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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

共生社会に向けた人間調

和型情報技術の構築

知覚中心ヒューマンイン

ターフェースの開発

視覚特性の計測と評価

平成26年4月1日
～平成27年3月31日

三次元空間内における視覚誘導性疑似力覚の

特性、両眼網膜像差による奥行き知覚の異常

における視野依存性、絶対距離知覚に対する

輻輳および調節刺激の効果、観察者の能動的

動作が視覚認知に及ぼす影響、運動視差によ

る奥行き知覚における頭部運動方向の影響に

ついて調べた。

(独)科学技術

振興機構

地域力向上を支援するま

ちづくり研究事業

平成26年4月17日
～平成27年3月25日

寿都町の豊かな自然をはじめとする地域資源

や、長い間抱えてきた地域課題をこれまでの

調査研究を基に検証するとともに、地域資源

を活用し住民主体となって行動していくため

の住民活動の場の創出等によるまちづくりが

図られるよう地域力の向上を支援した。

寿都町

都市緑化空間の可能性に

関する研究

平成26年4月21日
～平成26年9月30日

札幌市と本学が連携のもと、学生のアイデア

を取り入れ、みどりに関する情報のほか、学

生がおすすめしたい各種スポットを合わせて

紹介する、指定ルートを散策しながら札幌観

光を楽しめる情報誌を製作した。

札幌市(環境局)

温熱環境・エネルギーマ

ネジメントに配慮した在

宅医療拠点のデザイン研

究

平成26年6月9日
～平成27年3月31日

福井県福井市中心部にある在宅医療専門施設

の基本計画にあたり、温熱環境・エネルギー

マネジメントに配慮した検討を行ない、それ

らの成果を建築の基本計画に反映することを

目的として実施した。

(医)オレンジ

芸術文化導入によるまち

づくりに関する研究

平成26年6月13日
～平成27年2月27日

美瑛町における今後のまちづくりに、芸術文

化をどのように取り入れていくか、札幌国際

芸術祭に関連した札幌でのマルシェ会場のデ

ザイン、芸術祭と美瑛町における相互の広

報、札幌芸術祭を踏まえた美瑛町でのシンポ

ジウムに関し、下記の具体的なプロジェクト

を通じて調査研究を行った。

1）「食とアートが出会うマルシェ」開催に

伴う総合的な演出企画

2）「アートツーリズム」の開発

3）「共同シンポジウム」開催に向けた調査

研究

美瑛町

大規模複合商業施設を拠

点とする地域住民・テナ

ント事業者向け省エネル

ギー行動の普及に関する

研究

平成26年6月20日
～平成27年2月28日

新札幌地区にある大規模複合商業施設を拠点

とする地域住民・テナント事業者向け省エネ

ルギー行動の普及に関して、課題① 夏のグ

リーンカーテンを活用した地域向け住環境教

育の普及・啓蒙に関する調査研究と、課題② 
本商業施設にて改修されたエネルギー・環境

設備システムの働きを学ぶエコミュージアム

のデザイン研究を行なった。

㈱札幌副都心

開発公社

北海道の風土と文化にち

なんだ色の選定と言葉の

生成に関する研究－北海

道ココロカラープロジェ

クト

平成26年7月29日
～平成27年3月31日

2013年4月から開始した「北海道ココロカ

ラープロジェクト」の取り組みを発展させ、

北海道の生活に根付く色の選定と、その色に

ちなんだ言葉（名称）の生成、そしてそれら

の活用方法を検討した。

㈱マーケティ

ング・コミュ

ニケーション・

エルグ
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　　１　地域貢献諸活動

研究課題 期間 概要 委託者

子どもの能動的参加を促

す遊びの屋内・屋外への

展開方法を構築するため

の基礎研究

平成26年7月29日
～平成27年3月13日

デザイン系大学の資源を活用して、子供の能

動的な参加を促す遊び場を構築する取り組み

の一部として、デザイン学部生と遊び場や道

具を考案し、主に児童会館など地域にある施

設を利用し、実験、イベント、ワークショッ

プなどを行った。

札幌市(市長政策室)

創成東地区が持つものづ

くりの歴史を活かしたま

ちづくりの手法開発

平成26年9月12日
～平成27年3月13日

地域住民と連携しながら、主に当地区の骨格

軸である「北3条通」と「東4丁目線」の回遊

性や魅力向上に資するための空間デザイン、

地域コミュニティの交流の場としての「中央

体育館跡地」の方向性・手法に係る研究成果

を得ることを目的に、「創成東地区」が持つ

歴史性を活かしたまちづくりの手法について

研究を行った。

札幌市(市長政策室)

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26年9月2日
～平成27年2月28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の監修を目的と

し、以下の項目を行った。

1）地下鉄・円山公園駅構内でのアプローチ

誘導サインのデザイン

2）円山公園内のアプローチ誘導サインのデ

ザイン

3）第1駐車場のサイン改修のデザイン監修

札幌市(環境局)

ホッキョクグマ・アザラ

シ館（仮称）のデザイン

研究

平成26年9月2日
～平成27年2月28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）の基本・実施計画

の監修にあたり、1）施設の温熱環境や省資

源・省エネルギー化の観点を重視し、その知

見を施設デザインに反映するとともに、2）
来場者の高揚感を創出するためのサインデザ

インの概念を整理した。

札幌市(環境局)

アフリカゾーンの飼育展

示・サイン計画のデザイ

ン監修

平成26年9月2日
～平成27年2月28日

札幌市円山動物園の新施設アフリカゾーンの

飼育展示・サイン計画の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。具体的には以下を

実施している。

1）アフリカゾーンのサインのグランドデザ

イン

2）サインの試作品作成

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26年9月2日
～平成27年2月28日

円山動物園の森ビオトープの生物多様性向上

のために以下の項目を行なった。

1）ササ除去による山野草回復試験

2）外来種除去による山野草回復試験

3）導入候補小動物の現状把握と地図化

4）小動物の生育環境のモニタリングと導入

予備実験

5）ガイドボランティアの技術向上

6）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)

「平成26年度札幌市自殺

未遂者実態調査」調査研

究

平成26年9月22日
～平成27年3月31日

札幌市における自殺対策の一環として、寒冷

地ならではの特徴として冬季における自殺未

遂者の実態を把握し、現状及び課題を明らか

にした。

札幌市 (障がい

保健福祉部)
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　2)　共同研究（学外との連携）一覧

　　１　地域貢献諸活動

研究課題 期間 概要 委託者

オリジナルロゴマークの

デザイン研究

平成26年12月1日
～平成27年2月25日

地域住民との交流や共同作業を通じて、多面

的機能支払交付金事業の取組内容について、

普及・啓発活動を行うため、美瑛の雪上絵

フェスティバルでのロゴマークの制作を行っ

た。

美瑛町

　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 共同研究者

該当なし

　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

琴似再開発地区自動販売機デザイン募集事業 琴似副都心㈱ 柿山 浩一郎

びらとり温泉ゆから看板デザイン 平取町役場 上田　裕文

2017冬季アジア札幌大会ポスターデザイン制作
(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

地下鉄真駒内駅魅力アップ事業（真駒内駅ナカアート） 札幌市（南区）
吉田　和夫

大渕　一博

環境保全及び環境活動推進事業　グリーンカーテン普及

プロジェクト
芸術の森地区連合会 斉藤　雅也

じゃらん×西胆振×大学生による若者の旅行需要創出事業 ㈱リクルート北海道じゃらん 上田　裕文

クレピアパウダーのロゴおよびパンフレットの作成事業 寿産業㈱ 三谷　篤史

大学院講義を活用した地域住民への省CO2普及啓蒙活動

の推進
㈱札幌副都心開発公社 斉藤　雅也
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事業名 依頼元 担当教員

札幌市アイヌアートモニュメント設置事業 札幌市（市民まちづくり局） 金子　晋也

トレンナーレにふれるアートな夏休み 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

札幌市中央消防署モザイクアート2014 札幌市（中央消防署）

吉田　和夫

大渕　一博

松永　康佑

Connekid! in そらのガーデン「しゃぼん玉とんだ！」 札幌駅総合開発㈱
小宮 加容子

福田　大年

ものづくり「なでしこ」応援プロジェクト 北海道（経済部） 細谷　多聞

リサイクル・アート家具の制作 札幌市（環境局） 大渕　一博

さっぽろ水道フェスタ2014 (公財)さっぽろ青少年女性活動協会 須之内 元洋

壮瞥町の地域資源PRのための情報発信アイテムの提案、

奥洞爺牛及び奥洞爺のロゴマーク制作
壮瞥町商工会

石井　雅博

城間　祥之

細谷　多聞

大渕　一博

福田　大年

松永　康佑

丘のまちびえいセンチュリーライド開催事業
特定非営利活動法人美瑛エコスポー

ツ実践会
武邑　光裕

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

かかりつけ医普及啓発事業 札幌市（保健福祉局） 吉田　和夫

第5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

レコードでつながる世代間交流プロジェクト「RECO」

における制作物協力
NPO法人ezorock 須之内　元洋

丘のまちびえい宮様国際スキーマラソン大会開催事業 宮様国際スキーマラソン組織委員会 武邑　光裕

札幌市子ども未来局「絵本の読み聞かせ推進事業」イベ

ント
札幌市（子ども未来局）

小宮 加容子

福田　大年

新千歳空港ターミナルビル国内線3階壁面デザイン制作 ㈱えんれいしゃ 福田　大年

大倉山ジャンプ競技場着ぐるみデザイン募集 ㈱札幌振興公社 上遠野　敏
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　5)　高大連携

　

　　１　地域貢献諸活動

事業名 依頼元 担当教員

保養センター駒岡　PRイメージ検討業務 札幌市（保健福祉局） 吉田　和夫

「CASBEE札幌」の環境性能表示ラベルの作成 札幌市（環境局） 吉田　和夫

定山渓温泉観光魅力アップ構想におけるゲート装置の提案 (一社)定山渓観光協会 羽深　久夫

自転車押し歩き推進事業 札幌市（市民まちづくり局） 吉田　和夫

第20回芸術の森地区文化祭 芸術の森地区連合会 羽深　久夫

「北海道博物館」のロゴマーク作成事業 北海道開拓記念館 武田　亘明

真駒内駅前花いっぱい事業 札幌市（南区） 吉田　惠介

特別養護老人ホーム「セボラ・コリーナ」のロゴデザイ

ン
(福)愛和福祉会 大渕　一博

第18回統一地方選挙に係る啓発CM 札幌市（選挙管理委員会事務局） 石田　勝也

北海道じゃらん×nittan地域戦略会議×大学生による若者

の旅行需要創出事業「旅プロデュース部」のロゴ作成
㈱リクルート北海道じゃらん 上田　裕文

　　①　デザイン学部　第7回高大連携公開講座

開催日 高校名 参加生徒数 タイトル 担当教員

平成26年9月21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

27名

場のリ・バリュー／風景と

空間デザイン
山田　　良

論理的思考と芸術的感性～

数学とアートの話
松永　康佑
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　　②　看護学部　高大連携講座

開催日・期間 高校名 受講生徒数 受講科目名 担当教員

平成26年4月7日
～平成27年1月29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

　山田　典子

5名
人間発達援助論

（演習・30時間）

◎山本　勝則

　中村　惠子

　坂倉　恵美子

　松浦　和代

　宮﨑　みち子　

5名
チーム医療論

（講義・15時間）

◎太田　晴美

　猪股　千代子

　坂東　奈穂美

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 担当教員

平成26年9月23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

94名

プレパレーションの実際 松浦　和代

自分を知ることから始める

コミュニケーション

振り返ろう！日常のキャッ

チボール☆

古都　昌子
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　6)　高校出前講義

　

　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

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成26年7月17日 北海道帯広緑陽高等学校 デザイン学の源流 石崎　友紀

平成26年11月5日 北海道札幌新川高等学校
「アイデア発想ワークショップ」でデザイ

ン系大学の講義を擬似体験！
福田　大年

平成26年11月11日 北海道札幌旭丘高等学校
「面白いって何？」アイデア発想ワーク

ショップでデザインの面白さを疑似体験
福田　大年

平成26年11月12日 北海道札幌清田高等学校 人と人をつないで、まちを元気にする！ 片山 めぐみ

平成26年11月12日 北海道札幌開成高等学校
メディアと身体～Bot化するヒト、ヒト化

するBot～ 武邑　光裕

　看護学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成26年10月3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26年10月31日 北海道札幌藻岩高等学校 母性看護学－世界の母子保健－ 宮﨑 みち子

平成26年11月5日 北海道札幌新川高等学校 お腹まわりサイズと病気の予防 清水　光子

平成26年11月12日 北海道札幌開成高等学校 研究を通して見えた看護師が行う看護 定廣 和香子

平成26年12月4日 北海道苫小牧東高等学校 災害時にいのち（生命）とくらし（生活）を守る 太田　晴美

　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

デザイン委員 東海旅客鉄道㈱

平成26年10月7日、

平成27年3月2日、

27日

倫理委員
NPOつくば臨床検査教育

研究センター
平成26年9月19日

評議員
(公財)日本サイクリング

協会
平成26年6月25日

チ・カ・ホ デザイン調整会議委員 札幌駅前通まちづくり㈱
平成26年6月9日、

9月6日

顧問
SAPPOROショートフェス

ト実行委員会

平成26年6月1日
　～平成27年3月

委員
土浦全国花火競技会審査

委員会
平成26年10月4日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

酒井　正幸

副理事長
NPO北のユニバーサルデ

ザイン協議会

平成26年4月
　～平成27年3月

評議員 ㈶さっぽろ産業振興財団
平成26年4月
　～平成27年3月

運営委員 北のケア環境研究会
平成26年4月
　～平成27年3月

広報企画委員長 (福)北海道共同募金会
平成26年4月
　～平成27年3月

城間　祥之

理事 NPO法人「札幌ITフロント」
平成26年4月
　～平成27年3月

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3月10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炭鉱の記憶推進事業

団

平成26年4月
　～平成27年3月

芸術の森活性化プロジェクト／100万人

委員会委員
(公財)札幌市芸術文化財団

平成26年4月
　～平成27年3月

齋藤　利明 理事
特定非営利活動法人 テレ

ビ日本美術家協会

平成26年4月
　～平成27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26年4月
　～平成27年3月

札幌市南区芸術の森地区まちづり推進会

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26年4月
　～平成27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26年4月
　～平成27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26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26年4月
　～平成27年3月

NPO法人北の民家の会　理事長・事務局
NPO法人北の民家の会理

事長・事務局

平成26年4月
　～平成27年3月

NPO法人日本民家再生協会　会員
NPO法人日本民家再生協

会

平成26年4月
　～平成27年3月

NPO法人アルテピアッツア美唄　会員
NPO法人アルテピアッツ

ア美唄

平成26年4月
　～平成27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26年4月
　～平成27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26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26年4月
　～平成27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26年4月
　～平成27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26年4月
　～平成27年3月

細谷　多聞 理事
北海道デザインマネジメ

ントフォーラム

町田 佳世子
女性の地位向上および男女共同参画の実

現を目指した活動

NPO法人日本BPW連合会

BPW札幌クラブ

平成26年4月
　～平成27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

矢部　和夫

湿原再生のアドバイザーとしての役割 NPOフラット南幌
平成26年4月
　～平成27年3月

道内の自然を守る活動（常務理事） NPO北海道自然保護協会
平成26年4月
　～平成27年3月

湿原植生のアドバイザーとしての役割 NPOキウシト湿原の会
平成26年4月
　～平成27年3月

副理事長として活動を推進した NPO湿原研究所
平成26年4月
　～平成27年3月

吉田　和夫

「CASBEE札幌」の環境性能表示ラベル

の作成
札幌市（環境局） 3年生8名 平成26年12月

　～平成27年1月

2017冬季アジア札幌大会ポスターデザイ

ン制作

(公財)第8回札幌アジア冬

季競技大会組織委員会
4年生4名 平成26年4月

　～平成27年6月

かかりつけ医普及啓発事業ステッカーデ

ザイン
札幌市（保健福祉局） 3年生8名 平成26年8月～12月

保養センター駒岡PRイメージ検討（VI
デザイン）

札幌市（保健福祉局） 3年生5名 平成26年11月
　～平成27年3月

地下鉄真駒内駅構内ホーム等イラスト

レーションデザイン
札幌市（南区） 3年生9名 平成26年5月

　～平成27年3月

自転車押し歩き推進事業 推進広告ポス

ターの企画制作
札幌市（市民まちづくり局） 3年生4名 平成26年12月

　～平成27年2月

中山峠喜茂別町サイン看板デザイン 喜茂別町 平成26年9月～10月

中央消防署モザイクアート2014制作協力 中央消防署 平成26年6月～9月

吉田　惠介

隊長として地域振興活動を支援 八剣山発見隊
平成26年4月
　～平成27年3月

まちづくり協議会魅力開発部会委員とし

て企画立案
簾舞連合町内会

平成26年4月
　～平成27年3月

会長として札幌市、北海道新聞、野菜ソ

ムリエ等からなる研究会を運営
札幌の農業を考える会

平成26年4月
　～平成27年3月

ボランティアハンドブックの編集委員 札幌市公園緑化協会
平成26年4月
　～平成27年3月

真駒内花壇デザイン 札幌市（南区）
平成26年11月
　～平成27年2月

斉藤　雅也

札幌市円山動物園　ゾウ導入方針　報道

発表・公開用資料提供
札幌市円山動物園 4名 平成26年11月28日

グリーンピアザ2014報告会（新さっぽ

ろ地区グリーンカーテン栽培・普及プロ

ジェクト報告会） 

㈱札幌副都心開発公社＋

㈱アズビル
2名 平成26年10月15日

2014年グリーンカーテン普及プロジェク

トへの協力＋「芸森地区文化祭」への参加

札幌市南区芸術の森地区

まちづくりセンター
4名 平成26年6月～11月

余市エコカレッジ「学び舎」改修デザイ

ンのアドバイザー

北海道エコビレッジ推進

プロジェクト

平成26年4月
　～平成27年3月

夏季の暑熱環境緩和についての講義（小

学校6年生対象）
札幌市立常盤小学校 1名 平成26年9月2日

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26年4月
　～平成27年3月

高柳邸（札幌市北区）：住宅の温熱環境

についての解説および見学会

日本建築家協会（JIA）北

海道支部
平成26年11月23日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

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26年4月
　～平成27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26年4月
　～平成27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26年4月
　～平成27年3月

事務局活動、ワークショップ等プロジェ

クト企画運営（運営委員）

札幌メディアアート

フォーラム

平成26年4月
　～平成27年3月

会運営に関する活動（理事）

北海道高齢者ハートフル

共同住宅・地域ケア協議

会

平成26年4月
　～平成27年3月

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

（代表）

北海道企画デザイン研究

会、教育とコンピュータ

利用研究会

10名 平成26年4月
　～平成27年3月

山田　　良

芸術の森地区ゆきあかりの祭典支援
札幌南シーニックバイ

ウェイ

平成26年12月
～平成27年1月

杜舞台アートプロジェクト支援 isa環境芸術推進会議
平成26年4月
　～平成27年3月

石田　勝也

札幌理容師会　チカホ就活イベント用映

像作成
札幌理容師会 平成26年4月

北海道のクリエイティブ産業の東アジア

地域におけるPR クリエイティブ北海道 平成26年6月23日

上田　裕文

緩和ケア病床廊下装飾 市立札幌病院 4名 平成26年4月

例大祭への参加、風車づくりワーク

ショップ、写真撮影会
寿都町 33名 平成26年7月

現代アートの世界にふれる旅・モニター

バスツアー
札幌市立大学 平成26年9月13日

大渕　一博

イベント用モザイクアートの制作指導等 札幌市中央消防署 平成26年5月～9月

リサイクル家具アートの制作指導等 札幌市（環境局） 6名 平成26年6月～7月

真駒内駅舎内壁面アート・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） 10名 平成26年4月～7月

奥洞爺ブランドロゴのデザイン制作指導等 壮瞥町商工会 40名 平成26年7月
　～平成27年1月

札幌市長グリーティングカードのデザイ

ン制作指導等
札幌市（国際部） 22名 平成26年7月～12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 10名 平成26年4月～5月

特別養護老人ホームのロゴデザイン制作

指導等
（福）愛和福祉会 7名 平成26年12月

　～平成27年3月

三谷　篤史

子ども向けロボット講習会の実施，運営
北海道ロボット教育推進

会

平成26年2月15日、

3月15日

第14回ロボット・トライアスロンの実施
ロボット・トライアスロ

ン実行委員会
9名 平成26年9月14日

金子　晋也
環境広場さっぽろ2014において研究活動

の紹介

環境広場さっぽろ2014実
行委員会

平成26年8月1日
　　　　～3日

須之内 元洋

「すいどうフェスタ」でのワークショッ

プ開催
札幌青少年女性活動協会 6名 平成26年6月21日

　　　　～22日
レコードのリサイクル活動「Reco」の作

品制作・イベント企画
NPO法人 ezorock 6名 平成16年9月20日
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　看護学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

中村　惠子 専門看護師認定委員会 日本看護協会
平成26年4月
　～平成27年3月

宮﨑 みち子

外部顧問として運営に従事 ゆいネット北海道
平成26年4月
　～平成27年3月

運営委員
性暴力被害者支援センタ

ーSACRACHO
平成26年4月
　～平成27年3月

会員：留学生支援・日本文化紹介 北海道国際女性協会
平成26年10月
　　　　3・27日

胎児の生命を守る活動 円ブリオ北海道
平成26年4月
　～平成27年3月

北海道結婚・妊娠・出産・育児総合ポー

タルサイト構築事業及び結婚応援フォー

ラム委託事業申請への協力

㈱JTB 平成26年4月～6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26年4月
　～平成27年3月

神経難病患者への音楽＆看護療法の成果

と実際

第38回全国パーキンソン

病患者大会開催行事
平成26年6月18日

河原田 まり子

札幌市立大学・道総研研究交流会研究報

告(ポスター）
北海道立総合研究機構 平成26年11月頃

ノースティック財団研究開発助成事業審

査委員会専門委員

（公財）北海道科学技術

総合振興センター

平成26年6月
　～平成27年3月

川村 三希子

ちえのわ代表　

緩和ケア病棟見学会

ちえのわ街なかカフェ～がんと暮らしの

知恵いろいろ～リンパ浮腫の予防とセル

フケア

NPO法人市民と共に創る

ホスピスケアの会　がん

患者家族のための情報提

供支援事業　ちえのわ代

表

平成26年4月
　～平成27年3月

常任幹事
札幌ホスピス緩和ケアネ

ットワーク

平成26年4月
　～平成27年3月

スーディ神崎 和代 医療ボランティア団体支援（バザー等） やさしさジェントル
平成26年4月1日
～平成27年3月31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26年4月18
日、5月9日、5月
16日、6月13日、

7月25日、8月22
日、9月19日、9
月26日、10月3
日、11月7日、11
月21日、12月5
日、12月19日、

平成27年1月9
日、1月30日、3
月13日

貝谷　敏子 札幌芸術の森運営協議会委員
（公財）札幌市芸術文化

財団

平成26年4月
　～平成27年3月

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26年4月
　～平成27年3月

清水　光子 札幌市中央区社会福祉協議会評議員
（福）札幌市中央区社会

福祉協議会

平成26年4月
　～平成27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

清水　光子
子宮頸がん普及啓発プロジェクトのワー

クショップ
札幌市（保健福祉局）

平成26年4月
　～平成27年3月

菅原　美樹 第5回ミニ大通りお散歩まつり　救護班
第5回ミニ大通りお散歩ま

つり実行委員会
平成26年9月14日

村松　真澄

炭鉱の記憶推進事業団運営委員、各種活

動に参加

NPO炭鉱の記憶推進事業

団

平成26年4月
　～平成27年3月

地域交流ボランティア同好会actの学生

と住民への口腔の健康教育の企画運営
奔別アートプロジェクト 6名 平成26年8月31日

研究成果発表での助言 徳洲会札幌病院
平成26年9月、

　　平成27年3月
健康教育の企画運営、学生参加事業調整

担当、地域交流ボランティア同好会act
の学生と活動

第5回ミニ大通りお散歩祭

り実行委員会
5名 平成26年9月14日

地域交流ボランティア同好会actの学生

と住民への口腔の健康教育の企画運営

清水沢アートプロジェク

ト
5名 平成26年9月28日

地域交流ボランティア同好会actの学生

と健康フェスタのスタッフとしてボラン

ティア及び口腔の健康のポスター展示

中央区健康フェスタ2014 5名 平成26年10月4日

ポスター展示、リーフレット配布 南区健康フェスタ2014 平成26年11月19日

田中　広美

看護師・介護福祉士の研究指導 西区勤医協病院
平成26年4～10月
（月1回）

専任教員養成講習会にて研究方法の指導
北海道保健福祉部看護政

策グループ
平成26年6月～8月

研究成果発表での助言 徳洲会札幌病院
平成26年9月、

　　平成27年3月

藤井　瑞恵

講演会会場係、相談会会場係 北海道腎臓病協会 6名 平成26年7月4日、

10月12日

けんこうフェスタ2014inちゅうおう　出展 札幌市（中央区） 5名 平成26年10月4日

中央区食育ネットワーク会議 札幌市（中央区） 平成27年1月20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26年8月1日
　　　　　～3日

南区健康まつりへの転倒予防マットレス

の出展
南区保健センター 平成26年10月23日

渡邉 由加利

性暴力被害者支援センター北海道　運営

委員
NPO法人ゆいねと北海道

平成26年4月
　～平成27年3月

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26年4月21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
協和交通 平成26年8月27日

『プレパパ・プレママ・育児パパ・ママ

を応援するおしゃべりサロン』企画運営
個人での活動 平成26年11月29日

工藤　京子
役員会出席、総会司会、医療講演会企画

と運営、会報誌発行4回/年 北海道低肺の会 毎月1回＋適宜

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

8名 平成26年9月7日

6名 平成26年10月19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26年4月
　～平成27年3月
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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

蓮 見 　 孝 時論 茨城新聞 平成27年2月15日

上遠野　敏

アートプロジェクト8月23日開幕　複数会場舞

台に　広域的な展示も模索
北海道新聞 平成26年5月21日

炭鉱遺産　記憶プロジェクト2014 現代アート

に
北海道新聞 平成26年8月30日

炭鉱はいま　巡る地蔵車、廃駅活用も　アート

プロジェクト2014 　目を引くユニーク作品
北海道新聞 平成26年9月20日

そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト　近代化

再発見　格好の場　圧倒する遺構　息づく作品

群

北海道新聞 平成26年9月22日

スーパーニュース　特集・進化する歴史ファン

タジー観光　昭和の記憶と現代アートの融合　

廃墟に生まれた新しい命

UHB 平成26年9月30日

そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト2014 じゃらん10月号 平成26年10月

炭鉱舞台に現代アート展　フォトスクランブル 毎日新聞 平成26年10月5日

北の歴史と遺産を語りつぐということの意味 北海道生活3月号 平成27年3月

他に北海道新聞11件掲載、BSフジ及びJ:COM
テレビ番組1件放映、プレス空知1件掲載、朝

日新聞1件掲載、札幌国際芸術祭2014関連雑

誌・書籍2件掲載

石崎　友紀 ワンワンパッコロキャラともワールド NHK

羽深　久夫 探る見る札幌＋「古民家鑑定」 北海道新聞 平成26年7月31日

原　　俊彦

釧路と苫小牧　来年人口逆転 北海道新聞 平成26年4月12日

道内14歳以下11.6％　全国3番目の低さ 北海道新聞 平成26年4月17日

道内自治体、対策に苦悩、市区町村8割で若年

女性半減
北海道新聞 平成26年5月10日

今日ドキ　道内8割のマチが消滅 HBC 平成26年5月19日

日本創成会議発表の「消滅可能性都市」30年
後に北海道から8割の自治体が消える？

月刊クオリティ 平成26年6月14日

吉田　和夫

2017冬季アジア札幌大会ポスターデザイン:
「市立大生デサインのポスターで盛り上げる冬

季アジア大会」

月刊クオリティ 平成26年9月号

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27年1月号

吉田　惠介
南区再発見 広報さっぽろ（南区版） 毎月配布

ふらっとホーム2014　イン南区 札幌市Webサイト（南区役所） 平成27年1月19日

柿山 浩一郎

町と札幌市大が連携事業（科研Aの活動） 室蘭民報 平成26年10月7日

東豊線新型車両「9000形」の導入について

（本学学生がデザインに関する意見交換会をお

こなった）

札幌市交通局Webサイト 平成26年10月31日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

斉藤　雅也

まちダネっ！緑のカーテン育てよう 北海道新聞 平成26年6月10日

道内の専門家ら15人が研究、出版＊雪との暮

らし方　高齢者のヒントに＊健康、雪かき、幸

福感、住まい…幅広く紹介

北海道新聞 平成26年6月16日

真駒内のコミュニティ暖房検討　札幌市立大 
斉藤雅也准教授

北海道建設新聞 平成26年7月8日

第743回　円山動物園の熱環境デザイナー　札

幌市立大学　斉藤雅也さん
札幌人図鑑Webサイト 平成26年7月13日

太陽熱利用　居住者自身の維持管理が重要 北海道住宅通信社 平成27年1月25日

周壁の表面温度が快適性の鍵 北海道住宅新聞社 平成27年1月25日

ライフスタイルの反映を　パッシブ研が大合宿　

札幌市立大の斉藤准教授が講演
北海道住宅通信社 平成27年3月10日

武田　亘明 北海道博物館ロゴマーク制作 読売新聞 平成27年3月5日

山田　　良

Sprouting Garden 北海道新聞 平成26年7月21日

Nakanosawagawa House Designboom 平成27年2月23日

Nakanosawagawa House Archi Daily 平成27年3月22日

石田　勝也 ほっとニュース北海道　統一地方選挙公報CM制作 NHK 平成27年3月18日

上田　裕文

灰色の時間　虹色に 北海道建設新聞 平成26年4月10日

病床前「メルヘンの森」に 北海道新聞 平成26年4月21日

道内に樹木葬の森を 北海道新聞 平成26年6月10日

日・独の「樹木葬」を知ろう 北海道新聞 平成26年10月13日

樹木葬の森　北海道に 北海道新聞 平成26年10月27日

大渕　一博

駅ナカアート制作 広報さっぽろ5月号 平成26年5月1日

奥洞爺プロジェクト 北海道新聞（胆振版） 平成26年7月26日

「フォトモザイクアート2014」開催 札幌市Webサイト 平成26年9月19日

札幌市長グリーティングカード制作 読売新聞 平成26年12月10日

片山 めぐみ

風のごはんや
北海道応援マガジン JP01 
Vol3 2014春 平成26年4月1日

北海道集落対策ハンドブック～集落の明日の暮

らしを考えるヒント（風のごはんや）
ハンドブック 平成26年5月1日

「北海道歴史探訪」

喜茂別だより弁当について

ＦMアップル（エフエムと

よひら）
平成26年6月21日

「五感で味わう喜茂別弁当」 北海道新聞 平成26年6月26日

「旧岡崎邸アートで再生」（喜茂別町「峠むこ

うのふる里づくり」）
北海道新聞 平成26年8月1日

札幌☆取扱説明書（風のごはんや） ハンドブック 平成26年12月1日

「ほっかいどう元気びと」

コミュニティデザインについて
HBCラジオ 平成26年12月28日

広がるコミュニティ・レストラン～「公共する

食卓」づくりガイドブック（風のごはんや）
ハンドブック 平成26年12月28日

「北海道経済ナビ」

風のごはんや
TVH 平成27年2月22日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

小宮 加容子

子どもの新たな遊び提案 市立大講師ら研究報

告
北海道新聞 平成26年6月21日

「飛び出せ車いす」（第一火曜日）に出演 三角山放送局ラジオ 毎週

杉本　達應
創造都市さっぽろ＃10「札幌国際芸術祭2014　
コロガル公園」

UHB 平成26年8月24日

福田　大年

ボードゲーム ファン急増 北海道新聞 平成26年6月7日

子どもの新たな遊び提案 市立大講師ら研究報

告
北海道新聞 平成26年6月21日

24色で彩る “北海道ココロカラー”発表 STV 平成26年10月23日

北海道 24の「色」に 朝日新聞 平成26年10月24日

この色、北海道　札幌市立大など24種選定 北海道新聞 平成26年10月25日

松永　康佑

ビジネスEXPO 2014 会場インタビューhttps://
www.youtube.com/watch?v=Rp15q5zoCSY&f
eature=share

Web

三谷　篤史

ロボットカー「動いた」札幌市立大企画親子向

けイベント
北海道新聞 平成26年8月25日

LEDスタンド作りに挑戦！　青少年科学館

で土曜工作教室(http://atsubetsu.ma-aru.jp/
topics/941)

マ・アル厚別(道新デジタ

ルメディア) 平成27年3月20日

須之内 元洋

文化面 札幌国際芸術祭コラム 北海道新聞 平成26年6月16日

ポジティ部 FM North Wave 平成26年7月11日

エコチルテレビ UHB 平成26年7月19日

Gratitude Live From 札幌 -札幌国際芸術祭 
2014 スペシャル

J-WAVE ラジオ 平成26年7月22日

Sparkle Sparkle AIR-G FM 北海道 ラジオ 平成26年8月15日

カーナビラジオ午後一番！ HBC ラジオ 平成26年8月15日

　看護学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

樋之津 淳子
産官学連携し人材育成 北海道新聞 平成26年5月10日

診る北の医療 北海道新聞 平成26年12月24日

河原田 まり子
医療・保健ジャーナリスト西内氏の取材を受け

て本学保健師教育に関する記事を掲載した

保健指導リソースガイドの

サイト
平成26年6月

川村 三希子

医療情報 街中で発信 千人来場 大きな手応え

がん患者を支える専門家が街に出た「ちえの

わ・街なかカフェ」

北海道新聞 平成26年7月16日

スーディ神崎  和代

認知症予防の市民セミナー開催：札幌市立大学

のスーディ教授が講演
BEST NURSE6月号 平成26年6月

第22回道老人保健施設大会特別講演：認知症

のあした
介護新聞 平成26年9月18日

自分の意思の具体的表明へ、日ごろから話し合

いを
BEST NURSE9月号 平成26年9月

松浦　和代
国民健康ニュース「股関節脱臼ハイリスク児の

看護」
テレビ：モンゴル第2放送 平成26年8月29日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

松浦　和代

股関節脱臼ハイリスク児の看護
モンゴル看護師協会看護新

聞8月号
平成26年8月

育児指導の技術向上へーモンゴルの看護師市立

大で研修
読売新聞 平成27年2月27日

大野　夏代

国民健康ニュース「股関節脱臼ハイリスク児の

看護」
テレビ：モンゴル第2放送 平成26年8月29日

股関節脱臼ハイリスク児の看護
モンゴル看護師協会看護新

聞8月号
平成26年8月

市立大カフェのあるべき姿をー旧真駒内緑小跡

地で意見交換
北海道建設新聞 平成26年9月5日

育児指導の技術向上へーモンゴルの看護師市立

大で研修
読売新聞 平成27年2月27日

清水　光子

真駒内駅中アート　南区版 広報さっぽろ4月号 平成26年4月

国民健康ニュース「股関節脱臼ハイリスク児の

看護」
テレビ：モンゴル第2放送 平成26年8月29日

股関節脱臼ハイリスク児の看護
モンゴル看護師協会看護新

聞8月号
平成26年8月

大学生が子宮頸がん検診を啓発 HTBイチオシモーニング 平成27年1月21日

子宮頸がんどう啓発　大学生がワークショップ 北海道新聞 平成27年1月22日

育児指導の技術向上へーモンゴルの看護師市立

大で研修
読売新聞 平成27年2月27日

村松　真澄
のみこみ安心ネット札幌第2回公開研修会 北海道医療新聞 平成26年4月18日

口腔の健康に健口体操の紹介 UHB「U型ライブ」 平成26年4月30日

神島　滋子

高次脳機能障害者のためのパーソナルノート作

成および評価の支援

脳外傷友の会コロポックル

HP 平成26年4月1日

高次脳機能障害者のためのパーソナルノート作

成および評価の支援
ベストナース8月号 平成26年7月20日

工藤　京子
第3回いわて在宅酸素呼吸器患者の会の中で、

北海道の患者会の現状などを紹介
岩手日報　11面(生活） 平成26年10月7日

田仲　里江

札幌市立大学　デザイン学部との連携授業に取

組む
ALL　About 平成26年6月13日

大学生が子宮頸がん検診を啓発 HTBイチオシモーニング 平成27年1月21日

子宮頸がんどう啓発　大学生がワークショップ 北海道新聞 平成27年1月22日

御厩 美登里
自分の意思の具体的表明へ、日ごろから話し合

いを
BESTNURSE9月号 平成26年9月

　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

籔谷　祐介

真駒内の未来を考えるまちづくりアイデアコン

ペ
北海道建設新聞 平成26年10月21日

真駒内の未来を考えるまちづくりアイデアコン

ペ
北海道新聞 平成26年10月28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26年5月31日
訪問看護スキルアップ講座　2014 ①
在宅におけるがん療養者の緩和ケア

～ペインコントロールを中心に～

川村　三希子（看護学部教授）

佐藤　明美（札幌医科大学附属病院が

ん性疼痛看護認定看護師）

68

平成26年6月2日

COC事業・SCUまちの教室公開講座

国道453号線をグリーンカーテンでつなげよう

ウェルカムロードプロジェクト2014キックオフ

勉強会～グリーンカーテンによる涼房効果～

斉藤　雅也（デザイン学部准教授） 27

平成26年6月14日
事前指示書について考える会

～自分らしく生き、自分らしい最期を迎えるた

めに～

スーディ神崎　和代（看護学部教授） 46

平成26年6月21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） 60

平成26年7月12日
クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ①

～Processingでコーディング入門～

杉本　達應（デザイン学部講師） 22

平成26年7月26日
クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ②

～D3.jsでデータビジュアラゼーション～

山田　興起（武蔵野美術大学非常勤講師） 17

平成26年8月24日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

メカトロ講座～ロボットカーを走らせよう～
三谷　篤史（デザイン学部講師） 20

平成26年8月30日
クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ③

～Max/MSPでVJパフォーマンス～

石田　勝也（デザイン学部講師） 20

平成26年9月9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）

30

平成26年9月11日 市民と共につくる看護学教育

～看護教育における模擬患者参加型演習～
樋之津淳子（看護学部教授）、ほか 23

平成26年9月13日
クリエイティブ・コーディング・スクールin
さっぽろ④

～openFrameworksでアルゴリズミック表現～

田所　淳（東京芸術大学非常勤講師） 18

平成26年10月18日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

札幌芸術の森：紅葉の中の彫刻
矢部　和夫（デザイン学部教授） 16

平成26年10月29日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

札幌市立大学看護学部のモンゴル支援

松浦　和代（看護学部教授）

大野　夏代（看護学部准教授）
29

平成26年11月1日

江別市での情報交換会

「在宅での看取りを叶えるために」

～市民・看取りを経験した家族・専門職の連携

で～

内藤　貴文（ないとうクリニック医師） 50

平成26年11月8日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

アメリカ小説の女性たち　①

～アメリカ文学と女性 ― イントロダクション～

松井　美穂（デザイン学部講師） 4

平成26年11月16日 訪問看護スキルアップ講座　2014 ②
認知症ケア講座

スーディ神崎　和代（看護学部教授） 35
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開催日 タイトル 講師 受講者数(名)

平成26年11月29日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

アメリカ小説の女性たち　②

～ケイト・ショパン 『目覚め』 (1899)～
松井　美穂（デザイン学部講師） 2

平成26年12月20日

COC事業・SCUまちの教室公開講座

アメリカ小説の女性たち　③

～ゾラ・ニール・ハーストン 『彼らの目は神を

見ていた』 (1937)～

松井　美穂（デザイン学部講師） 4

平成27年1月10日

COC事業・SCUまちの教室公開講座

アメリカ小説の女性たち　④

～カーソン・マッカラーズ 『悲しき酒場の唄』 
(1943)～

松井　美穂（デザイン学部講師） 6

平成27年1月31日

COC事業・SCUまちの教室公開講座

アメリカ小説の女性たち　⑤

～シルヴィア・プラス 『ベル・ジャー』 (1963)
～

松井　美穂（デザイン学部講師） 4

平成27年2月1日
事前指示書について考える会

～自分らしく生き、自分らしい最期を迎えるた

めに～

スーディ神崎　和代（看護学部教授） 38

平成27年2月13日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

真駒内のまちづくりを考える

～ヨーロッパの先進事例を通して～

杉本　達應（デザイン学部講師）

籔谷　祐介（教育支援プロジェクトセ

ンターCOC部門特任助教）

35

　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26年
7月22日・29日 札幌の文化財建築探訪〈夏〉～豊平館の探検～

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）

21

平成26年
11月4日・11日

札幌の文化財建造物探訪〈秋〉～豊平館の修理

と活用工事～

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）

12

平成27年
2月24日・3月3日

札幌の文化財建造物探訪〈冬〉～時計台と豊平

館附属棟の計画～

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）

24
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　デザイン学部

教員名 名称／自治体名・主催団体名

蓮 見 　 　 孝

・茨城県総合計画審議会委員会／副会長／茨城県
・茨城県総合計画審議会総合部会／委員長／茨城県
・いばらきデザインセレクション審査委員会／委員長／茨城県
・茨城県イメージアップ大賞審査委員会／委員／茨城県
・都心まちづくり計画策定協議会／委員／札幌市
・札幌市北３条広場愛称選定委員会／委員長／札幌市
・真駒内まちづくりアイデアコンペ審査委員会／委員長／札幌市

酒 井 　 正 幸

・次世代博物館検討委員会／委員／札幌市
・円山動物園の森協議会／委員／札幌市
・図書館協議会／委員／札幌市
・元気デザイン向上事業ワーキンググループ／委員／札幌市
・日本女性会議実行委員会総会／委員／札幌市
・第6回ものづくり大賞北海道地域D選考委分科会／委員／経済産業省

城 間 　 祥 之

・「平成26年度 札幌市生活保護電算事務システム再構築に係る工程管理業務」の発注に係る業者選
定委員会／委員／札幌市

・札幌市特別児童扶養手当事務システム開発業務の業者選定委員会／委員／札幌市
・「札幌市敬老優待乗車証、札幌市障がい者交通費助成の対象者及びICカード管理システム開発業
務」の業者選定委員会／委員／札幌市

・平成27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会／委員／札幌市

上 遠 野 　 敏
・空知地域づくり推進委員会＆ガイドマニュアル専門部会／委員／空知総合振興局
・そらち「炭鉱の記憶」提案活動選定委員会／委員／空知総合振興局

石 﨑 　 友 紀 ・芸術の森工芸部専門委員会／委員長／（公財）札幌市芸術文化財団

中 原 　 　 宏

・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
・札幌市中高層建築物紛争調整委員会／委員／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
・真駒内緑小跡地愛称選定委員会／委員／札幌市

羽 深 　 久 夫

・豊平館修理整備等検討委員会／委員長代理／札幌市
・札幌芸術の森運営協議会／委員／（公財）札幌市芸術文化財団
・北海道地域づくりアドバイザー／委員／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／委員／札幌市南区
・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
・喜茂別町民間賃貸住宅促進事業公募型プロポーザル審査委員会／委員／喜茂別町

原 　 　 俊 彦
・国立社会保障・人口問題研究所研究評価委員会／委員長／厚生労働省
・内閣府「選択する未来」委員会「日本の人口の現状・課題等に関する勉強会」／委員／内閣府
・石狩市総合計画策定委員会／委員／石狩市

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／委員／裁判所
・北海道立近代美術館協議会／委員／北海道
・（一財）札幌市水道サービス協会評議員会／委員／札幌市

矢 部 　 和 夫

・植生凡例検討委員会／委員／環境省
・釧路湿原自然再生協議会／委員／環境省・国土交通省
・美々川自然再生事業技術検討委員会／委員／北海道
・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
・石狩川下流幌向地区自然再生ワークショップ／委員長／国土交通省・江別河川事務所

吉 田 　 和 夫
・札幌市広告アドバイザ会議／委員／札幌市
・中央区まちづくりPRのイメージデザイン選考委員会／委員／札幌市
・元気デザイン向上事業企画運営会議／委員／札幌市
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　看護学部

教員名 名称／自治体名・主催団体名

中 村 　 惠 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

・救急業務検討委員会／委員／札幌市

・プロトコール専門委員会／委員／札幌市

・救急安心センターさっぽろ運営会議／委員／札幌市

宮﨑　みち子 ・独立行政法人日本学術振興会／委員／日本学術振興会

河原田 まり子 ・北海道建築審査会／委員／北海道

川村　三希子 ・北海道がん対策推進委員会委員／委員／北海道

松 浦 　 和 代 ・札幌市都市計画審議会／委員／札幌市

清 水 　 光 子

・札幌市地域包括支援センター運営協議会／委員／札幌市

・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

・北海道精神医療審査会／委員／北海道

・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

・札幌市自殺対策実施担当者意見交換会／委員／札幌市

山内　まゆみ ・保健師助産師看護師試験委員会／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／委員／札幌市

教員名 名称／自治体名・主催団体名

吉 田 　 惠 介

・札幌市公園緑化協会／理事／札幌市

・札幌市環境影響評価審議会／委員／札幌市

・札幌市屋外広告物審議会／委員／札幌市

・丘珠縄文遺跡公園整備基本構想計画検討委員会／委員／札幌市

・北海道縄文遺跡群保存管理計画検討会／委員／北海道

・民族共生の象徴となる空間における民族共生公園基本構想検討会／委員／国土交通省

・美瑛町住生活基本計画及び美瑛町公営住宅等長寿命化計画策定にかかる策定委員会／委員長／美

瑛町

斉 藤 　 雅 也

・新庁舎建設基本・実施設計アドバイザー／委員／北広島市

・生涯学習センター改築基本設計業務プロポーザル選定委員会／委員／上士幌町

・中高層建築物紛争調整委員会／委員／札幌市

武 田 　 亘 明

・北海道学校・家庭・地域の連携による教育活動促進事業推進委員会／委員長／北海道

・第12期北海道生涯学習審議会／副会長／北海道

・「視聴覚教育・情報教育功労者表彰」選考委員会／委員／北海道

・札幌市視聴覚センター意見を聞く会／委員／札幌市

・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

・北海道博物館「愛称・ロゴマーク」選考委員会／副委員長／北海道

山 田 　 　 良
・定山渓地区まちづくり協議会／委員／札幌市南区

・札幌南シーニックバイウェイ協議会／委員／札幌市

上 田 　 裕 文
・札幌市みどりの審議会／委員／札幌市

・北海道特定開発行為審査会／委員／北海道

大 渕 　 一 博 ・札幌市公式外国語ホームページ等制作業務公募型プロポーザル選定委員会／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

・札幌市都市景観審議会／委員／札幌市

・「子どもの体験活動の場」運営事業者選考委員会／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
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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年度に公募された文部科学省の「地（知）の拠点整備事業」に本学が申請し、採択され

た「ウェルネス×協奏型地域社会の担い手育成『学び舎』事業」（事業期間：平成25～29年度）に

ついて、引き続き事業に取り組んだ。

　本事業は、札幌市立大学と札幌市が連携し、札幌市南区の廃校となった小学校の一部に「COC
キャンパス（COC＝Center of Community）」を設置し、本学の学生をはじめ、多世代・多セク

ターの人々が学び、交流し合う「学び舎」として整備し、「地域志向」の教育、研究、社会貢献活

動を推進するものである。

　2)　実施体制

 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 

　3）平成26年度の主な事業実績

年月日 事業実績 担当

平成26年4月14日
・21日・28日・6
月2日・9日・16
日・23日・30日

SCUまちの教室大学院授業公開「ソシオデザイン特論」（講師：蓮

見孝学長）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年5月1日 スタートアップ演習　地域訪問 教育改革推進チーム

平成26年5月22日 平成26年度COC共同研究費採択通知 研究企画推進チーム

平成26年6月2日 平成26年度COC学内組織新体制発令 全学

平成26年6月2日
SCUまちの教室公開講座「国道453号線をグリーンカーテンでつな

げよう　ウェルカムロードプロジェクト　2014キックオフ勉強会」

（講師：斉藤雅也准教授）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年6月21日 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」（講師：三谷篤史講師）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年7月2日
全学FD研修会「教員および地域住民ファシリテーター養成に向け

て」（講師：studio-L・コミュニティデザイナー　西上ありさ氏）

第1回まちの先生運営会議「まちの先生大集合！」

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの先生

班）

平成26年7月24日 スタートアップ演習　活動報告会 教育改革推進チーム
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年月日 事業実績 担当

平成26年8月5日 全学FD研修会「カリキュラムにおける地域志向を考える」 教育改革推進チーム

平成26年8月24日 SCUまちの教室公開講座「メカトロ講座・ロボットカーを走らせよ

う」（講師：三谷篤史講師）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年8月25日 第1回コミュニティカフェ座談会「コミュニティカフェを考えよ

う！！」

学び舎企画推進チーム

（SCUまちの談話室

班）

平成26年9月25日 南区高齢者ニーズ調査結果報告会 研究企画推進チーム

平成26年10月18日 SCUまちの教室公開講座「札幌芸術の森：紅葉の中の彫刻」（講

師：矢部和夫教授）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年10月18日 第2回コミュニティカフェ座談会「コミュニティカフェを考えよ

う！！」

学び舎企画推進チーム

（SCUまちの談話室

班）

平成26年10月22日
～26日 さっぽろデザインウィーク2014に参加（パネル展示）

広報企画推進チーム

（催事班）

平成26年10月23日 南区健康まつりに参加
広報企画推進チーム

（催事班）

平成26年10月25日 さっぽろデザインウィーク2014に参加（イベント開催）「SCUまち

の先生inチ・カ・ホ（講師：札幌LRTの会・副会長　臼井寛氏）」

広報企画推進チーム

（催事班）・学び舎企

画推進チーム（SCU
まちの先生班）

平成26年10月29日 SCUまちの教室公開講座「札幌市立大学看護学部のモンゴル支援」

（講師：松浦和代教授、大野夏代准教授）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年11月8日
・29日・12月20
日・1月10日・31
日

SCUまちの教室公開講座「アメリカ小説の女性たち」（講師：松井

美穂講師）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年11月11
日・14日・21日
・25日・12月2日
・9日・1月20日

SCUまちの教室大学院授業公開「建築環境学特論」（講師：斉藤雅

也准教授）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成26年11月19日 全学FD研修会「地域志向性を取り入れたカリキュラムを考える」 教育改革推進チーム

平成26年12月20日 第3回コミュニティカフェ座談会「コミュニティカフェを考えよ

う！！」

学び舎企画推進チーム

（SCUまちの談話室

班）

平成27年1月13日 学部連携演習発表会・展示 教育改革推進チーム

平成27年2月10日 全学FD研修会「異分野連携科目（地域セミナー）を実現する」 教育改革推進チーム

平成27年2月13日
SCUまちの教室公開講座「真駒内のまちづくりを考える～ヨーロッ

パの先進事例を通して～」（講師：杉本達應講師、籔谷祐介COC特

任助教）

学び舎企画推進チー

ム（SCUまちの教室

班）

平成27年2月21日 第4回コミュニティカフェ座談会「コミュニティカフェを考えよ

う！！」

学び舎企画推進チーム

（SCUまちの談話室

班）

平成27年3月16日 COC事務局をCOCキャンパスへ移転 全学

平成27年3月21日 札幌市立大学COCキャンパス　まちの学校プレオープン！ 全学
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社会活動　　５
　空知旧産炭地域における「炭鉱(やま)の記憶」をキーワードにした地域再生のための

アートマネジメント人材育成事業（文化庁 大学を活用した文化芸術推進事業）

５　空知旧産炭地域における「炭鉱(やま)の記憶」をキーワードにした地域再生のための
アートマネジメント人材育成事業（文化庁 大学を活用した文化芸術推進事業）

1)　概要

　北海道空知旧産炭地域の「炭
やま

鉱の記憶」をキーワードにした地域再生を目的としたアートマネジ

メント人材育成にあたり、本学のアート、デザインに関する教員、学生、教育研究機能、施設・

資料等と空知旧産炭地域の地域資産である炭鉱遺産施設、公共施設等を活用したアートプロジェク

ト、ワークショップ、研修等の企画、実施を通して実践的な人材育成を行う。

※「炭
やま

鉱の記憶」：地域の炭鉱が栄えた当時の姿・様子（産業・石炭生産の姿、まちなみ・風景、

炭鉱に働く人々の働く姿・暮らし・文化など）を、現在に語り継ぐ、様々な記録や情報

2)　実施体制

　事業推進責任者：上遠野　敏

　事 業 分 担 者：上田　裕文

　3)　主な事業実績

年月日 事業実績

平成26年5月31日 研修1　アートと「炭鉱の記憶」によるまちづくり（受講者7名）

第1部　平成26年6月7日
第2部　平成26年6月8日

研修2　札幌国際芸術祭と地域連携～出展作家とのワークショップ～（受講者9名、学

生スタッフ5名、一般参加者7名、地域住民協力者3名）

平成26年6月21日 研修3　アートプロジェクト現地調査（受講者7名、学生スタッフ・作家23名）

平成26年8月8日 研修4　札幌国際芸術祭に学ぶ（受講者7名、公開講座13名）

平成26年8月23日～10月13日
※土、日、祝開催

研修5　「そらち炭鉱の記憶アートプロジェクト」開催（受講者14名、入場者4,300名）

平成26年12月10日～12月27日 研修6　「マネジメントの実践と企画展」開催（受講者10名、学生スタッフ8名、入場

者300名）

平成26年12月20日 研修7　海外のギャラリストに学ぶ（受講者6名、学生スタッフ8名、入場者30名）

平成27年1月10日 研修8　マネジメントの検証（受講者4名、学生スタッフ4名）
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社会活動　　６　専門職支援・セミナー講師等

６　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26年度受講者15名（修了者15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26年8月25日
～9月9日

第Ⅱ期（14日間）

平成26年11月4日
～21日

第Ⅲ期（12日間）

平成27年1月6日
～22日

保健医療福祉政

策論/33時間

1.社会保障の概念 講義(3) ★大平　幸治

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

★須田　倫子

★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(3)
　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

★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) ★水野　克也

5.ヘルスケアサービスの経営と質

管理・経済性
講義(9) ★宮城　領子

★児玉 真利子

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) ★和田　昌代

★櫛引　久丸

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
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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26年8月25日
～9月9日

第Ⅱ期（14日間）

平成26年11月4日
～21日

第Ⅲ期（12日間）

平成27年1月6日
～22日

経営管理論/60時
間

10.経営管理論演習 演習(9)

★生江　裕子

★樋渡 ひとみ

★萩原　直美

　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 講義(6) ★榮木　実枝

統合演習/15時間 1.統合演習 演習(15)

★加藤 久美子

★近藤 ときえ

★佐々木 衿子

★的場 由紀子

　猪股 千代子

　古都　昌子

★印：非常勤講師
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　2)　セミナー講師等

　　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26年4月1日
～平成27年3年31日 「筑波大学特別講義－大学と学問－」 筑波大学

平成26年5月21日 「クロストーク」ゲストスピーカー
(一社)日本デザインコンサル

タント

平成26年8月8日 「医療デザイン研究センター」開設式講演 名古屋市立大学病院

平成26年8月21日 公益財団法人全国調理師養成施設協会　講師
(公財)全国調理師養成施設協

会　関東甲信越地区協議会

平成26年12月5日 茨城大学COC事業キックオフシンポジウム

講演会　講師
茨城大学

平成27年2年2日 平成26年度第2回どうなん地域づくりセミ

ナー　講師
函館開発建設部

酒 井 　 正 幸

平成26年6月18日 北のユニバーサルデザイン協議会　講演会　

講師

特定非営利活動法人　北の

ユニバーサルデザイン協議

会

平成26年10月31日 「さっぽろ市民カレッジ2014秋期講座」講

師

(公財)札幌市生涯学習振興財

団

平成26年11月18日 「さっぽろ活用促進ゼミ～さつ活2014」で

の講演
札幌市（市長政策室）

石 崎 　 友 紀 平成27年3月28日 造形活動の実技研修会　講師
札幌・石狩地区幼児放送教

育研究会

杉 　 　 哲 夫 平成26年11月1日 中小企業家同友会第８期経営者大学『経営学

コース』」講師
北海道中小企業家同友会

武 邑 　 光 裕

平成26年7月10日
～11日

「アートカレッジ　in　びえい」教育サポー

ター
美瑛町教育委員会

平成26年10月22日 浜松市創造都市推進会議勉強会　講師 浜松市創造都市推進会議

羽 深 　 久 夫

平成25年7月1日
～8月31日

平成26年度工芸館企画事業の実施にかかる検

討会議等への派遣
(公財)札幌市芸術文化財団

平成26年7月22日・

29日
さっぽろ市民カレッジ・札幌市立大学連携講

座　講師

(公財)札幌市生涯学習振興財

団

平成27年2月24日・

3月3日
「さっぽろ市民カレッジ2015冬期講座」講

師

(公財)札幌市生涯学習振興財

団

原 　 　 俊 彦

平成26年6月24日 第42回全道結婚相談研究協議会講演会　講師

特定非営利活動法人北海道

マリッジ・カウンセリング

センター

平成26年8月21日 弟子屈町「人口減少下における弟子屈町のま

ちづくり」講師
弟子屈町

平成26年9月5日・

10月8日
「選択する未来」委員会における日本の人口

の現状・課題等に関する勉強会　講師

内閣府政策統括官（経済社

会システム担当）

平成26年10月22日 道新室蘭政経文化懇話会講演会　講師 道新室蘭政経文化懇話会

平成27年2月13日 第1回北のシニアビジネス交流会in札幌　講

師

法務会計プラザパートナー

ズ会

平成27年2月19日 厚真町まちづくり講演会　講師 厚真町

　　６　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

矢 部 　 和 夫

平成26年6月22日 「平岡公園春の湿生植物観察ツアー」 (公財)札幌市公園緑化協会

平成26年6月28日 苫小牧市美術博物館大学講座　講師 苫小牧市美術博物館

平成26年7月1日
～平成27年3月31日

室蘭建設管理部管内河川等に係る環境学習会

等の講師
北海道（胆振総合振興局）

平成26年7月31日
～8月2日

トライ☆アス☆カル2014実行委員会・体験

学習　講師

江別市教育委員会・トライ

☆ラス☆カル実行委員会

平成26年9月27日 湿地保全講演会　講師 豊田市自然観察の森

吉 田 　 和 夫
平成26年5月14日
～平成27年3月31日

2017冬季アジア札幌大会ポスター選考アド

バイザー

(公財)第8回札幌アジア冬季

競技大会組織委員会

吉 田 　 惠 介 平成26年11月8日 ふらっとホーム2014in南区～市民と市長の２

時間談義～司会
札幌市（南区）

斉 藤 　 雅 也

平成26年6月9日
～平成27年3月20日 新庁舎建設設計業務アドバイサー 北広島市

平成26年10月8日・

11日
平成26年度北海道旭川西高校「SS特別講座」

講師
北海道旭川西高校

平成26年11月17日 熊本県立大学　特別講師 熊本県立大学

平成27年1月13・
21・28日

BIS認定事業に係る養成講習会並びに更新講

習会　講師
(一社)北海道建築技術協会

武 田 　 亘 明 平成26年12月13日 平成26年度後志地域教育力向上研究会第1回
研修会　講師 後志地域教育力向上研究会

片山　めぐみ
平成26年9月4日 「まちづくり研修会」講師

(一社)北海道まちづくり協議

会

平成26年11月25日 「かしまみらいカフェ」への講師派遣について (公社)かしま青年会議所

福 田 　 大 年

平成26年7月15日 (公財)日本技術士会北海道本部平成26年度第

1回研修会　講師

(公財)日本技術士会北海道本

部青年技術士交流委員会

平成26年9月24日 (公財)日本技術士会北海道本部平成26年度第

2回研修会　講師
(公社)日本技術士会

平成26年10月8日 札幌市養護教員会厚別ブロック研修会　講師 札幌市養護教員会

平成27年2月21日 北海道理学療法士会札幌支部　特別講演講師
(公社)北海道理学療法士会札

幌支部

平成27年3月3日 平成26年度札幌市養護教員全市研究会分科会　

講師
札幌市養護教員会
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　　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26年9月7日 日本救急看護学会主催基礎病態セミナー（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

平成26年9月11日 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）

平成26年10月2日、

3日

平成26年度看護師救急医療業務実地修練の講

師「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」

（一財）日本救急医療財団

①平成26年10月29日
②平成26年11月7日

公益社団法人北海道看護協会の講師第1回①

「看護管理の概要」②「看護管理者の役割と

活動」

（公社）北海道看護協会

①平成27年1月27日
②平成27年1月30日

公益社団法人北海道看護協会の講師第2回①

「看護管理の概要」②「看護管理者の役割と

活動」

（公社）北海道看護協会

樋之津　淳子 平成26年7月～8月 平成26年度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26年11月15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26年6月18日
一般社団法人全国パーキンソン病友の会北海

道支部医療講演会の講師「神経難病患者への

音楽＆看護療法の成果と実際」

（一社）全国パーキンソン

病友の会北海道支部

平成26年6月28日
日本アロマテラピー学会平成26年度 北海

道・東北地方会の講師「統合医療におけるア

ロマテラピーの可能性」

（一社）日本アロマテラ

ピー学会

平成26年1月
～平成27年3月

北海道済生会小樽病院看護部看護指導の講師

「統合医療と看護ケア」

（福）恩賜財団済生会支部

北海道済生会小樽病院

河原田　まり子

平成26年6月21日
全国保健師教育機関協議会北海道・東北ブ

ロック北海道地区会議（第1回）教育実践報

告の講師

（一社）全国保健師教育機

関協議会

平成27年2月9日
平成26年度看護職員研修「看護研究発表会」

の講師「看護研究論文の査読・看護研究発表

の講評-」
札幌市病院局市立札幌病院

川村　三希子

平成26年5月9日、

10日、11日
第11回ELNEC-J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26年5月17日
日本ホスピス緩和ケア協会｢北海道支部 第12
回年次大会｣の講師「大切な人をなくした方

へのケア～さまざまな立場から」

（特非）日本ホスピス緩和

ケア協会北海道支部

平成26年7月26日、

27日

北海道大学病院腫瘍センター主催ELNEC-J
コアカリキュラム看護師養成プログラムの講

師

北海道大学病院

平成26年9月18日、

19日
独立行政法人国立病院機構北海道がんセン

ター看護師教育「ELNEC-J」の講師

（独）国立病院機構北海道

がんセンター

平成26年11月30日 札幌ホスピス緩和ケアネットワーク定例会の

講師「看取り講座ワークショップin札幌」

札幌ホスピス緩和ケアネッ

トワーク

平成27年2月13日、

14日、15日
NPO法人日本ホスピス緩和ケア学会

ELNEC-J指導者養成プログラムの講師

（特非）日本ホスピス緩和

ケア学会
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定廣　和香子 平成26年7月～8月 平成26年度専任教員養成講習会の講師｢看護

論｣
北海道（保健福祉局）

スーディ神崎 和代

平成26年6月4日
新陽パソコン倶楽部 Project SHINYO
情報通信月間参加行事の講師「ICTで
E-KURASHI」

新陽パソコン倶楽部 Project 
SHINYO

平成26年8月22日
一般社団法人北海道老人保健施設協議会第22
回北海道老人保健施設大会の講師「めざそう 
夢のある老健を」

（一社）北海道老人保健施

設協議会

平成26年9月11日 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26年9月18日、

19日
平成26年度訪問看護師要請講習会（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26年10月18日
公益社団法事北海道看護協会札幌第4支部看

護師職能委員会講演会の講師「『個』を理解

して地域につなぐ～異文化アセスメント～」

（公社）北海道看護協会 札
幌第４支部

平成26年10月25日 エーザイ株式会社南北海道統括部第1回夕張

認知症ケアフォーラムの講師
エーザイ㈱南北海道統括部

松 浦 　 和 代

平成26年6月25日、

27日

平成26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26年11月10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

上 村 　 浩 太

平成26年10月31日

特定非営利活動法人北海道子育て支援ワー

カーズ千歳市緊急サポートネットワークの講

師「病児・病後児保育の基礎A～保育管理・

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26年11月10日

特定非営利活動法人北海道子育て支援ワー

カーズおたるファミリーサポートセンター提

供会員養成講習会の講師「病児支援の基礎知

識」

（特非）北海道子育て支援

ワーカーズ

大 野 　 夏 代
平成26年6月～7月
平成26年10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”面談講師「入職

1ヵ月後面」「入職6ヵ月後面談」

IMSグループ

貝 谷 　 敏 子

平成26年4月20日 第39回創傷・スキンケア研究会の講師「看護

に取り入れたい経済学的評価方法」

金沢大学医薬保健研究域保

健学系創傷・スキンケア研

究会

平成26年8月9日
看護職員研修会「看護研究 基調講義｣の講師

｢研究方法について学ぶ－課題に基づいた研

究デザインの選択、概念枠組みを知る－｣

札幌市病院局市立札幌病院

平成26年8月30日

第16回日本褥瘡学会学術集会教育講演8の講

師「エビデンスに基づいたドレッシング材の

選択―ドレッシング材の基本とスキンケアの

基本知識―」

第16回日本褥瘡学会学術集

会

平成27年3月19日 平成26年度褥瘡委員会学習会の講師
（公社）勤医協札幌西区病

院



－ 107 －

社会活動　　６　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

菊地　ひろみ
平成26年10月23日、

24日
平成25年度訪問看護師養成講習会総合演習助

言者
（公社）北海道看護協会

清 水 　 光 子 平成26年7月11日
平成26年度札幌シニア大学講座の講師「認知

症の方と家族をサポートする地域福祉活動に

ついて」

（一社）札幌市老人クラブ

連合会

菅 原 　 美 樹 平成27年2月9日
平成26年度看護職員研修「看護研究発表会」

の講師「看護研究論文の査読・看護研究発表

の講評」

札幌市病院局市立札幌病院

古 都 　 昌 子
平成26年10月9日、

10日
平成26年度中国四国グループ内実習指導者講

習会の講師

（独）国立病院機構　中国

四国グループ

村 松 　 真 澄

平成26年4月12日 『のみこみ安心ネット・札幌』公開研修会の

講師「口腔ケアの必要性・重要性」
のみこみ安心ネット・札幌

平成26年6月11日
北海道大学大学院歯学研究科高齢者歯学研究

科高齢者歯科学教室の講師「在宅訪問歯科診

療」

北海道大学大学院歯学研究

科高齢者歯学研究科高齢者

歯科学教室

平成26年7月9日
平成26年度全道ホームヘルプサービス研究大

会分科会の講師「ホームヘルパーのための口

腔ケアとアセスメント」

北海道ホームヘルプサービ

ス協議会

平成26年8月21日 口腔ケアについての講演会の講師
国家公務員共済組合連合会　

虎の門病院

平成26年10月25日
平成26年度北海道ホームヘルプサービス協議

会札幌・石狩・空知地区の講師「ホームヘル

パーのための口腔ケアの実践」

北海道ホームヘルプサービ

ス協議会

守 村 　 　 洋 平成27年1月20日 千歳市こころのケア講座の講師 千歳市

山 田 　 典 子

平成26年7月23日

公益社団法人あおもり被害者支援センター

相談員・支援員に対する性犯罪被害者に関

する研修の講師「性犯罪被害者支援とは（概

論）」

（公社）あおもり被害者支

援センター

平成26年10月4日
浦安市市民フォーラム分科会「WHO推奨

セーフコミュニティに学ぶ」の講師「セーフ

コミュニティの広がりを目指して」

日本市民安全学会

平成26年12月13日
山梨県女性相談所、女性の人権サポートく

ろーばー共催事業の講師「女性と子どもを守

るまちづくり」

山梨県立男女共同参画推進

センター

太 田 　 晴 美

平成26年7月4日 リーダーシップ研修、災害研修の講師 滝川市立病院

平成26年7月7日

市立釧路総合病院の講師「・看護課長補佐研

修Ⅰ「チームへの教育的関わり」（計画作

成）・看護課長補佐研修Ⅱ「チームへの教育

的関わり」（実践報告）」

市立釧路総合病院

平成26年8月8日 平成26年度 地域別総合防災研修<北海道>の
講師

明治大学危機管理研究セン

ター/有明人材育成研修タス

クフォース

平成26年8月28日、

29日 ｢災害看護研修会（南空知支部）｣の講師 （公社）北海道看護協会

平成26年9月9日 救急隊員研修会の講師「災害現場におけるト

リアージ」
北広島市消防署

平成26年9月11日 看護職復職支援講習会の講師「グループ意見

交換」
札幌市（保健福祉局）
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太 田 　 晴 美

平成26年10月25日 小規模病院等看護技術強化事業主催臨床研修

会の講師「災害看護」

北海道自治体病院協議会/小
規模病院等看護技術強化研

修事業

平成26年11月1日 一般社団法人札幌臨床検査技師会第20回札幌

セミナーの講師「緊急検査」
（一社）札幌臨床検査技師会

平成26年11月6日 リーダーシップ研修の講師 滝川市立病院

平成26年11月10
日、12月5日 苫小牧市立病院　災害訓練・災害研修 苫小牧市立病院

平成26年11月11日、

14日
医療法人渓仁会法人本部看護職リーダー研修

会の講師「災害看護と管理」
（医）渓仁会法人本部

平成26年11月17日
北海道立子ども総合医療・療育センター災害

対策についての講演会の講師「災害の現状と

災害に対する心構え（仮）」

北海道立子ども総合医療・

療育センター

平成26年11月26日 北海道開発局防災セミナーの講師「災害看護

について」
北海道開発局

平成27年1月24日
北海道自治体病院協議会

小規模病院等看護技術強化研修事業（釧路）

災害看護研修の講師

北海道自治体病院協議会/小
規模病院等看護技術強化研

修事業（釧路）

平成27年2月12日 手稲渓仁会病院災害看護研修の講師 （医）渓仁会手稲渓仁会病院

平成27年2月18日 平成26年度地域保健関係職員研修｢保健危機

管理に関する研修｣の講師
札幌市（保健福祉局）

平成27年3月3日
平成26年度北海道農政事務所防災研修の講師

「業務継続計画の運用に資する訓練に向けた

演習（仮題）」

農林水産省北海道農政事務

所

平成27年3月4日 JA北海道厚生連札幌厚生病院メンター研修

の講師

JA北海道厚生連北海道厚生

農業協同組合連合会札幌厚

生病院

平成27年3月9日 リーダーシップ研修の講師 滝川市立病院

神 島 　 滋 子
平成26年8月～平成

27年2月
札幌市立大学看護学部OSCE体験コースの講

師

（医）渓仁会手稲渓仁会病院

（公）札幌市立大学

田 中 　 広 美 平成26年6月～8月 平成26年度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）

原 井 　 美 佳 平成26年7月12日
北のくらしと地域ケア研究所ケアアセスメン

トに関する研修会の講師「高齢者の尿失禁～

アセスメントとケアの方法」

北のくらしと地域ケア研究所

藤 井 　 瑞 恵 平成26年11月15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26年7月9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

山内　まゆみ
平成26年11月15日、

16日
一般社団法人日本母乳の会第24回ワーク

ショップの講師
（一社）日本母乳の会

山本　真由美 平成26年5月16日
独立行政法人国立病院機構北海道がんセン

ター「看護研究計画書の作成について」の研

修会講師

（独）国立病院機構北海道

がんセンター

渡邉　由加利 平成26年8月27日 恊和交通株式会社　社員研修の講師「妊産婦

と送迎の仕方」
恊和交通㈱
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工 藤 　 京 子
平成26年8月

～平成27年2月
札幌市立大学看護学部OSCE体験コースの講

師

（医）渓仁会手稲渓仁会病院

（公）札幌市立大学

多 賀 　 昌 江
平成25年5月11日、

9月7日

ワーキングマタニティスクールの講師「お勤

めしている妊婦さんとパートナーのための教

室」

（財）母子衛生研究会

坂東　奈穂美

平成26年7月4日 滝川市立病院リーダーシップ研修の講師 滝川市立病院

平成26年9月11日 札幌市保健福祉局看護職復職支援講習会の講

師「グループ意見交換」
札幌市（保健福祉局）

星 　 　 幸 江 平成26年4月25日 医療法人社団研成会札幌鈴木病院外来看護師

の看護課程の学習会

医療法人社団研成会札幌鈴

木病院

　　③　教育支援プロジェクトセンター

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者等

籔 谷 　 祐 介
平成26年12月1日 サイエンス・カフェでの講演会 講師

サイエンストークをやって

みる会代表

平成27年1月24日 第1回さっぽろ若者会議　講師 さっぽろ若者会議
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７　国際交流実績

教　員　名 内容

平成26年6月29日
～7月6日 派遣 華梵大学（台湾）とのデザインワークショップ実施（学生15名、教員2名）

平成26年7月 交流協定更新 清華大学美術学院（中国）交流協定更新

平成26年7月1日 派遣 清華大学美術学院（中国）にて交流協定記念講演派遣（教員1名）

平成26年7月7日
～14日 受入 清華大学美術学院（中国）の研究訪問として関係者受入（教員1名）

平成26年8月5日 受入 国立台中科技大学（中国）関係者来学（教員6名）

平成26年8月
　～平成27年7月 派遣 ラップランド大学（フィンランド）へ留学（学生1名）

平成26年8月中旬

～9月下旬の1ヵ月半
派遣 フィンランドロヴァニエミ市でインターンシップ（学生3名）

平成26年9月5日 受入
ポーランドの関係者を受入　札幌市の国際交流部と連携（札幌市4名、ポートラ

ンド2名）

平成26年9月10日 受入 華梵大学（台湾）関係者図書館視察受入（教員1名）

平成26年9月25日
～平成27年8月31日 受入 華梵大学（台湾）特別聴講留学生受入（学生1名）

平成26年10月2日 受入
JENESYS2.0　ASEAN　メディア訪日団（フィリピン大学生）の受け入れを

行った。（学生30名）

平成26年10月19日
　　　　　～24日 受入 承徳医学院（中国）短期交流プログラム実施（学生5名、教員1名）

平成26年10月30日
～11月5日 派遣

清華大学美術学院（中国）30周年記念学会における基調講演にて特別講演、学

会コーディネータとして派遣（教員2名）

平成26年11月5日
　　　　　～7日 派遣

ラップランド大学（フィンランド）で実施されたサスティナビリティウィーク

に教員を派遣（教員2名）

平成26年12月3日
～10日 派遣 清華大学美術学院（中国）主催のワークショップへ参加（教員1名、学生4名）

平成26年12月5日
～10日 受入 ラップランド大学（フィンランド）関係者受入（教員3名）

平成26年12月5日 受入 フィンランドロヴァニエミ市関係者受け入れ（2名）

平成26年12月8日
～11日 国立台中科技大学（台湾）へ学長訪問

平成27年2月17日
～22日 派遣

ラップランド大学（フィンランド）で開催されたArctic Sustainable Art and 
Design(ASAD)ミーティングへの参加、研究打ち合わせのため派遣。（教員1名）

平成26年2月17日
・22日 展示

ラップランド大学（フィンランド）で開催されたArctic Design weekで卒業生4
名の作品を展示
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８　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26年度は、第1回専門技術研修及び第2回招聘研修を実施した。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25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等を行い、育児指導実施要項及び育児指導用教材を作成した。招聘研

修ではモンゴル国のこども病院産後ケア病棟に勤務する小児看護師・助産師6名を対象とした。研

修期間は2週間であり、本学における講義のほか、札幌市（保健福祉局保健所および病院局市立札

幌病院）の協力のもと、見学および実習等の研修を行った。

　

　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：31名（第1回専門技術研修25名、第2回招聘研修6名）

　3)　平成26年度の主な事業実績

年月日 事業実績 開催地

平成26年8月27日
～9月3日 第1回専門技術研修 モンゴル国（ウランバートル）

平成27年2月25日
～3月11日 第2回招聘研修 日本（札幌）
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９　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 学外貸出件数 計

セ ミ ナ ー 24 0 24

会 　 　 議 80 0
80

※内訳

　会議（学内者のみ）18
　産学連携・会議（学外者を含む）62

学 　 　 会 171 0 171

そ  の  他 41 0 41

合計 316 0 316


