清華亭～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市観光文化局文化部

文化財課文化財保護指導員）

15

平成27年10月20日 札幌の文化財建造物をたどる＜秋＞～植物園と

第二農場

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市観光文化局文化部

文化財課文化財保護指導員）

13

平成27年10月27日 札幌の文化財建造物をたどる＜秋＞～植物園と

第二農場

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市観光文化局文化部

文化財課文化財保護指導員）

13

平成28年3月1日 札幌の文化財建造物探訪〈冬〉～札幌市資料館

の建築を学ぶ

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市観光文化局文化部

文化財課文化財保護指導員）

15

平成28年3月8日 札幌の文化財建造物探訪〈冬〉～旧永山武四郎

邸の建築を学ぶ

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市観光文化局文化部

文化財課文化財保護指導員）

15

　3）共催講座：「知活（ちいき）ゼミナール」

開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

平成27年10月17日 北海道の魅力再発見『海のある風景・暮らし』

金子　晋也（デザイン学部　助教）

石井　　旭（北海道立総合研究機構

北方建築総合研究所　研究主任）

15

平成27年10月24日
ものづくり、ひとづくり、まちづくり『北海

道の食材で元気に！』

小田　和美（看護学部　教授）

小宮山誠一（北海道立総合研究機構　

中央農業試験場　主査）

14

　　２　公開講座開催実績
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３　国・自治体審議会等への就任状況

　デザイン学部

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

蓮 見 　 孝

「いばらきデザインセレクション2015」審査委員会／

委員
茨城県

札幌市強靭化計画策定検討会議／委員 札幌市

ふるさと商店街元気再生支援事業「活性化方策検討会

議」／委員
北海道（経済部地域経済局）

茨城県民文化センター指定管理者選定委員会／委員 茨城県

地下鉄南北線さっぽろ駅コンコース部空間整備検討会

議／委員
札幌市

城 間 　 祥 之

「札幌市敬老優待乗車証チャージ端末開発業務」業者

選定委員会／委員
札幌市

IT産業海外展開支援事業ローカライズ支援補助金審査

委員会／委員
札幌市

「札幌型ITイノベーション人材育成に向けた調査事

業」企画競争実施委員会／委員
札幌市

札幌市証明書コンビニ交付システム構築業務／審査委員 札幌市

平成28年度情報処理技術専門スタッフ業務の業務発注

に係る審査委員／委員
札幌市（総務局）

札幌市公共交通情報提供システム再構築業務の発注に

係る総合評価審査委員会／委員
札幌市

「地域をつなげるネットワーク構築事業契約」に係る

学識経験者意見聴取／委員
北海道

アスベスト台帳整備に向けた建築行政業務支援システ

ム再構築業務の落札者決定のための評価基準への意見

聴取／委員

札幌市

上 遠 野 　 敏

「そらち『炭鉱（やま）の記憶』で地域づくり推進会

議」／委員
北海道（空知総合振興局）

札幌市屋外広告物審議会／委員 札幌市

札幌国際芸術祭専門部会／委員 札幌市

札幌国際芸術祭企画メンバー／委員 札幌市

齋 藤 　 利 明
第2回生物多様性さっぽろ絵コンテスト選考委員会／

委員
札幌市

中 原 　 宏

北海道住宅対策審議会／会長 北海道

北海道建築士審査会／会長 北海道

旧職員住宅跡地公募提案審査委員会／委員長 札幌市

真駒内緑小跡地施設・企業選考審査委員会／委員 札幌市

羽 深 　 久 夫

札幌市豊平館指定管理者選定委員会／委員 札幌市

喜茂別町民間賃貸住宅建設促進事業公募型プロポーザ

ル選定委員会／委員
喜茂別町

北海道建築審査会／委員長 北海道

北海道地域づくり／アドバイザー 北海道

札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓定山渓ルート運営

代表者会議／副会長
札幌市（南区）
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

羽 深 　 久 夫

厚真町古民家再生推進協議会／委員長　 厚真町

喜茂別町水の郷喜茂別まちづくり振興基金事業選定審

査会／委員
喜茂別町

喜茂別町地域防災委員会／委員 喜茂別町

厚真町空き家対策協議会／委員 厚真町

札幌市定山渓温泉魅力アップ構想検討委員会／委員 札幌市

全道建築審査会連絡会議／会長 北海道

全国建築審査会協議会／世話人 国土交通省

原 　 俊 彦

石狩市総合戦略推進懇話会／委員 石狩市

てしかが創生委員会／委員長 弟子屈町長

札幌市高齢者の社会参加支援の在り方検討委員会／委

員長
札幌市

国立社会保障・人口問題研究所　研究評価委員会／委

員長
国立社会保障・人口問題研究所

厚真町まちづくり委員会／アドバイザー 厚真町

さっぽろ未来創生プラン策定検討有識者会議／委員 札幌市

細 谷 　 多 聞
札幌スタイル認証審査委員会／委員長 札幌市

札幌スタイルブランドマネジメント委員会／委員 札幌市

町田　佳世子

家庭裁判所／参与員 裁判所

北海道立近代美術館協議会／委員 北海道

（一社）札幌市水道サービス協会評議員会／委員 札幌市

矢 部 　 和 夫

美々川自然再生技術検討委員会及びアクションプログラ

ムワーキング・グループ／委員
北海道（胆振総合振興局）

舞鶴遊水地の利活用に関する勉強会／委員 国土交通省（北海道開発局）

平成27年度植生調査ブロック会議委員／委員 環境省（自然環境局）

石狩川下流幌向地区自然再生ワークショップ／委員長 国交省・江別河川事務所

平岡公園原っぱ会議／委員 札幌市緑化推進部

円山動物園の森協議会／委員 円山動物園

成東・東金食虫植物群落　保護検討会　作業部会／委員 千葉県山武市

芸術の森札幌芸術の森運営協議会／委員 札幌市芸術文化財団

吉 田 　 和 夫

とくとく健診PRポスター図案選考／委員長 札幌市（保健福祉局）

札幌市食品衛生管理認証制度新ロゴマーク選考委員会

／委員
札幌市

平成27年度中央区広報PR用ロゴデザイン選考委員会

／委員
札幌市（中央区）

アレルギー食品ピクトグラム作成に係る選考委員会／

委員
札幌市

サッポロスマイルフォトCMコンテスト／審査員 札幌市（市長政策室）

札幌市広告アドバイザ会議／委員 札幌市

吉 田 　 惠 介 美瑛町まちづくり委員会／特別委員 美瑛町

斉 藤 　 雅 也 第10次札幌市環境保全協議会／委員 札幌市
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

斉 藤 　 雅 也

札幌市資料館保存活用検討委員会／委員 札幌市

総務局　中高層建築物紛争調整委員会／委員 札幌市

都市局　円山動物園（仮称）ゾウ舎新築工事に係る建

築設計プロポーザル検討委員会／委員
札幌市

武 田 　 亘 明

平成27年度北海道学校・家庭・地域の連携による教育

支援活動促進事業推進委員会／委員長
北海道教育委員会

平成27年度視聴覚教育・情報教育功労者表彰に掛かる

候補者選考委員会／委員
北海道教育庁生涯学習推進局

優れた「地域による学校支援活動」推進にかかる文部

科学大臣表彰推薦活動選考委員会／委員
北海道教育庁学校教育局

第12期北海道生涯学習審議会／副会長 北海道

北海道札幌藻岩高等学校学校評議員会／委員 札幌市

札幌市立西岡小学校学校評議員会／委員 札幌市

張 　 浦 華 最高裁判所家事調停／委員 札幌家事裁判所

山 田 　 良
札幌定山渓地区まちづくり審議会／委員 札幌市（南区）

札幌南区シーニックバイウェイ／委員 札幌市（南区）

石 田 　 勝 也 SIAFラボ／プロジェクトメンバー 札幌市（市民文化局）

上 田 　 裕 文 札幌市緑の審議会／委員 札幌市

片山　めぐみ

地域活動の場整備支援事業審査委員会／委員 札幌市

札幌市資料館保存活用検討委員会／委員 札幌市

札幌市動物愛護管理推進協議会／委員 札幌市

札幌市都市景観審議会委員会／委員 札幌市

福 田 　 大 年

札幌スタイル認証審査委員会／委員 札幌市

札幌スタイルブランドマネジメント委員会／委員 札幌市

（仮称）食の安全・安心イベント企画運営業務に係る

企画競争実施委員会／委員
札幌市

須之内　元洋
札幌国際芸術祭2017 ウェブサイト構築及び保守管理業

務 審査委員会／委員
札幌市

　看護学部

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

中 村 　 惠 子

道央医療圏救急医療システム　救急安心センターさっ

ぽろ相談員研修カリキュラム作成委員会／委員
札幌市（消防局）

救急業務検討委員会／委員 札幌市（消防局）

プロトコール専門委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

医道審議会　保健師助産師看護師分科会／委員 厚生労働省

宮﨑　みち子 科学研究費委員会／専門委員 独立行政法人日本学術振興会

河原田　まり子
建築審査会／委員 北海道

科学研究費委員会／専門委員 独立行政法人日本学術振興会

川村　三希子 科学研究費委員会／専門委員 独立行政法人日本学術振興会
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　教育支援プロジェクトセンター

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

中田　亜由美
みんなでみに区る　健康まつり実行委員会／委員 札幌市（南区）

まこ×まちSOCIAL　DESIGN　PROJECT／参加者 札幌市

籔 谷 　 祐 介

平成27年度真駒内地域エリアマネジメント推進業務に

係るプロポーザル選定委員会／委員
札幌市

まこ×まちSOCIAL　DESIGN　PROJECT／参加者 札幌市

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

松 浦 　 和 代
科学研究費委員会／専門委員 独立行政法人日本学術振興会

札幌市都市計画審議会／委員 札幌市

清 水 　 光 子
札幌市桑園地区民生児童委員準備会／委員 札幌市

子宮頸がん普及啓発プロジェクト実行委員会／委員長 札幌市

守 村 　 洋

精神医療審査会／委員 北海道

札幌市自殺対策実務担当者意見交換会／委員 札幌市（保健福祉局）

札幌市社会福祉協議会権利擁護審査会／委員長 札幌市

札幌市社会福祉総合センター管理運営委員会／委員長 札幌市

藤 井 　 瑞 恵 平成27年度中央区食育ネットワーク会議／委員 札幌市（中央区）

山内　まゆみ 保健師助産師看護師試験委員 厚生労働省

田 仲 　 里 江 子宮頸がん普及啓発プロジェクト実行委員会／監査委員 札幌市
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４　ウェルネス×協奏型地域社会の担い手育成「学び舎」事業（COC事業）

　1)　概要

　平成25年度に採択された文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（COC）」であり、本学にお

ける事業名が「ウェルネス×協奏型地域社会の担い手育成『学び舎』事業」である（事業期間：平

成25～29年度）。

　本事業は、地域住民や札幌市などと連携して地域を「学び舎」とした「地域志向のカリキュラ

ム」を展開し、デザインと看護の専門性を活かした協奏型地域社会のウェルネス支援、地域の活性

に貢献する人材の育成を行う。各取組は、廃校となった旧真駒内緑小学校の跡施設「まこまる」内

に設置した「COCキャンパス」を中心に行う。

　2)　実施体制

　3)　平成27年度の主な事業実績

【教育】

・1年次前期に「スタートアップ演習」を開講し、「D×N（デザインと看護）の連携」をテーマ

に3コースに分かれ、南区各地に学生・教員チームを派遣し、「D×N連携」「地域に親しむ」

を活かしたプロジェクト活動を企画・実施した。

・3年次後期に「学部連携演習」を開講し、南区の10地区を対象とした演習授業を行い、「デザイ

ンと看護の連携」及び「地域課題の発見と提案」を目指したプロジェクト学習を行った。

【研究】

・COC共同研究の公募を実施し、応募があった4件について審査した結果、3件を採択した。

・平成25年度に実施した65歳以上の南区民が対象の「高齢者ニーズ調査」について、アンケート

データを活用した2次解析を行い、日本看護科学会で4つのテーマを発表した。

【地域貢献】

・COCキャンパスを中心に公開講座（合計25企画、40回）・授業公開（3科目、15回）を実施し

た。

・COCキャンパス内に「まちの談話室」を設置し、図書用書架や椅子・テーブル等を整備のうえ

寄附による受入図書（平成27年10月31日現在の蔵書数4,177冊）を配架した。

・市民が講師となる「まちの先生」について、17講座の企画応募があり、全10講座を開講し

た（プレ開講１件(延べ30名)、夏季1件(延べ6名)、秋季2件（延べ35名）、冬季6件（延べ90
名））。

・COCキャンパス内に「まちの健康応援室」を設置し、有資格ボランティア（保健医療系国家資

格、福祉系国家資格、介護支援専門員）を募り16名の有資格者を登録のうえ、看護学部教員と

共に、血圧・骨密度・体組成測定などの健康チェックと健康相談を週3～4日、継続的に実施し

た。また、札幌市保健福祉部などと連携を図り、地域の健康イベント等に赴くアウトリーチ活動

 COC推進会議  

事業評価部門  

COC企画･推進グループ 

 COC幹事会  

広報企画   

推進チーム 

教育改革 

推進チーム 

研究企画   

推進チーム 

学び舎企画  

推進チーム 

学内委員会 
事務局 
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を2回実施した。

【その他】

・5月9日にCOCキャンパスのオープニングイベント「まちの学校にあつまれ！」を実施し、正式

オープンした。

・まこまる入居者による合同イベント「まこ×まち2016」に併せて、COCキャンパスにおいて平

成27年度成果報告会「まちの学校でまなぼう！」を実施し、本学関連イベントとして484名、イ

ベント全体で約700名の過去最多の来場があった。

・外部委員を含むCOC評価部門会議を開催し、平成26年度の本事業について評価を受けた。

・本事業の活動を広くPRするため、COCウェブサイトを運用したほか、「まちの学校新聞」の発

行（8月、11月、12月、3月）やイベントごとにチラシ配布などを行った。
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５　専門職支援・セミナー講師等

　1)　専門職支援

　　①認定看護管理者教育課程サードレベル

　　　平成27年度受講者30名（修了者29名）

開催期間 教科目/時間 単元
講義・演習

（時間数）
講師

第Ⅰ期（12日間）

平成27年8月24日
～9月8日

第Ⅱ期（14日間）

平成27年11月2日
～11月20日

第Ⅲ期（12日間）

平成28年1月5日
～1月21日

保健医療福祉政

策論/36時間

1.社会保障の概念 講義(3) ★花岡　祐志

2.諸外国の保健医療福祉 講義(3) 　スーディ神崎 和代

3.保健医療福祉政策 講義(6) ★矢野　公一

★石田　宗博

4.看護制度・政策 講義(6) ★齋藤　訓子

5.制度・政策に影響を及ぼす看護

管理者
講義(3) ★齋藤　訓子

6.保健医療福祉政策演習 演習(9)

★工藤　昭子

★佐藤 美貴子

★須田　倫子

★辻崎 ゆり子

★仁木 恵美子

★野中　浩美

★松田　久代

　猪股 千代子

　古都　昌子

7.小論文プレゼンテーション 演習(6)
　中村　惠子

　猪股 千代子

　古都　昌子

保健医療福祉組

織論/30時間

1.保健医療福祉サービスのマーケ

ティング
講義(6) ★松下　博宣

2.組織デザイン論 講義(6) ★永池　京子

3.ヘルスケアサービスの創造 講義(6) ★砂山　圭子

　スーディ神崎 和代

4.保健医療福祉組織論統括演習 演習(12)

★勝見　真澄

★小澄　悦子

★佐々木 純子

★孰賀　愛子

★土井　正子

★中村　敦子

　猪股 千代子

　古都　昌子

経営管理論/60時
間

1.医療福祉と経済論 講義(6) ★大内　講一

2.医療福祉経営 講義(6) ★工藤　　高

3.財務管理 講義(6) ★玉川　真弓

4.経営分析 講義(6) ★富永　　誠

5.ヘルスケアサービスの経営と質

管理・経済性
講義(9)

★河野　總子

★児玉 真利子

★宮城　領子
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開催期間 教科目/時間 単元
講義・演習

（時間数）
講師

第Ⅰ期（12日間）

平成27年8月24日
～9月8日

第Ⅱ期（14日間）

平成27年11月2日
～11月20日

第Ⅲ期（12日間）

平成28年1月5日
～1月21日

経営管理論/60時
間

6.看護経営の今後のあり方 講義(6) ★齋竹　一子

★深澤　優子

7.労務管理 講義(6) ★櫛引　久丸

★和田　昌代

8.人材フローのマネジメント 講義(3) ★樋口　春美

9.危機管理 講義(3) ★加藤 久美子

10.経営管理論演習 演習(9)

★生江　裕子

★佐藤 ひとみ

★中野　りか

★萩原　直美

★樋渡 ひとみ

★本庄　睦子

　猪股 千代子

　古都　昌子

看護経営者論/51
時間

1.経営者論 講義(6) ★河野　總子

　中村　惠子

2.管理者の倫理的意思決定 講義(6) ★近藤 ときえ

　中村　惠子

3.看護事業の開発と起業 講義(6) ★鈴木　英樹

★原田　典子

4.実習 実習(27) 　猪股 千代子

　古都　昌子

5.特別講義 演習(6) ★中村　明恵

統合演習/15時間 1.統合演習 演習(15)

★伊藤　リカ

★加藤 久美子

★近藤 ときえ

★齋藤 香奈恵

★斉藤　潤子

★佐々木 衿子

★中山 日登美

★的場 由紀子

　猪股 千代子

　古都　昌子

★印：非常勤講師
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　　①　デザイン学部　

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者等

蓮 見 　 　 孝

平成27年6月24日 平成27年度「筑波大学特別講義」講師 筑波大学

平成27年12月10日 「札幌市立大学における最近の産官学連携の

取組状況について」講師
札幌卸商連盟

平成28年2月13日 平成27年度いばらき子ども大学講師
いばらき子ども大学県北キャ

ンパス運営委員会

平成28年3月16日 都心まちづくりフォーラム2016　パネリスト 札幌市

城 間 　 祥 之

平成27年8月21日
～本構築事業の契

約締結の日

地域をつなげるネットワーク構築事業契約手

続に係る学識経験者の意見聴取
北海道

平成27年8月21日
～本構築事業の契

約締結の日

総合文書管理システムASPサービス提供業務

契約手続きに係る学識経験者の意見聴取
北海道

平成28年2月中旬・

平成28年4月下旬

アスベスト台帳整備に向けた建築行政業務支

援システム再構築業務に係る意見聴取
札幌市

羽 深 　 久 夫

平成27年4月1日
～平成28年3月31日

NHK文化センター新さっぽろ教室開催講座　

講師

NHK文化センター　新さっ

ぽろ教室

平成27年7月21日
～28日

さっぽろ市民カレッジ2015春・夏期講座　

講師

(公財)札幌市生涯学習振興財

団

平成27年10月20
～27日 さっぽろ市民カレッジ2015秋期講座　講師

(公財)札幌市生涯学習振興財

団

平成28年3月1日、

3月8日 さっぽろ市民カレッジ2016冬期講座　講師 札幌市生涯学習センター

原 　 俊 彦

平成27年6月1日
～平成28年3月31日 厚真町まちづくり委員会／アドバイザー 厚真町

平成27年7月24日 北海道中小企業家同友会札幌支部中央四地区

合同例会講演　講師

(一社)北海道中小企業家同友会

札幌支部

平成27年9月9日 平成27年度道南ブロック社会教育主事等研修

会胆振大会　講師
胆振管内社会教育主事会

平成27年9月11日 石狩振興局「地方創生セミナー」講演 北海道（石狩振興局）

平成27年9月29日 「GISコミュニティフォーラム」講演 ESRIジャパンユーザ会

平成27年10月23日、

10月30日 いしかり市民カレッジ　講師
いしかり市民カレッジ運営

委員会

平成28年2月18日 第２回北のシニアビジネス交流会　in 札幌　

講師

北のシニアビジネス交流会

実行委員会

矢 部 　 和 夫

平成27年4月29日 キウシト湿原に関する基調講演 講師 登別市

平成27年6月11日
～平成28年3月31日

美々川自然再生事業の具体的な実施計画の策

定に関わる美々川及びウトナイ湖周辺におけ

る環境変化の要因とその対策についての指導

助言

北海道

平成27年7月4日 観察会「平岡公園春の湿生植物観察ツアー」

講師
(公財)札幌市公園緑化協会

平成27年7月30日 トライ☆アス☆カル2015講師 江別市教育委員会

　　５　専門職支援・セミナー講師等
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者等

吉 田 　 惠 介

平成27年6月24日
～ 8月21日

民族共生の象徴となる空間における民族共生公

園に関する周辺環境等の条件整理　意見照会

㈱オリエンタルコンサルタ

ンツ北海道支店

平成27年10月23日 「そらのガーデン」の環境整備／アドバイザー 札幌市総合開発㈱

斉 藤 　 雅 也

平成27年5月30日 日本脳神経看護研究学会研修会　講師
日本脳神経看護研究学会北

海道部会

平成27年9月16日
産総研コンソーシアム「建築物低炭素化材料

評価システム技術コンソーシアム」第9回セ

ミナー　講演

(国研)産業技術総合研究所構

造材料研究部門

平成27年12月3日 平成27年度北海道旭川西高等学校「SS特別

講座」講師
北海道旭川西高等学校

武 田 　 亘 明

平成27年8月21日 第63回日本PTA全国研究大会札幌大会　パネ

リスト

第63回日本PTA全国研究大

会札幌大会実行委員会

平成28年2月25日 講演「情報社会における現状と課題（青少年

を取りまく）」　講師
北海道女性団体連絡協議会

山 田 　 　 良　
平成28年2月1日

～3月31日 新病院への建築計画及びインテリアデザイン (医)渓仁会

片山　めぐみ

平成27年6月18日 かしまみらいカフェinかみす　講師 (公財)かしま青年会議所

平成27年7月28日 第96回北海道市議会議長会職員研修会　講師 北海道市議会議長会

平成27年10月27日 福祉のまちづくり講演会　講師 歌志内市

平成28年3月9日 リニューアル後のSuBACo のイメ ージを考え

る －SuBACo 改装計画 WORKSHOP　講師
砂川市

福 田 　 大 年 平成28年1月21日 「看板商品・人気商品を作り出す研修会」講師
北海道社会就労センター協

議会

金 子 　 晋 也
平成28年2月29日、

3月10日
札幌市子ども発達支援センター中庭整備検討

に係る研修会　講師

札幌市子ども発達支援総合

センター

須之内　元洋 平成28年3月11日 雪がつなぐスポーツと異文化フォーラム　講師 札幌市（観光文化局）

　　②　看護学部

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

中 村 　 惠 子

平成27年7月26日 救急看護（基礎病態）セミナー（東京会場）

の講師「救急看護師の役割」
(一社)日本救急看護学会

平成27年9月20日 救急看護（基礎病態）セミナー（福岡会場）

の講師「救急看護師の役割」
(一社)日本救急看護学会

第1回
　平成27年9月24日、

28日
第2回
　平成27年11月25日、

26日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成27年度認定看護管理者ファーストレベル

教育課程の講師

第1回「看護管理概論 看護管理の概要」

第2回「看護管理概論 看護管理者の役割と活動」

(公社)北海道看護協会

平成27年9月29日、

30日

平成27年度看護師救急医療業務実地修練の講

師　講義「救急患者への対応とトリアージ」

ワークショップ「救急トリアージの実際」

(一社)日本救急医療財団　　　　　　　　　　　　　　　

(一社)日本救急医学会　

平成27年10月6日、

平成28年2月2日
平成27年度看護職復職支援講習会の講師｢看

護職をめぐる最近の動向｣
札幌市（保健福祉局）
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

中 村 　 惠 子 平成28年2月13日 看護OSCE講演の講師 帝京大学福岡医療技術学部

樋之津　淳子 平成27年7月～8月 平成27年度北海道専任教員養成講習会の講師

「看護論」
北海道保健福祉局

山 本 　 勝 則 平成27年11月14日 公益社団法人北海道看護協会札幌第一支部看

護研究発表会の講師

(公社)北海道看護協会札幌第

一支部

猪股　千代子 平成27年9月3日

パーキンソン病医療個別相談会と癒し＆ケア

の講師「オーダーメイドの医療の紹介」～潔

く・しなやかに・優雅に生きるセルフヘルス

ケア～、「こころと体をやさしくほぐすヨー

ガケア」～ヨーガとアロマ～

全国パーキンソン病友の会

富山県支部

川村　三希子

平成27年6月20日
シンポジウム34看護ケアの最新エビデンス

の演者「夢をかなえる～この20年、そし

て、あしたへ～」

第20回日本緩和医療学会学

術大会

 平成27年9月4日、

5日、6日

第14回ELNEC-J（End-of-Life Nursing 
Education Consortium Japan）コアカリ

キュラム指導者養成プログラムの講師

(特非)日本緩和医療学会

平成27年9月11日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第15回日本音楽療法学会学術大会の講師「癌

看護・医療現場」

第15回日本音楽療法学会学

術大会

 平成28年2月13日 がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修

会の講師及びファシリテーター
KKR札幌医療センター

定廣　和香子

平成27年5月11日　

平成27年度看護職員研修　臨床指導者研修Ⅰ

の講師｢看護基礎教育における実習の意義と

指導｣

札幌市病院局市立札幌病院

平成27年6月29日、

30日
秋田県実習指導者講習会の講師「看護教育

論」
秋田県立衛生看護学院

平成27年7月～8月 平成27年度北海道専任教員養成講習会の講師

「看護論」
北海道保健福祉部

平成27年12月25日 新カリキュラム策定に向けた看護学科FD研

修会の講師
旭川医科大学

スーディ神崎 和代

平成27年5月16日
看護の日イベント記念講演会の講師「看護の

原点は陽光（ひかり）です―ひととつなが

り、地域へつなぐ―」

(公社)北海道看護協会

平成27年5月21日、　　　　　　　　　　　

22日
平成27年度訪問看護師養成講習会（北海道委

託事業）の講師「Ⅱ　訪問看護対象論」
(公社)北海道看護協会

平成27年6月3日 新陽パソコン倶楽部の講師「高齢者介護の分

野におけるICT利用活用について」
新陽パソコン倶楽部

平成27年6月24日 北海道医療福祉産業研究会の講師「｢終末医

療｣等について」
北海道医療福祉産業研究会

平成27年9月11日 市立札幌病院ボランティアの会設立20周年記

念講演の講師

市立札幌病院ボランティア

の会やさしさ・ジェントル

平成27年9月15日
先端技術フォーラム「超高齢化社会に果たす

感性工学の役割」の講師「超高齢化社会と

ICT」

(一社)日本機械学会2015年度

年次大会

平成27年10月6日
平成28年2月2日　　

平成27年度看護職復職支援講習会の講師｢高

齢者看護の特徴、在宅看護の実際｣
札幌市（保健福祉局）

平成27年10月16日 院内研修の講師「認知症の基本的理解に関す

る内容」
(福)延山会北成病院



－ 104 －

社会活動Ⅳ  　　５　専門職支援・セミナー講師等

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

スーディ神崎 和代

平成27年10月24日 北海道看護協会南空知支部　保健師・助産

師・看護師職能委員会の講師
北海道看護協会南空知支部

平成28年2月27日 平成27年度看護倫理講演会の講師 札幌市病院局市立札幌病院

平成28年3月5日 北海道社会福祉士会道央地区支部研修の講師 (公社)北海道社会福祉士会

平成28年3月13日 公開講演会「よく生きるとはどのようなこと

か」の講師

社会的健康と地域づくりを

支える研究会

平成28年3月23日 北白石地区民生委員・児童委員協議会3月定

例会議での講演の講師

北白石地区民生委員・児童

委員協議会

松 浦 　 和 代

平成27年6月2日、

11日

平成27年度新人看護職員研修制度における実

地指導者研修の講師「新人看護職員の学習支

援」

(大)札幌医科大学附属病院

平成27年11月9日
帯広大谷高等学校思春期保健講演会の講師

「10代を生きるみなさんへのメッセージ～見

つめよう　心と体、そして性～」

(学)帯広大谷学園　帯広大谷

高等学校

平成28年2月5日 WOOD INFILL　病室ユニットの性能評価

等についての講師
㈱ハルキ

上 村 　 浩 太

平成27年6月16日、

7月24日、10月30日

緊急サポートネットワーク事業スタッフ会員

研修の講師「病児・病後児保育の基礎A～代

表的な症状や疾患への対応」「病児・病後児

保育の基礎B～病気の子の心理とその対応」

(特非)北海道子育て支援ワー

カーズ

平成28年2月5日 WOOD INFILL　病室ユニットの性能評価

等についての講師
㈱ハルキ

大 野 夏 代

平成27年7月26日 エスニコ医療通訳ボランティア研修2015 (特非)エスニコ

平成27年7月、11月
IMSグループ看護部職員新卒入職者対象精

神的サポート“ほっとライン”の面談講師
IMSグループ

貝 谷 　 敏 子

平成27年6月19日
平成27年度看護職員研修　看護研究基調講

義の講師「看護研究の基礎：質的研究のクリ

ティークからの学び」

札幌市病院局市立札幌病院

平成28年3月1日
勉強会における看護技術の経済評価に関する

講義の講師「看護技術を評価しよう-技術を

導入し定着させるために-」

東京大学大学院医学系研究

科アドバンストナーシング

テクノロジー

菊地　ひろみ

平成27年7月27日 看護研究導入研修の講師
JA北海道厚生連札幌厚生病

院

平成27年10月17日 新卒看護師の育成を考えるシンポジウムのシ

ンポジスト（演者）

新卒看護師の労災認定・裁

判を支援する会

平成28年1月26日 看護研究のまとめ方とプレゼンテーション研

修の講師

JA北海道厚生連札幌厚生病

院

清 水 　 光 子

平成27年9月12日

北海道ブロック研修の講師「公衆衛生看護学

実習と人材育成について～新カリキュラムの

教育課程となり初めての実習を終えて考える

～」

全国保健師長会北海道ブ

ロック

平成27年12月19日
平成27年度全国保健師教育機関協議会北海

道・東北ブロック第2回北海道地区会議にお

ける研修会の講師

(一社)全国保健師教育機関協

議会

古 都 　 昌 子

平成27年6月23日、

8月7日、9月、平成

28年2月
看護部研修の講師

北海道社会福祉協会帯広病

院
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

古 都 　 昌 子

平成27年7月～8月 平成27年度北海道専任教員養成講習会の講師

「研究方法（演習）」
北海道保健福祉部

平成27年10月1日 中堅看護師育成研修の講師 苫小牧市立病院

平成27年11月10日　
札幌保健医療大学の特別講師｢臨地実習にお

ける事故防止と医療安全教育｣
札幌保健医療大学

村 松 　 真 澄

平成27年6月13日 第26回一般社団法人日本老年歯科医学会学術

大会合同シンポジウム７のシンポジスト

第26回一般社団法人日本老

年歯科医学会学術大会

平成27年7月31日
食・口腔・栄養の専門スタッフ養成コースセ

ミナー特別講演の講師「多職種で共有できる

口腔アセスメント」

食と健康支援ネットワーク

平成27年9月6日 平成27年度口腔ケア研修会の講師 いわて口腔ケア研究会

平成27年9月22日、

23日
早朝セミナーの講師「在宅療養患者コン

フォート口腔ケアのために」

第18回日本在宅ホスピス協

会全国大会in奄美

平成28年2月5日 WOOD INFILL　病室ユニットの性能評価

等についての講師
㈱ハルキ

平成28年3月12日、

13日
第10回羊蹄地域ケアネットワーク研究会の講

師
(一社)地域医療教育研究所

平成28年3月19日 日本感染管理ベストプラクティス“Saizen”
研究会北海道ブロックセミナーの講師

日本感染管理ベストプラク

ティス“Saizen”研究会

平成28年3月27日 看護専門職等研修会の講師 大島郡歯科医師会

守 村 　 洋

①平成27年5月21
日、8月26日、10月
8日、平成28年3月
28日

生活支援員登録に向けた研修・説明会の講師 (福)札幌市社会福祉協議会

平成27年8月28日 岩見沢地方ブロック勉強会の講師
北海道消防職員協議会岩見

沢地方ブロック

平成27年9月10日
平成27年度自殺未遂者支援研修会の講師「自

殺未遂者支援～平成26年度札幌市自殺未遂者

実態調査から～」

札幌市（保健福祉局）

平成27年度10月28日
平成27年度清田区地域精神保健福祉協議会・

自立支援協議会清田区地域部会共催研修会の

講師

清田区地域精神保健福祉連

絡協議会

自立支援協議会清田区地域

部会

平成27年12月1日 自殺未遂者支援研修会の講師 北海道帯広保健所

平成27年12月3日 平成27年度東胆振自殺予防対策推進連絡会議

の講師及び助言者

北海道胆振総合振興局保健

環境部苫小牧地域保健室

平成27年12月10日 札幌市市民後見人養成研修の講師 (福)札幌市社会福祉協議会

平成28年2月5日 WOOD INFILL　病室ユニットの性能評価

等についての講師
㈱ハルキ

平成28年2月27日
平成27年度自殺総合対策事業　市民向けゲー

トキーパー養成研修（ほっとけない・ゲート

キーパー研修会）の講師

札幌市（保健福祉局）

平成28年3月5日 平成27年度北海道自殺未遂者支援研修会の講

師

北海道立精神保健福祉セン

ター

渡邉　由加利 平成27年7月18日 札幌第一交通グループ北海道ブロック講習会

の講師「妊産婦送迎講習」

第一交通産業北海道ブロッ

ク
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

渡邉　由加利 平成27年8月23日

一般社団法人桶谷式乳房管理法研鑽会北海道

ブロックワークショップの講師「考えよう！

心の通う接遇～お母様方の満足度をたかめる

ために～」

(一社)桶谷式乳房管理法研鑽

会北海道ブロック

神 島 　 滋 子

平成27年4月1日
～平成28年3月31日 看護カンファレンスの指導と講義の講師 北海道済生会小樽病院

平成27年8月
～平成28年2月

平成27年度札幌市立大学看護学部OSCE体験

コースの講師
手稲渓仁会病院

平成28年2月5日 WOOD INFILL　病室ユニットの性能評価

等についての講師
㈱ハルキ

工 藤 　 京 子
平成27年8月

～平成28年2月
平成27年度札幌市立大学看護学部OSCE体験

コースの講師
手稲渓仁会病院

田 中 　 広 美 平成28年2月5日 WOOD INFILL　病室ユニットの性能評価

等についての講師
㈱ハルキ

原 井 　 美 佳 平成28年2月5日 WOOD INFILL　病室ユニットの性能評価

等についての講師
㈱ハルキ

藤 井 　 瑞 恵 平成27年11月14日 北海道看護協会札幌第一支部看護研究発表会

の講師

(公社)北海道看護協会　札幌

第一支部

三 上 　 智 子

平成27年7月15日 北海道札幌平岸高等学校健康講話の講師「高

校生としての性への対応について」
北海道札幌平岸高等学校

平成27年8月24日、

10月26日
小樽市立最上小学校 生・性教育の講師「生

命・性に関する健康講話」
小樽市立最上小学校

矢野　祐美子 平成27年7月5日　
認定看護管理者教育課程ファーストレベルの

講師「看護サービス提供論」
(公社)静岡県看護協会

山本　真由美

平成27年5月15日
独立行政法人国立病院機構北海道がんセン

ターの研修会講師「研究計画書の作成につい

て」

(独)国立病院機構北海道がん

センター

平成28年3月14日
独立行政法人国立病院機構北海道がんセン

ターの研修会講師「看護研究論文指導および

看護研究発表会講評」

(独)国立病院機構北海道がん

センター

檜 山 　 明 子
平成28年3月8日、

9日 看護研究発表会の講評講師 札幌徳洲会病院
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教　員　名 内容

平成27年4月23日 報告 スタートアップ演習での国際交流事業報告会を実施

平成27年5月25日 覚書

締結

台中科技大学（台湾）学術交流協定調印に向けた覚書式のため関係者来学（教

員2名）

平成27年7月8日 受入 JICAベトナム研究員受入（研究員13名+ITフロント引率者3名）

平成27年7月10日 受入 ノボシビルスク日本語青年団受入（学生7名、引率：札幌国際プラザ9名）

平成27年8月4日
～8月8日

協定

締結

ラップランド大学（フィンランド）にて学術交流協定調印締結のため派遣（学

長、教員2名）

平成27年8月12日
～9月30日 派遣

8月中旬～9月下旬の1ヵ月半：フィンランドロヴァニエミ市でインターンシップ

に参加（学生3名、ただし、渡航日程は個別調整）

平成27年8月26日
～9月2日 受入

華梵大学（台湾）、台中科技大学（台湾）との合同ワークショップ実施

華梵大学（教員2名、学生12名）、台中科技大学（教員2名、学生8名）、本学

（教員10名、学生15名）、その他　明星大学（教員2名、学生6名）

平成27年9月6日
～9月12日 派遣 承徳医学院大学（中国）短期派遣プログラムに派遣（教員2名、学生4名）

平成27年9月25日
～平成28年8月30日 受入 華梵大学（台湾）から1年間特別聴講留学生受入（学生2名）

平成27年9月1日
～平成28年3月31日 派遣 華梵大学（台湾）へ半年間特別聴講留学生として派遣（学生1名）

平成27年10月5日
～10月22日 派遣

ノボシビルスク建築芸術大学（ロシア）ワークショップへ講師として参加（教

員1名）

平成27年11月9日 受入
ラップランド大学（フィンランド）学長が北大でのサステナビリティウィーク

来日に伴い本学に来学

平成27年11月26日 受入

フィンランドロヴァニエミ市からサンタクロース来学。サンタクロースへのお

もてなしを趣旨として、4チームがクリスマスをテーマにレゴ作品発表（学生4
チーム3年9名、1年8名の17名、教員1名）

平成27年12月2日 報告
海外短期派遣プログラムおよび海外インターンシップ報告会（桑園キャンパス）

を実施（学生　承徳医学院大学4名、ロヴァニエミ市1名）

平成27年12月2日
～12月9日 派遣 清華大学（中国）主催の「ワークショップ」に参加（教員1名、学生4名）

平成28年1月4日
～2月14日 受入 清華大学（中国）美術学院学部長を研究交流のため受入（教員1名）

平成28年2月9日 受入 ラップランド大学（フィンランド）関係者研究打合せのため来学（教員3名）

平成28年2月9日
～2月13日 派遣

PNCA（Pacific Northwest Collage of Art：アメリカ　ポートランド）へ交流の

可能性を検討するため教員を派遣（教員2名）

平成28年2月22日
～2月26日

派遣

展示

Arctic Design weekがラップランドで開催。レゴワークショップについて映像作

品展示（教員1名）

平成28年3月21日
～3月26日 派遣

清華大学（中国）へ研究交流、特別講演、学生の交流のため訪問（教員2名、学

生1名）

平成28年3月16日
～3月18日 派遣 ラップランド大学（フィンランド）へ3月研究打合せのため派遣（教員1名）
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７　JICA草の根技術協力事業

　1)　概要

　独立行政法人国際協力機構（以下、JICAという。）草の根技術協力事業は、日本の大学・地方

自治体等の団体とJICAが共同で実施する、開発途上国の地域住民を対象とした協力活動である。

平成25年度に本学がJICAに応募した草の根協力事業は、平成26年1月～平成28年3月までの2年3ヶ
月間の事業として採択され、モンゴル国を対象として育児方法の指導の研修を実施した。

　モンゴルでは、乳児の手足を伸展し身体全体をぐるぐると巻くような布おむつが伝統的に用いら

れている。このようなおむつの装着方法は、先天性股関節脱臼（developmental dysplasia of the 
hip）の原因となることが知られている。先天性股関節脱臼は、成人の変形性股関節症の原因にも

なる代表的な股関節疾患であり、装具装着や手術による治療によっても痛みや可動域制限が生涯続

くこともある。かつて日本は、布おむつを縦・横方向からきつく巻く習慣があったが、1960年代

後半から乳児健診においてマススクリーニングや育児方法等の啓発に取り組み、先天性股関節脱臼

の発症率を大幅に低下させた実績を有する。

　日本の経験に基づき、おむつのあて方を含む育児方法の指導を行い、先天性股関節脱臼の予防を

行う国際的技術協力活動が、本事業の目的である。

　平成27年度は、第2回専門技術研修を実施した。専門技術研修ではモンゴル国のこども病院にお

いて先天性股関節脱臼のマススクリーニングと初期診療に従事している医療チームの育児指導担当

者35名を対象とした。研修期間は1週間であり、モンゴル国立母子保健センターこども病院におい

て講義およびワークショップ等の研修を行った。

　

　2)　実施体制

　　【プロジェクトマネージャー】　中村 惠子

　　【担当者】　松浦 和代、上村 浩太、大野 夏代、清水 光子、三上 智子

　　【現地プログラムオフィサー】　BYAMBAA　 TSETSGEE（バヤンバ　ツェツェゲー）氏

　　参加研修員

　　　　国籍：モンゴル国

　　　　所属：モンゴル国立母子保健センターこども病院

　　　　人数：35名

　3)　平成27年度の主な事業実績

年月日 事業実績 開催地

平成27年8月24日
～9月1日 第2回専門技術研修 モンゴル国（ウランバートル）
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８　サテライトキャンパスの利用状況

利用目的 学内利用件数

セ ミ ナ ー 31

会 　 　 議

91
※内訳

　会議（学内者のみ）23
　産学連携・会議（学外者を含む）68

学 　 　 会 137

そ  の  他 43

合計 302


