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Ⅳ　社会活動

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

地域資源を活用した都市

空間におけるストリート

ファニチャーの研究と計

画

―西2丁目地下歩道の賑わ

いを目的としたストリー

トファニチャー

平成29年4月13日～

平成30年2月28日

西2丁目地下歩道の整備により、札幌市民がより

アクセスしやすくなった市民交流プラザ及び市

役所本庁舎等の立地を生かし、文化芸術意識の

醸成と市民交流の拠点としての当地区の価値創

造に資するような、地域資源を顕在化させた空

間及びストリートファニチャーのデザイン研究

を実施した。

札幌市

（建設局）

安平町における住民参加に

よる観光まちづくり

平成29年5月25日～

平成30年3月20日

安平町は2年後の道の駅オープンを皮切りにイン

バウンドを含めた観光客誘致を目指している。

本研究は、地域資源発掘のまち歩きや観光マッ

プづくりを通して、いかに住民参加型の観光ま

ちづくりを効果的に推進できるか実践的研究を

行った。

㈱道新サービ

スセンター

防水性・防汚性コーティン

グを活用したクッションの

製品化に向けた検討

平成29年5月29日～

平成29年9月30日

スポンジやウレタンへの防水性・防汚性コー

ティング技術を生かしたクッションについて、

製品化に向けたデザインを検討し、実モデルを

開発するとともに展示会などを通してそれらを

公表した。

フィールド・

クラブ㈱

キウシト湿原植生調査研

究

平成29年6月22日～

平成30年3月9日

希少な動植物の生息地である「キウシト湿原」

の植生状況等の調査を行い、原状を把握すると

ともに、過去の調査データと比較し考察するこ

とにより、当湿原を適正に保全するための方法

を検討することを目的とした。

登別市

動物園の森ビオトープの

総合デザイン研究

平成29年7月13日～

平成30年2月28日

札幌市円山動物園の森ビオトープの一般公開を

目的とした以下の調査研究を実施した。

・森内昆虫、植物の現状調査と記録

・来園者とガイド間のコミュニケーションを支

援するビジュアルツールの試作提案

・ガイドボランティアのガイド技術向上のため

の講習会開催

・アドバイザリースタッフとして動物園の森運

営会議への出席

札幌市

（環境局）

飼育動物とその生息環境

の特徴をひき出す展示デ

ザイン研究

－北方圏ゾーンのグラン

ドデザインと園内施設の

サインデザインの監修－

平成29年7月13日～

平成30年3月30日

札幌市円山動物園の基本構想に基づいて、飼育

動物とその生息環境の特徴をひきだす展示デザ

インの研究を行うため、以下を実施した。

・北方圏ゾーンの再整備にむけたグランドデザ

インの監修

・新施設のサインデザインの監修（ゾウ舎・

ホッキョクグマ舎を主として）

札幌市

（環境局）

ユニバーサルデザイン視

点からの円山動物園にお

けるアプローチデザイン

研究

～地下鉄円山公園駅から

の誘導サインデザイン·正
門前広場デザイン～

平成29年7月13日～

平成30年2月28日

札幌市円山動物園入園までのわくわく感創出を

目的として以下の調査・デザイン研究を実施し

た。

・地下鉄円山公園駅から円山動物園までの木道

等における誘導サイン

・円山動物園正門前広場のモニュメント製作含

めた総合デザイン

札幌市

（環境局）
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北海道産針葉樹材を活用

した新規木質部材開発

平成29年8月25日～

平成30年3月15日

昨年度行った木質病室ユニットのサンプル評価

における課題を踏まえた製品の改良を共同で

行った。本学は、主に木質ユニットを設置する

際の課題、運用上の問題（看護師等医療従事者

対象）について担当した。

㈱ハルキ

外断熱建築の熱性能評価

と住まい手行動の研究

平成29年12月21日～

平成30年2月28日

外断熱建築の高い熱性能をひき出す住まい手の

環境調整行動を季節別に明らかにすることを目

的とし、具体的には、①室内温熱環境の実測調

査・解析、②住まい手の窓まわりの環境調整行

動による放射環境・快適性の違いを明らかにし

た。

㈱アーブ建築

研究所

　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

2件実施（詳細は非公表）

　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

　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

札幌国際芸術祭2017NMAライブ・ビデオアーカイブ 札幌国際芸術祭実行委員会 須之内 元洋

南区まちナカアート（じょうてつバス車体のアート装

飾）
札幌市（南区）

吉田　和夫

大渕　一博

南区まちナカアート（地下鉄真駒内駅ホーム転落防止柵

のアート装飾）
札幌市（南区）

吉田　和夫

大渕　一博

三吉神社例大祭 札幌大通まちづくり㈱ 上遠野　敏

モビリティを活用した「賑わい創出プロジェクト」の為

の車両開発

特定非営利活動法人エコ・モビリ

ティ　サッポロ
籔谷　祐介

南区の魅力をPRする啓発品製作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

10周年記念イベント用オープニング映像作成 視覚科学技術コンソーシアム
石井　雅博

石田　勝也

Connekid! in そらのガーデン　子ども向けイベント 札幌駅総合開発㈱ 小宮 加容子

もりの仲間のさわやかクラブ「介護予防－健康測定会

－」
芸術の森地区社会福祉協議会 原井　美佳
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事業名 依頼元 担当教員

スマイルクラブ 常盤団地社会福祉推進委員会 本田　　光

円山動物園の園内サインの分析と試作 円山動物園 福田　大年

円山動物園の印象マップによる観覧者の行動分析 円山動物園 若林　尚樹

南区アート自販機事業（国営滝野すずらん丘陵公園） 札幌市（南区） 大渕　一博

南区オリジナルうちわの制作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

もいわ自由学校「走れ！ロボットカー！」 札幌市もいわ地区センター 三谷　篤史

まちゼミ「まこまない盆踊を「おおう」大風呂敷をつく

ろう」
真駒内団地商店街振興会

片山 めぐみ

矢野 祐美子

籔谷　祐介

ベーカリーショップななかまど オリジナルパッケージ作

成事業
(福)白老宏友会多機能型事業所ポプリ 大渕　一博

ゴムを素材とする北海道土産品の開発 ㈱アドバンス・フーズ 矢久保 空遥

燃料電池自動車（FCV）ラッピングデザイン作成 札幌市（環境局） 山田　　良

札幌事業所デザインコンテスト SCSKサービスウェア㈱ 山田　信博

南区まちナカアートプロジェクト（じょうてつバス車内

のアート装飾及び南区事業紹介ポスター掲示）
札幌市（南区）

吉田　和夫

大渕　一博

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

若年層へのDV予防啓発講座プログラム作成事業 北海道シェルターネット事務局 吉田　和夫

地域振興課職員用IDカード製作事業 札幌市（南区） 大渕　一博

北海道アールブリュットフォーラム in 岩見沢 2017
(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

財団施設配布物のフッターデザインの制作業務 (一財)さっぽろ健康スポーツ財団 福田　大年

第8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

けんこうフェスタ 2017inちゅうおう 札幌市（中央区）
渡邉 由加利

柏倉　大作

生き活き健康教室 石山地区まちづくり協議会会長 本田　　光

海外客向け土産品テーブルランプデザイン 清水勧業㈱ 三谷　篤史

藻岩地区健康づくりふれあい交流会 藻岩地区社会福祉協議会 小坂 美智代

手造通（てあるとおり）プロジェクト2017 札幌市西区市民部 山田　　良

セイコーマートデジタルサイネージ北海道遺産PR事業 NPO法人北海道遺産協議会 須之内 元洋

広報さっぽろ南区版表紙デザイン事業 札幌市（南区） 大渕　一博

第23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

第23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

株式会社及びデイサービスのロゴ作成 ㈱メルシー 村松　真澄

「オーラルケア事業創出プロジェクトにおけるリサーチ

およびサービスプロトタイピング業務」にかかるリサー

チ分析業務

㈱アイ・エム・ジェイ 福田　大年

藤野地区コミュニティデザインへのアドバイス cafe日和 片山 めぐみ
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事業名 依頼元 担当教員

南消防団員入団促進ポスターコンペ 札幌市南消防団 籔谷　祐介

株式会社AIRDO CIマニュアル改定 ㈱AIRDO 
安齋　利典

若林　尚樹

あなたの街でけんしん＆健康チェック会～まちけんin定
山渓～

札幌市
伊東 健太郎

菊地 ひろみ

アクティブラーニング用什器開発 ㈱イチムラ 矢久保 空遥

paseo creators camp vol.4 札幌駅総合開発㈱ 石田　勝也

平成29年度平取町文化的景観自然的環境等調査業務 ㈱ノーザンクロス 椎野 亜紀夫

鵡川・沙流川 WAKUWAKU 協議会　流域特産品開発 ㈱ノーザンクロス 椎野 亜紀夫

子育て未来フェスタさっぽろ2017 未来を守ろうプロジェクト 小宮 加容子

株式会社AIRDO　就航20周年「叶える翼」ステッカー ㈱AIRDO 
安齋　利典

若林　尚樹

自主事業におけるマーケティング支援業務 (一財)さっぽろ健康スポーツ財団 福田　大年

札幌市ワーク・ライフ・バランスplus 企業認証制度に係

る認証マークデザインの作成
札幌市（市民文化局） 吉田　和夫

ユニバーサル製品開発
(一社)旭川ウェルビーイング・コン

ソーシアム

安齋　利典

小宮 加容子

千歳レラ＊コタンの冬まつり（小さな東屋の村） 千歳アウトレットモール・レラ 山田　　良

創造都市さっぽろWAON　新デザイン募集 イオン北海道㈱ 若林　尚樹

HBCアナウンサー絵本朗読会～よみドキッ！～ 北海道放送㈱ 石田　勝也

ピンクリボン啓発グッズデザイン制作事業 北海道コカ・コーラボトリング㈱ 大渕　一博

OTO TO TABI 2018 おととたび 小宮 加容子

簾舞まちづくり協議会のロゴマーク作成　事業 簾舞まちづくり協議会 金子　晋也

　　１　地域貢献諸活動



－ 89 －

社会活動Ⅳ

  

　5）　高大連携

　　①　デザイン学部　第10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29年9月18日

市立札幌旭丘高等学校

市立札幌藻岩高等学校

市立札幌清田高等学校

市立札幌平岸高等学校

市立札幌新川高等学校

市立札幌大通高等学校

28名 体験しよう3Dのものづくり 三谷　篤史

　　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29年4月10日～

平成30年2月1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

北海道札幌大通高等学校

28名

7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）

◎喜多　歳子

　本田　　光

3名 人間発達援助論

（演習・30時間）

◎宮﨑 みち子

　小田　和美

　松浦　和代

　村松　真澄

　守村　　洋

6名 チーム医療論

（講義・15時間）

◎矢野 祐美子

　猪股 千代子

7名 国際看護学

（講義・15時間）
◎大野　夏代

◎印：科目責任者（オムニバス形式などの場合）

　6）　高校出前講義

　デザイン学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成29年8月29日 北海道旭川北高等学校
人がつながる仕組みづくり＝『コミュニ

ティデザイン』
片山 めぐみ

平成29年11月7日 市立札幌旭丘高等学校 遊びのデザイン 小宮 加容子

平成29年11月8日 市立札幌新川高等学校
デザインを学問として学ぶと、◎◎な人

材になれます。
柿山 浩一郎

平成29年11月8日 市立札幌清田高等学校 のりものの未来 蓮見　　孝

平成29年12月7日
平成29年12月14日
平成30年1月18日
平成30年1月25日

北海道札幌手稲高等学校 新しいスマホをデザインしてみよう！ 柿山 浩一郎

　　１　地域貢献諸活動
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　看護学部

開催日 高校名 テーマ 担当教員

平成29年6月19日 北海道札幌厚別高等学校
人間にとっての排泄および排泄援助を考

える－看護職として大切にしたいこと－
古都　昌子

平成29年7月13日 北海道室蘭清水丘高等学校 看護管理学について 矢野 祐美子

平成29年9月1日 北海道札幌新川高等学校 家庭看護・医療 松浦　和代

平成29年10月10日 北海道伊達緑丘高等学校 女性の健康－妊産婦死亡の予防 宮﨑 みち子

平成29年10月27日 北海道札幌藻岩高等学校 母性看護学：妊産婦死亡 宮﨑 みち子

平成29年11月2日 北海道大麻高等学校
母性看護学

「女性の健康－妊産婦死亡－」
宮﨑 みち子

平成29年11月8日 北海道札幌新川高等学校 在日外国人の健康の課題 大野　夏代

　7）　その他の地域貢献諸活動

　デザイン学部

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

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29年6月30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
5名 平成29年12月6日

上遠野　敏

炭鉱の記憶推進事業団運営委員
NPO炭鉱の記憶推進事業

団

平成29年4月
～平成30年3月

レトロスペース坂会館の継続を支援や講

演会など小企画 世話人
レトロスペース応援隊

平成29年4月
～平成30年3月

斉藤　雅也

オレンジリビングベース内覧会　記念講

演　オレンジリビングベースのクリマデ

ザイン

オレンジホームケアクリ

ニック（福井県福井市）
平成29年4月22日

「いきいき健康塾」講座　講師（住まい

の温熱環境と住まい方調査の結果報告）
幌加内町（保健福祉課） 7名 平成29年10月29日

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

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

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

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

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

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

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
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

羽深　久夫

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

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

改訂版　南区花マップの作成（10,000部
印刷し、南区小中高校に配布）7月発行

札幌市南区花のよるまち

づくり連絡会

町田佳世子
女性の人権と社会的地位向上のための講

演会等開催
BPW札幌クラブ

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 1名 平成29年4月
～平成30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29年4月

～平成30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 1名 平成29年4月
～平成30年3月

湿原を守る活動（副理事長） 一般社団法人湿原研究所 5名 平成29年4月
～平成30年3月

陶芸を中心とする物づくり体験、自然体

験や食育に関する事業を行う（理事）

特定非営利活動法人　風

の村学舎

平成29年4月
～平成30年3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29年4月
～平成30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

6名 平成29年4月
～平成30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29年4月
～平成30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29年4月
～平成30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29年4月
～平成30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
2名 平成29年4月

～平成30年3月

三谷　篤史

道内大学生対象のロボコン「ロボット・

トライアスロン」の実施運営

ロボット・トライアスロ

ン実行委員会
2名 平成29年9月24日

ロボット講習会および競技会の実施運

営，ポスター・横断幕の提供

北海道ロボット教育推進

会
2名 平成29年4月

～平成30年3月

山田　信博
団地自治会と共同で団地コミュニティ再

生の活動を実施
URあけぼの団地自治会 3名 平成30年3月24日

山田　　良

クラフト通り企画・運営・ディレクショ

ン
発寒商店街

ゆきあかりイベント・ディレクション 芸術の森地区

石田　勝也 広報活動支援（ウェブ） 簾舞まちづくりセンター
平成29年3月

～平成30年3月

大渕　一博
ベーカリーショップななかまどオリジナ

ルパッケージ制作

社会福祉法人白老宏友会 
多機能型事業所ポプリ

6名 平成29年7月～9月

　　１　地域貢献諸活動



－ 92 －

社会活動Ⅳ

  

教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

大渕　一博

南区PRグッズ（うちわ・職員証・マス

テ）／広報さっぽろ南区版ページのデザ

イン制作

札幌市南区役所 延べ8名
平成29年6月

～平成30年3月
（4日間）

ピンクリボン啓発グッズデザイン制作事

業

北海道コカ・コーラボト

リング㈱
20名程度

平成30年2月
～継続中

片山めぐみ
藤野地区コミュニティデザインへのアド

バイス（研究協力、大学への依頼有り）
cafe日和　飯田くるみ 1名 平成29年10月2日

～平成30年3月31日

小宮加容子

協力依頼：アートワークショップの実施
北海道アール・ブリュッ

トネットワーク協議会
4名 平成29年9月9日

～10日

協力依頼：子ども向けワークショップの

企画および材料制作

未来を守ろうプロジェク

ト
8名 平成29年12月16日

子ども向けワークショップを企画、実施

（共同開催）
キンダーリープ 8名 平成29年12月16日

協力依頼：ユニバーサルデザイン製品の

提案

一般社団法人　旭川ウェ

ルビーイング・コンソー

シアム

8名 平成29年12月20日
～平成30年3月31日

子ども向けワークショップを企画、実施
サイエンスリンクin 北海

道
9名 平成30年2月11日

協力依頼：OTO TO TABI 2018内のキッ

ズスペースの企画・実施
OTO TO TABI 2018 7名 平成30年3月3日

福田　大年 厚真町PRグッズ企画制作ワークショップ 厚真町
平成29年10月

～12月

金子　晋也

SCUまちの先生から展開した市民の民謡

サークル活動の支援
まこまない楽団

平成29年12月
～平成30年3月

バスルートを活用したまちづくりに関す

る支援体制アドバイス
簾舞まちづくり協議会 平成30年2月

　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

ボランティア COC:まちの健康応援室 平成29年11月23日

運営委員
性暴力被害者支援セン

ター北海道SACRACH
平成29年4月

～平成30年3月

猪股千代子

「病院で働く看護職員の心の健康セルフ

ケア研修のアウトカム」研究打ち合わせ

「病院で働く看護職員の心

の健康セルフケア研修のア

ウトカム」研究代表者

平成29年8月1日
～11月1日
（4日間）

難病患者と家族のための統合医療ケア
ハマナス音楽＆看護療法

研究会
平成29年5月19日

難病患者と家族のための統合医療ケア
ハマナス音楽＆看護療法

研究会
平成29年6月2日

全人的健康と統合医療ケアの理論と実践

法の学習
北海道統合医療研究会 平成29年6月4日

難病患者と家族のための統合医療ケア
ハマナス音楽＆看護療法

研究会
平成29年7月14日

全人的健康と統合医療ケアの理論と実践

法の学習
北海道統合医療研究会 平成29年9月10日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

猪股千代子

難病患者と家族のための統合医療ケア
ハマナス音楽＆看護療法

研究会
平成29年9月22日

全人的健康と統合医療ケアの理論と実践

法の学習
北海道統合医療研究会 平成29年11月19日

難病患者と家族のための統合医療ケア
ハマナス音楽＆看護療法

研究会
平成29年12月1日

全人的健康と統合医療ケアの理論と実践

法の学習
北海道統合医療研究会 平成30年3月4日

川村三希子

街なかちえのカフェ　がんと暮らしの知

恵いろいろ企画・運営

市民と共に創るホスピス

ケアの会
平成29年8月20日

リンパ浮腫ケア支援
市民と共に創るホスピス

ケアの会
平成29年7月14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29年7月1日

菊地ひろみ

幹事
札幌ホスピス緩和ケア

ネットワーク

藻岩地区健康づくりふれあい交流会 藻岩地区社会福祉協議会 平成29年10月25日

出張！あなたの街でけんしん＆健康

チェック会
まちの健康応援室

そうえん健康茶話会講師 桑園交流ネットワーク

ご近所先生講師 桑園交流ネットワーク

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29年4月7日
～平成30年3月16日

（22回）

医療通訳
特定非営利活動法人エス

ニコ

平成29年4月4月15日
～平成30年2月24日

（7回）

貝谷　敏子
ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査委員会 札幌医科大学 平成29年11月27日

ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査委員会 札幌医科大学 平成30年2月7日

神島　滋子
統計に関する勉強会を主催、広く興味の

ある多職種で実施
札幌統計初心者勉強会 5名 年3回程度

藤井　瑞恵

ミニ大通りお散歩まつり講演「生活習慣

病を予防しよう」
モロオ 平成29年9月11日

南区健康祭りに参加「ロコモでクッキン

グ」
南区役所 平成29年9月27日

協議会主催のシンポジウム当日開催協力

（学生と共に）
北海道腎臓病患者協議会 平成29年11月5日

食育ネットワーク委員 札幌市中央区保健福祉局

古都　昌子
看護コンソーシアム事業としての中堅看

護師研修

教育実践プロジェクトセ

ンター

平成29年9月
～平成30年3月

本田　　光

常盤地区スマイルクラブにて健康相談

南区第１地域包括支援セ

ンター、介護予防セン

ター

2名 平成29年7月8日

みんなでみに区る健康まつりにて健康相談 札幌市南区役所保健福祉部 2名 平成29年9月27日

生き活き健康教室にて健康相談 石山地区まちづくり協議会 平成29年10月19日
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教員名 内容 主催者 参加学生数 参加日・期間

本田　　光 餅つき会（桑園児童会館）に協力

桑園地区青少年育成委員

会、桑園児童会館子ども

運営委員会

14名 平成29年12月16日

村松　真澄

地区会議にて企画 桑園交流ネット 平成29年3月21日

actの学生と外出レクのボランティア 西円山病院 5名 平成29年8月25日

2017年度の調査報告（依頼にてポスター

展示）
根室市・根室保健所 平成29年9月3日

こころとからだの健康のお話に耳を傾け

てみませんか？、と子ども達への歯の健

康のクイズや人形劇

ミニ大通りお散歩まつり

実行委員会
12名 平成29年9月10日

オレンジカフェのお手伝い サン・グレイス 8名 平成29年9月10日他

企画・運営に学生とボランティア参加 桑園医療懇話会 延べ10名 平成29年9月23日他

みんなでみに区る健康まつり　健康セミ

ナー、3つのブースを設け、生協の宅配食

展示や栄養補助食品・介護食の展示、健

口体操の指導

南区健康まつり 4名 平成29年9月27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法人ゆいネット北海

道
平成24年～

妊娠中のご夫婦向け両親学級　夫婦会議

で夫婦の強みを発見
個人 8名 平成29年5月21日

けんこうフェスタ in ちゅうおう
札幌市中央区保健セン

ター

平成29年9月8日
～18日

ミニ出張講座「ママのからだと心の声」

聴いていますか？伝えていますか？
ちあふる・みなみ 平成29年10月

ワークショップ「メディカルギャップを

考える」

NPO法人ゆいネット北海

道
4名 平成29年12月2日

伊東健太郎 北海道当事者研究　小樽大会運営
北海道当事者研究ネット

ワーク

平成29年9月2日
～3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、総会の司会、関係者

への挨拶まわり

北海道低肺の会（患者団

体）
年間を通じて

小坂美智代
「藻岩地区健康づくりふれあい交流会」

骨密度測定・血圧測定、健康相談
藻岩地区社会福祉協議会 平成29年10月25日

原井　美佳
もりの仲間のさわやかクラブ「介護予防

‐健康測定会‐」

芸術の森地区社会福祉協

議会
4名 平成29年7月28日

三上　智子 小学校での絵本の読み聞かせ
札幌市立大学絵本サーク

ルしゃぼんだま
8名 平成29年8月24日

森川　由紀

健康相談 COCまちの健康応援室 平成29年6月

夏の乳幼児の感染症予防と対策の講和 まこまる育児講和 平成29年6月

冬の乳幼児の感染症予防と対策の講和 まこまる育児講和 平成29年12月

健康相談 COCまちの健康応援室 平成29年12月

山本真由美 助産師、看護師として対象者の健康相談 COCまちの健康応援室

柏倉　大作

けんこうフェスタin ちゅうおうに「助産

師とお父さん看護師による赤ちゃん体験

コーナー」を出展

札幌市中央区保健福祉部 平成29年9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

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（大縄跳び大会）
桑園地区連合町内会 8名 平成29年8月

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（文化祭）
桑園地区連合町内会 14名 平成29年10月

田仲　里江
桑園まちづくりセンターでの文化祭に学

生と参加
桑園地区文化祭 9名 平成29年10月22日

　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

モビリティを活用した「賑わい創出プロ

ジェクト」の為の車両開発プロジェクト

委員

N P O法人エコ・モビリ

ティ サッポロ

平成29年4月1日
～平成30年3月31日

まちゼミ「まこまない盆踊を「おおう」

大風呂敷をつくろう」
真駒内団地商店街振興会

平成29年6月20日
～8月1日

南消防団員入団促進ポスターコンペ 札幌市南消防団 3名 平成29年10月16日
～11月30日
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　8）　マスメディアへの掲載

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

蓮見　　孝 新聞論説「時論」2回 茨城新聞

上遠野　敏

まちなかエリア 企画チーム 上遠野敏さん ontona(北海道新聞） 平成29年7月5日

札幌国際芸術祭2017 ここが見どころ！2 上遠

野敏 私のお薦めレトロスペース坂会館別館
北海道新聞 平成29年7月7日

札幌へアートの旅 美術手帖 平成29年8月15日

リレーエッセイ バンドメンバー 上遠野敏さん o.tone 平成29年8月15日

芸術で伝承 炭鉱の記憶 今日から赤平で「アート

プロジェクト」
北海道新聞 平成29年9月16日

斉藤　雅也

環境を考える11 多様性を評価し、選択できる

環境や空間をつくる

KENCHIKU Spring 2017 
建報社

平成29年4月

テレビ：寝苦しい夜 快適に寝るには
みんなのテレビ（UHB 北
海道文化放送）

平成29年7月10日

ウェブ記事：[びお考]赤ちゃんにやさしい家 建
築環境と助産のマリアージュ

住まいマガジン びお 平成29年10月1日～8日

記事：第１回パッシブシステム・市民セミナー

開催される／超高性能住宅のこれから“宇宙船

型”と“民家型”、2つの方向

北海道住宅新聞 平成29年10月15日

記事：住まいマガジンびお（ダイジェスト版）

「赤ちゃんにやさしい家」
住まいマガジン びお 平成29年11月15日

羽深　久夫 HBC 今日ドキッ 元気街道230プロジェクト HBC 平成29年10月30日

原　　俊彦

人口逆転へ　4位 釧路 水産業低迷　5位 苫小牧 
車産業が集積

北海道新聞 平成29年5月5日

道内人口減　深刻 北海道新聞 平成29年7月6日

管内人口　初の50万人割れ（上川管内）減少 3
千500人ペース

北海道新聞 平成29年9月15日

変わるマチの輪郭 札幌圏 時代映す人の流れ 北海道新聞 平成29年11月11日

空知人口 30万人割れ 北海道新聞 平成30年1月24日

柿山浩一郎

雪道用車いす 学生が作る 自身の体験元に製品

化目指す
北海道新聞 平成29年4月3日

ユニバーサル 深まる理解 北海道新聞 平成29年4月4日

雪道を走れ！夢の原点 UHB 平成30年3月8日

武田　亘明
講演 札幌市立大学武田亘明准教授「地域連携

必須事項に」
教育家庭新聞 平成30年4月2日

藤木　　淳

じゃぴあ 2017 初夏号、みやざきアートセン

ター企画展「不可思議の体験展－藤木淳 個展

－」に関する掲載

雑誌 平成29年5月

HOT PEPPER 2017 5月号、みやざきアートセ

ンター企画展「不可思議の体験展－藤木淳 個
展－」に関する掲載

雑誌 平成29年5月

藤木淳、西日本新聞、みやざきアートセンター

企画展「不可思議の体験展－藤木淳 個展－」

に関する報道

新聞 平成29年5月2日

藤木淳、宮崎日日新聞、みやざきアートセン

ター企画展「不可思議の体験展－藤木淳 個展

－」に関する報道

新聞
平成29年5月9日～20日

（4回）
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

藤木　　淳

藤木淳、朝日新聞、みやざきアートセンター企

画展「不可思議の体験展－藤木淳 個展－」に

関する報道

新聞
平成29年5月9日、

25日（2回）

デザイナーズFILE 2018、株式会社ボーンデジ

タル、pp.160-161 書籍 平成29年7月

三谷　篤史

ロボットづくり講習会の記事においてインタ

ビューの内容が掲載された
北海道新聞朝刊 平成29年5月30日

ロボットづくり講習会のWRO2017札幌大会の

記事が掲載された
北海道新聞朝刊 平成29年8月13日

イノベーション・ジャパン2017にて展示した

口腔シミュレータのプロトタイプ
日本歯科新聞 平成29年9月12日

フィールド・クラブと共同開発したクッション

に関するインタビュー記事
介護新聞 平成30年2月20日

安田君を紹介するテレビ番組において、インタ

ビューを受けた

UHB「ドキュメント

2018」 平成30年3月8日

山田　　良
北海道リハビリテーション病院／桑園ヴィレッ

ジ
北海道新聞

石田　勝也 SIAFラボ企画「垂氷まつり」広報 NHK 平成30年2月6日

大渕　一博

南区をPRするタオルデザイン 北海道新聞 平成29年5月29日

じょうてつバスラッピング 北海道新聞 平成29年6月20日

特殊詐欺防止啓発ポスターデザイン 北海道新聞 平成29年8月8日

じょうてつバス車内広告・バス内装飾 札幌市南区Webサイト 平成29年8月9日

滝野すずらん丘陵公園アート自販機デザイン 札幌市南区Webサイト 平成29年8月31日

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29年12月12日

金　　秀敬
日台の大学生間の国際交流による新しい観光提

案
北海道新聞・室蘭版 平成30年1月

小宮加容子

市立札幌病院内の壁面のデザイン提案
「大學新聞」第145・146
合併

平成29年7月11日

公開講座として子ども向けイベントの企画・実

施
「螢雪ジャーナル」11月号 平成29年11月1日

OTO TO TABI 2018内のキッズスペースの企

画・実施
アルキタ3月12日号 平成30年3月12日

三角山放送局「飛び出せ車いす（第一火曜日、

12:00～13:00）」番組担当
三角山放送局 毎月第一火曜日

福田　大年

広告時評 アドどうしん
平成29年5月

～平成30年4月
建設コンサルタンツ協会道支部“防災勇者”使

い意識高揚 稚内の小学校で出前授業（防災勇

者）

北海道通信 平成29年9月28日

厚真町の強み考え、ＰＲグッズ制作 デザイン

セミナー開講

苫小牧民報

（Webみんぽう）
平成29年10月14日

指以外のタブレット操作で遊べる体験を＊札幌

市立大生 デジタル競作＊自由な発想 授業で市

民に発表

北海道新聞朝刊地方

（札幌市内）
平成30年2月13日

「ほっとニュース北海道」地元の特産品を手軽

にアピール
TV放送(NHK) 平成30年3月27日
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教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

松永　康佑

WBS トレンドたまご テレビ東京 平成29年4月7日

FRaU 2017_No.514 p112 徹学のススメ 雑誌

日本経済新聞夕刊3面 日本経済新聞 平成29年5月6日

矢久保空遥 ミツウマ株式会社からの協力依頼 新聞

　看護学部

教　員　名 内容 掲載媒体 掲載日

松浦　和代
先天性股関節脱臼を予防するための研修会 ホ
ブト県で開催

モンゴル国ホブト県営テレ

ビチャンネル6
平成29年8月1日

川村三希子 がんの苦しみ相談を 札幌で緩和ケアセミナー 北海道新聞 平成29年5月30日

貝谷　敏子 北海道医療新聞「顔」に掲載 北海道医療新聞 平成30年2月23日

菅原　美樹
第24回看護・教養図書ガイドの道内著者イン

タビューで著書について紹介された
ベストナース　11月号 平成29年10月20日

古都　昌子
インフォームドコンセントに関連した公開講座

の紹介
北海道新聞 平成29年12月20日

村松　真澄

国際福祉機器展での「口腔ケアシミュレータ」

の紹介
日本歯科新聞 平成29年9月12日

南区健康まつりでの札幌市南区歯科医師会との

コラボレーション活動

札幌市歯科医師会広報だよ

り第437号
平成29年10月号

札幌市立大とフィールドクラブが産学連携で開

発車いす用クッション「コテマリ」
介護新聞 平成30年2月22日

車いす用クッションと肘掛の開発 ベストナース 平成30年3月号

車いす用クッションと肘掛の開発 ケア 平成30年3月号

日本口腔看護研究会第4回セミナー ベストナース 平成30年4月号

大友　　舞
「赤ちゃんにやさしい家」をテーマに工務店の

スタッフ、デザイン学部の教員と対談をした。
住まいマガジンびお 平成29年10月1日

　　１　地域貢献諸活動
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　　２　公開講座開催実績

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／企画 受講者数(名)

平成29年4月30日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会①
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 20

平成29年5月28日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会②
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 20

平成29年6月3日 訪問看護スキルアップ講座　2017① 大友　宣（医療法人財団老蘇会　静明

館診療所　医師）
71

平成29年6月18日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会③
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 29

平成29年7月1日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

メカトロ教室「走れ！ロボットカー」
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 28

平成29年7月15日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

昆虫のデザイン

酒井　正幸（デザイン学部　特任教

授）
18

平成29年7月23日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会④
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 20

平成29年7月23日
「クリエイティブコーディングスクール札幌 
2017 札幌国際芸術祭編」Sonic Piでライブ

コーディング

金田　謙一（ネオス㈱札幌開発セン

ター）

小町谷　圭（札幌大谷大学芸術学部　

講師）

石田　勝也（デザイン学部　講師）

15

平成29年7月30日 『Connekid ! in そらのガーデン2017｢わくわ

くひろがる星の子たんけんたい」』
小宮 加容子（デザイン学部　講師） 246

平成29年8月4日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

まちの健康応援室①　
石引 かずみ（看護学部　助教） 8

平成29年8月5日、

6日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑤
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 13

平成29年8月10日
～12日

COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑥
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 22

平成29年8月23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）

鶴木　恭子（天使大学　講師）
22

平成29年8月24日 看護師のための英会話研修（初級）～外国人

患者さんと英語で話してみよう

大野　夏代（看護学部　准教授）

町田 佳世子（デザイン学部　教授）

松井　美穂（デザイン学部　准教授）

山田 パトリシア（非常勤講師）

29

平成29年9月8日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

ナースが推奨する自然療法の活用

「アロマセラピー」

猪股 千代子（看護学部　教授）

矢野 祐美子（看護学部　講師）

小端　裕美

9

平成29年9月13日 ナースだって癒されたい－自分を大切にする

心のケア体験研修

猪股 千代子（看護学部　教授）

大野　夏代（看護学部　准教授）

矢野 祐美子（看護学部　講師）

大瀧　真美（桑園メンタルクリニック

看護師、ヨーガ療法士）

山出　誓子（市立札幌病院　係長）

鬼塚　美玲（札幌保健医療大学　助

手）

14

平成29年9月21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） 10
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開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成29年10月1日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑦
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 16

平成29年10月5日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

まちの健康応援室②
渡邉 由加利（看護学部　准教授） 4

平成29年10月14日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

健康情報学-健康・医療の情報を賢く判断し選

ぶために-
喜多　歳子（看護学部　教授） 23

平成29年10月14日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

こどもの描くスケッチから「まちの未来」を

考える

椎野 亜紀夫（デザイン学部　准教授） 21

平成29年10月29日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑧
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 7

平成29年11月5日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑨
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 15

平成29年11月11日 訪問看護スキルアップ講座　2017②
岡部　美保（高崎健康福祉大学訪問看

護ステーション・皮膚・排泄ケア認定

看護師）

47

平成29年11月12日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑩
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 13

平成29年11月19日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑪
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 18

平成29年11月20日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

メンタルヘルス講話とストレスチェック
伊東 健太郎（看護学部　講師） 21

平成29年12月8日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

まちの健康応援室③　
森川　由紀（看護学部　講師） 13

平成29年12月17日 フォーラム「北海道写真とアーカイブ」

須之内 元洋（デザイン学部　助教）

大日方 欣一（九州産業大学芸術学部　

教授）

倉石　信乃（明治大学理工学部　教

授）

49

平成29年12月22日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

話を聴いてもらっていますか・話せていますか

－患者として主体的に治療に参加するため－

古都　昌子（看護学部　准教授） 13

平成30年1月6日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

冬のメカトロ講座「ロボットカーをはしらせ

よう」

三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 9

平成30年1月23日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

話し合い上手になるために～地域の集まりを

楽しむコツ～

町田 佳世子（デザイン学部　教授） 14

平成30年2月6日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

牧場の歴史ものがたり
大島　卓（デザイン学部　教授） 11

平成30年2月13日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

まちの健康応援室④
大友　舞（看護学部　助手） 7

平成30年2月16日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

地域住民のこころを掴むコミュニティレスト

ランの運営

片山 めぐみ（デザイン学部　講師） 24

平成30年2月18日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑫
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 10

平成30年2月18日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑬
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 9

平成30年2月23日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ア－トの中のゲーム、ゲームの中のアート
藤木　　淳（デザイン学部　准教授） 6
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開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成30年3月2日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

Evening Lectures – 欧州の暮らしとデザイン

①

安齋　利典（デザイン学部　教授） 16

平成30年3月9日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

Evening Lectures – 欧州の暮らしとデザイン

②

山田　　良（デザイン学部　准教授） 40

平成30年3月9日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

昭和のデザイン
細谷　多聞（デザイン学部　教授） 11

平成30年3月17日
COC事業・SCUまちの教室公開講座

動物園をデザインする　～円山動物園×札幌

市立大学の12年間の歩み と これから～

酒井　正幸（デザイン学部　特任教

授）

矢部　和夫（デザイン学部　教授）

福田　大年（デザイン学部　講師）

若林　尚樹（デザイン学部　教授）

18

平成30年3月18日 COC事業・SCUまちの教室公開講座

ロボットづくり講習会⑭
三谷　篤史（デザイン学部　准教授） 14

　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／企画 受講者数(名)

平成29年6月13日 札幌市の文化財をたどる＜夏＞～中島公園の

今むかし～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

23

平成29年6月20日 札幌市の文化財をたどる＜夏＞～中島公園の

今むかし～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

23

平成29年9月5日 札幌の文化財をたどる＜秋＞～円山公園の今

むかし～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

31

平成30年2月27日 札幌の歴史的建造物をたどる＜冬＞～札幌神

社と北海道神宮～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

32

平成30年3月6日 札幌の歴史的建造物をたどる＜冬＞～札幌神

社と北海道神宮～

羽深　久夫（デザイン学部　教授）

松岡　洋一（札幌市市民文化局文化部

文化財課文化財　保護指導員）

25

　3）　共催講座：「知活（ちいき）ゼミナール」

開催日 タイトル 講師／企画 受講者数(名)

平成29年10月28日

札幌市立大学・道総研共同セミナー

『知（ち）活（いき）ゼミナール2017』
「かたるべの森」木工製品のデザイン提案で

製品化した作品（小宮）

インタラクティブ作品「Heart☆full」（石

田）

健聴者の手話学習を誘因させるゲーム「サイ

ニズム」（松永・三上）

石田　勝也（デザイン学部　講師）

松永　康佑（デザイン学部　講師）

三上　拓哉（デザイン研究科2年）

※小宮加容子（デザイン学部　講

師）展示のみ

1,687
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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

第86回土浦全国花火競技大会／審査委員 土浦全国花火競技大会実行委員会

地域スポーツ資源活用検討調査事業の勉強会／顧問 茨城県

「いばらきデザインセレクション2017（デザインセレ

クション部門、テーマセレクション部門）」／審査委員
茨城県

りんりんスクエア土浦指定管理者選定委員会／委員 茨城県

「クリケットタウン佐野」創造プロジェクトゼネラル

マネージャー選考／審査員
佐野市スポーツ立市推進課

細谷　　多聞
「札幌スタイル認証審査委員会」／委員 札幌市（経済観光局）

札幌スタイルブランドマネジメント委員会／委員 札幌市（経済観光局）

城間　　祥之

「札幌市都市計画情報等閲覧システム構築業務」／ア

ドバイザー
札幌市（まちづくり政策局）

ＩＴ産業海外展開支援事業ローカライズ支援補助金審

査会／委員
札幌市（経済観光局）

地方自治法施行令第167条の10の2第4項に基づく意見

聴取／アドバイザー
札幌市（総務局）

総合評価一般競争入札における落札決定基準に係る学

識経験者／アドバイザー
札幌市（交通局）

日本感性工学会／理事 日本感性工学会

上遠野　　敏

札幌市屋外広告物審議会／委員 札幌市（建設局）

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

安齋　　利典 一般社団法人芸術工学会役員／委員 （一社）学術工学会

斉藤　　雅也

BIS認定事業に係る試験講習委員会／委員 （一社）北海道建築技術協会

平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（木材利用による業務用施設の断熱性能効果検証事

業）に係る審査委員会／委員

（公財）北海道立近代美術館

熱環境運営員会・バイオクライマティックデザイン小

委員会・環境ライフスタイル普及小委員会／委員
（一社）日本建築学会

札幌市資料館保全等整備計画検討会議／委員 札幌市（市民文化局）

中原　　　宏 北海道住宅対策審議会／委員 北海道

羽深　　久夫

「（仮称）札幌市歴史的資産保存活用推進方針検討委

員会」／委員
札幌市（市民文化局）

平成29年度北海道赤レンガ建築賞審査委員会／委員 北海道

社会福祉法人藻岩この実会／理事 社会福祉法人藻岩この実会

平成29年度札幌市保養センター駒岡運営協議会／委員
社会福祉法人札幌市社会福祉協議会札幌市

保養センター駒岡

厚真町都市計画審議会専門委員／委員 厚真町（まちづくり推進課）

北海道建築審査会委員／委員 北海道

芸術の森地区文化祭実行委員会／委員 芸術の森地区連合会

札幌市芸術文化財団芸術の森事業部美術館専門委員会

／委員
公益財団法人札幌市芸術文化財団
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

羽深　　久夫 「札幌市歴史文化基本構想策定委員会」／委員 札幌市（市民文化局）

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 国立社会保障・人口問題研究所

厚生労働科学研究費補助金政策科学総合研究事業に係

る事前企画評価委員会及び中間・事後評価委員会／委

員

厚生労働省

てしかが・まち・ひと・しごと創生戦略意見交換会／

アドバイザー
弟子屈町（まちづくり政策課）

町田　佳世子 北海道立近代美術館協議会／委員 北海道立近代美術館

矢部　　和夫

成東・東金食虫植物群落保護検討委員会作業部会／委

員
成東・東金食虫植物群落保護検討委員会

「石狩川下流幌向地区自然再生調査検討業務」／アド

バイザー
株式会社ドーコン

日本造園学会北海道支部運営委員の委嘱について／委

員
日本造園学会北海道支部

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29年度自然環境保全基礎調査植生調査に係る北海

道ブロック調査会議／委員
㈱地域環境計画

美々川自然再生技術検討委員会アクションプログラム

ワーキンググループ／委員
北海道

美々川環境整備事業にかかる美々川及びウトナイ湖周

辺の環境変化要因とその対策についての助言／専門員
北海道

「平成29年度国立公園等における再生可能エネルギー

の効率的導入促進のための植生図作成及び自然環境等

インベントリ整備推進委託業務（大雪山国立公園）」

のうち、植生図作成業務に係る北海道ブロック調査会

議／委員

㈱エコニクス

吉田　　和夫

第70回広告電通賞選考委員／委員 広告電通賞審議会

とくとく健診ＰＲポスター図案選考委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

コーポレートデザイン制作業務に伴うプロポーザルの

企画提案選考委員／委員
北海道中小企業団体中央会

若林　　尚樹

教育推進委員会／委員長・協会委員 （公財）画像情報教育振興協会

信州大学教育学部教員人事に関する外部評価／評価者 信州大学

ADADA　JAPAN／理事 ADADA　JAPAN

第4回ADADAJapan学術大会における実行委員会／委

員
アジアデジタルアートアンドデザイン学会

椎野　亜紀夫

札幌市都市計画審議会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

岩見沢市都市計画審議会／委員 岩見沢市（建設部都市計画課）

札幌市緑の審議会／委員 札幌市（建設局）

北海道土地利用審査会／委員 北海道

北海道国土利用計画審議会／委員 北海道

日本造園学会北海道支部／委員 日本造園学会北海道支部

札幌市の設置する都市後援の指定管理者選定に伴う選

定委員会／委員
札幌市（建設局）

北海道広域緑地計画見直しに関する懇談会／委員 北海道

武田　　亘明
北海道立生涯学習推進センター業務委託契約に係る総

合評価審査会／アドバイザー
北海道立生涯学習センター
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

藤木　　　淳 第4回ADADAJapan学術大会における実行委員会 アジアデジタルアートアンドデザイン学会

山田　　信博
平成29年度地域活動の場整備支援事業審査委員会／委員 札幌市（市民文化局）

（仮）真駒内プロジェクト会議準備会／委員 （特非）エコ・モビリティサッポロ

山田　　　良
「500ｍ美術館専門委員会」／委員 札幌市（市民文化局）

「第2回手造通クラフト作品コンテスト」／審査委員長 札幌市（西区役所地域振興課）

石田　　勝也 第4回ADADAJapan学術大会における実行委員会／委員 アジアデジタルアートアンドデザイン学会

大島　　　卓

日本造園学会北海道支部運営委員 日本造園学会北海道支部

水戸市植物公園リニューアル基本構想・基本計画策定

業務／研究員
公益財団法人国際科学振興財団

片山　めぐみ

札幌市資料館保全等整備計画検討会議／委員 札幌市（市民文化局）

札幌市開発審査会／委員 札幌市（都市局）

平成29年度町内会加入促進啓発事業企画競争実施委員

会／委員
札幌市（市民文化局）

平成29年度地域活動の場整備支援事業審査委員会／委員 札幌市（市民文化局）

シニア層が活躍する地域づくりに関する調査研究会／

調査員
（公財）北海市町村振興協会

札幌市緑の審議会／委員 札幌市（建設局）

札幌市都市計画審議会／委員 札幌市（まちづくり政策局）

安平町未来創生委員会／アドバイザー 安平町（企画財政課）

福田　　大年

札幌スタイルブランドマネジメント委員会／委員 札幌市（経済観光局）

札幌スタイル認証審査委員会／委員 札幌市（経済観光局）

食のまち・さっぽろフェストinチ・カ・ホ2018企画運

営業務に係る企画競争実施委員会／委員
札幌市保健所

松永　　康佑
ADADA　JAPAN／理事 ADADA　JAPAN

第4回ADADAJapan学術大会における実行委員会／委員 アジアデジタルアートアンドデザイン学会

　看護学部

教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

樋之津　淳子

日本看護技術学会／評議員 日本看護技術学会

日本看護科学会誌／専任査読委員 （公財）日本看護科学会

北海道看護協会継続教育のあり方検討委員会／委員 （公社）北海道看護協会

日本看護研究学会北海道地方会／役員 （一社）日本看護研究学会北海道地方会

日本看護研究学会／評議員 （一社）日本看護研究学会

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

人間工学会看護人間工学部会／総務 人間工学会看護人間工学部会

日本看護研究学会／臨時査読委員 （一社）日本看護研究学会

日本看護科学学会／和文誌専任査読委員 （公社）日本看護科学学会

看護理工学会／評議員 看護理工学会
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

松浦　　和代

日本小児看護学会誌／専任査読者 （一社）日本小児看護学会

札幌市都市計画審議会／委員 札幌市

第52回北海道学校保健学会／代表者 北海道学校保健学会

日本小児看護学会学術集会／会長 （一社）日本小児看護学会

日本小児看護学会学術集会／企画委員 （一社）日本小児看護学会

川村　三希子

北海道がん対策推進委員会／委員 北海道

日本がん看護学会学会誌／査読委員 （一社）日本がん看護学会

看護師教育支援委員会／委員 （特非）日本ホスピス緩和ケア協会

北海道地区FD・SD推進協議会／監事 北海道地区FD・SD推進協議会

日本緩和医療学会／理事 （特非）日本緩和医療学会

中村　　惠子

日本看護科学学会／代議員 （公社）日本看護科学学会

救急業務検討委員会／委員 札幌市（消防局）

日本看護管理学会／評議員 （一社）日本看護管理学会

プロトコール専門委員会／委員 札幌市（保健福祉局）

専門看護師認定委員会／委員 （公社）日本看護協会

専門看護師認定実行委員会／委員 （公社）日本看護協会

日本看護管理学会／役員 （一社）日本看護管理学会

猪股　千代子

日本看護管理学会／評議員 （一社）日本看護管理学会

日本看護学会―看護管理―学術集会抄録選考委員会／

委員
（公社）日本看護協会

北海道地区FD・SD推進協議会／監事 北海道地区FD・SD推進協議会

菊地　ひろみ 北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生学会

喜多　　歳子
北海道公衆衛生協会及び北海道公衆衛生学会／理事 北海道公衆衛生協会

北海道建築審査会／委員 北海道

大野　　夏代 日本看護科学学会国際活動推進委員会／委員 （公社）日本看護科学学会

貝谷　　敏子 ヒトゲノム・遺伝子解析研究審査委員会／委員 札幌医科大学

菅原　　美樹

日本クリティカルケア看護学会将来構想検討委員会／

委員
（一社）日本クリティカルケア看護学会

日本救急看護学会／理事 （一社）日本救急看護学会

日本救急看護学会医療政策委員会／担当理事 （一社）日本救急看護学会

神島　　滋子
日本脳神経看護研究学会／理事、評議員 日本脳神経看護研究学会

日本看護研究学会北海道地方会／役員 日本脳神経看護研究学会北海道部会

藤井　　瑞恵
北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生学会

中央区食育ネットワーク会議の委員 札幌市中央区保健福祉部

古都　　昌子

北海道看護教育施設協議会役員 北海道看護教育施設協議会

日本看護学会―看護管理―学術集会抄録選考委員会／

委員
（公社）日本看護協会

日本看護学教育学会教育活動委員会／委員 （一社）日本看護学教育学会
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教員名 名称／役職 自治体名・主催団体名

本田　　　光 北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生学会

三上　　智子 第52回北海道学校保健学会／事務局長 第52回北海道学校保健学会

村松　　真澄

日本摂食嚥下リハビリテーション学会／評議員 （一社）日本摂食嚥下リハビリテーション学会

日本老年看護学会／代議員 （一社）日本老年看護学会

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

旭川口腔ケア普及研究会／幹事 上川中部地域歯科保健推進協議会

科学研究費委員会／専門委員 (独)日本学術振興会

守村　　　洋

札幌市社会福祉総合センター管理運営委員会／委員 (福)札幌市社会福祉協議会

権利擁護審査会／委員 (福)札幌市社会福祉協議会

北海道精神医療審査会／委員 北海道

日本精神保健看護学会学術集会／企画委員 日本精神保健看護学会

北海道精神保健福祉審議会／臨時的委員 北海道

札幌市自殺対策実務担当者意見交換会／委員 札幌市精神保健福祉センター

伊東　健太郎
日本精神保健看護学会学術集会／実行委員 日本精神保健看護学会第27回学術集会

みんなでみに区る　健康まつり実行委員会／委員 札幌市南区保健福祉部

櫻井　　繭子
日本産業衛生学会産業看護部会／幹事 （公社）日本産業衛生学会

北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生学会

原井　　美佳 北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生協会

森川　　由紀 北海道看護協会推薦委員会／委員 （公社）北海道看護協会

矢野　祐美子
日本看護学会―看護管理―学術集会抄録選考委員会／

委員
（公社）北海道看護協会

田仲　　里江 北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生学会

御厩　美登里 北海道公衆衛生学会／評議員 北海道公衆衛生学会

　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

籔谷　　祐介

モビリティを活用した「賑わい創出プロジェクト」の

為の車両開発プロジェクト委員会／委員
（特非）エコ・モビリティサッポロ

みんなでみに区る　健康まつり実行委員会／委員 札幌市南区保健福祉部

平成29年度「南消防団員入団促進ポスターコンペ」審

査委員／委員
札幌市南消防団
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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、文部科学省の「地（知）の拠点整備事業（COC）」（平成27年度から「地（知）

の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）」に包含）に、本学の「ウェルネス×協奏型地域社

会の担い手育成『学び舎』事業」が採択された（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実施。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」を中心に展開した。

　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  

COC＋部門
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29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、南区各地にて学生・教員チームが調査を行い、「D×N連携」を活かしたプロジェクト活動

を企画・実施した。

・2年次前期に「学部連携基礎論」を開講し、地域調査の手法や南区の特徴・課題について学ぶな

ど、3年次後期開講の「学部連携演習」の基礎となる講義を展開した。

・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。

・自由科目の「地域プロジェクトⅠ（基礎編）」「地域プロジェクトⅡ（応用編）」を開講した。

年間を通して26件のプロジェクトを教員から提示し、各々を受講する学生に適切な指導を行っ

た。

【研究】

・COC共同研究の公募を実施し、応募があった1件について審査した結果、1件を採択した。

・COC事業ウェブサイトにCOC共同研究の成果報告書を掲載した。

【地域貢献】

・COCキャンパスを中心に公開講座（合計17企画、34回）・授業公開（2科目、13回）を実施し

た。

・COCキャンパス内に「まちの談話室」を開設し、図書室・談話室の運営、ばくりっこ掲示板の

運営、展示企画、地域住民の交流を促す企画などを実施した。

・市民が講師となる「まちの先生」について、連続講座・サークル活動を含め全39回開講した。

・COCキャンパス内に「まちの健康応援室」を開設し、登録している有資格ボランティア（看護
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師、保健師、薬剤師、管理栄養士、健康運動指導士）のうち、19名が看護学部教員とともに血

圧・骨密度・体組成測定などの健康チェックと健康相談を月7～10日、継続的に実施した。ま

た、地域の健康イベント等に出向いて健康相談・健康チェックを行うアウトリーチ活動を14回
（出張活動7回、公開講座1回、ちあふる・みなみミニ出張活動6回）実施した。

【その他】

・まこまる入居者による合同イベント「きて！みて！まこまる2017」に併せて、COCキャンパス

において展示、講座、学生企画などを実施し、本学関連イベントとして327名、イベント全体で

445名の来場があった。

・外部委員を含むCOC評価部門会議を開催し、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

行やメールマガジンの配信などを行った。
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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29年度受講者19名（修了者18名）

開催期間 教科目/時間 単元 授業形態・時数 講師

第Ⅰ期（12日間）

平成29年8月23日
～9月7日

第Ⅱ期（14日間）

平成29年10月30日
～11月17日

第Ⅲ期（12日間）

平成30年1月9日
～1月24日

保健医療福祉政

策論/36時間

1.社会保障の概念 講義（3） ★天田　　孝

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） ★伊藤　　智

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）

★北村　和宏

★工藤　昭子

★須田　倫子

★立花 枝美子

★仁木 恵美子

★本間　美恵

　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

★高橋 久美子

★孰賀　愛子

★土井　正子

★中村　敦子

　猪股 千代子

　古都　昌子
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第Ⅰ期（12日間）

平成29年8月23日
～9月7日

第Ⅱ期（14日間）

平成29年10月30日
～11月17日

第Ⅲ期（12日間）

平成30年1月9日
～1月24日

経営管理論/60時
間

1.医療福祉と経済論 講義（6） ★高橋　　泰

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）

★児玉 真利子

★須田　倫子

★宮城　領子

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） ★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）

★佐藤 ひとみ

★田所　亮一

★田中 いずみ

★中野　和美

★萩原　直美

★樋渡 ひとみ

　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） 　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） ★坂本　すが

総合演習/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

★渋谷　洋子

★中山 日登美

★的場 由紀子

★山谷　敦子

　猪股 千代子

　古都　昌子

★印：非常勤講師等

　　５　専門職支援・セミナー講師等
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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

蓮 見 　 　 孝

平成29年5月11日 第947回市立札幌病院学術研修会／講師 市立札幌病院

平成29年7月26日
文化のまちづくりセミナー特別プログラム「芸

術がひらく未来」第2弾「アートとまちづくり

（仮題）」／講師

（特非）武豊文化創造協会

平成29年8月26日

『低炭素コミュニティ創造＠真駒内に向けたプ

レ・アクションプログラム』のラウンミーティ

ング「ショップモビリティと真駒内（仮題）」

／講師

（特非）エコ・モビリティサッポ

ロ

平成29年10月24日 「渓仁会グループ　職員合同研修会」／講師 医療法人渓仁会

平成29年10月25日 「クリケットタウン佐野」創造プロジェクト連

続講座／講師
㈱Waisportsジャパン

平成30年1月13日 新春教育講演会／講師 北海道茗渓会

平成30年1月16日 ユニバーサルデザインに関する講演／講師
（一社）旭川ウェルビー・コン

ソーシアム

平成30年2月16日 地域創生フォーラムin茨城／講師
（一財）地域活性化センター振興

部

平成30年3月2日 ユニバーサルデザインに関する講演／講師
（一社）旭川ウェルビー・コン

ソーシアム

細谷　　多聞 平成29年8月28日 第7回ものづくり研修会／講師 札幌商工会議所産業部

酒井　　正幸 平成30年1月29日
地域経済分析システム（RESAS:リーサス）を

活用した政策立案ワークショップ／アドバイ

ザー

経済産業省北海道経済産業局

安齋　　利典

平成29年10月～12
月に5回開催

厚真町ＰＲグッズ企画制作ワークショップ／講

師
厚真町（まちづくり推進課）

平成30年1月17日 産学官連携研究会HoPE 1月例会／講師 （一社）北海道中小企業家同友会

斉藤　　雅也

平成29年11月8日 産学官連携研究会HoPE 11月例会／講師 （一社）北海道中小企業家同友会

平成29年12月14日 エコナイトカフェ／講師
パシフィックコンサルタン

ツ㈱北海道支社

平成30年2月16日 平成29年度北海道旭川西高等学校「SSH特別

講座」
北海道旭川西高等学校

羽深　　久夫

平成29年6月13日・

20日
「さっぽろ市民カレッジ2017春・夏期講座」

／講師
札幌市生涯学習センター

平成29年9月 5.日・

12日
「さっぽろ市民カレッジ2017秋期講座」／講

師
札幌市生涯学習センター

平成29年11月8日 豊平館に関する歴史・建築文化講座／講師
㈱NTTファシリティーズ北

海道

平成30年1月27日 開拓開始まもなく北海道鎮護のため建設された

札幌神社・北海道神宮の歴史について／講師
アジア招提

平成30年2月27日・

3月6日 さっぽろ市民カレッジ2018冬期講座／講師 札幌市生涯学習センター
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

原　　　俊彦

平成29年6月5日 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全体会議／講師
札幌市南区役所地域振興課

平成29年10月18日 GISコミュニティフォーラム／講師 ESRIジャパンユーザ会

平成29年10月28日
札幌における人口の現状と、少子化を踏まえた

うえでの継続的で魅力的な街づくりについて／

講師

アジア招提

矢部　　和夫

平成29年6月18日 観察会「ひらおか春の湿性植物観察ツアー」／

講師
（公財）札幌市公園緑化協会

平成29年10月8日 2017年度「湖水地方講座」／講師 （一社）湿原研究所

平成29年10月14日 平岡公園人工湿地・人工池環境調査報告会／発

表者
（公財）札幌市公園緑化協会

平成29年11月19日 勇払原野を学ぶ会／講師
（公財）日本野鳥の会

ウトナイ湖サンクチュアリ

武田　　亘明 平成29年7月20日 平成29年度地域を見守る住民の集い／講師 苫前町教育委員会

藤木　　　淳

平成29年5月12日～

13日・26日～27日 不可思議の体験展藤木淳個展 みやざきアートセンター

平成29年7月28日
～8月4日・21日

（計3回）

学童クラス「放課後の学び場/夏休みプログラ

ミングクラス」／講師
Cocoon parents square

平成29年10月14日 MOTサテライト2017秋むすぶ風景／講師 東京都現代美術館

三谷　　篤史
平成30年2月19日

～3月31日 SSH課題研究・研究協力／講師 札幌日本大学高等学校

山田　　信博
平成29年10月21日
・22日

「Low Carbon Forum」「真駒内まちづくりジ

ンポジウム」／パネリスト

（特非）エコ・モビリティサッポ

ロ

山田　　　良 平成29年10月28日 （一社）北海道建築士会景観まちづくり塾／講師 （一社）北海道建築士会

片山　めぐみ
平成30年1月31日

「シニア層が活躍する地域づくり」市町村職員

研修会におけるパネルディスカッション／コー

ディネーター

（公財）北海道市町村振興協会

平成30年2月8日 経営者モーニングセミナー／講師 札幌市倫理法人会

福田　　大年
平成29年10月

～12月に5回開催

厚真町ＰＲグッズ企画制作ワークショップ／講

師
厚真町（まちづくり推進課）

　　②　看護学部

教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

松浦　　和代
平成29年10月25日 第947回市立札幌病院学術研修会／講師 市立札幌病院

平成29年11月13日 手稲渓仁会病院小児看護研修 (医)渓仁会手稲渓仁会病院

川村　三希子

平成29年5月27日
JORTC市民公開セミナー「緩和ケアを知ろ

う！～あなたに伝えたい、緩和ケアの今～」の

講師

（特非）JORTC

平成29年7月29日 「渓仁会グループ　職員合同研修会」／講師 医療法人渓仁会

平成29年7月30日 「ELNEC-J高齢者プログラム研修会」ファシ

リテーター及び協力員
（公社）北海道看護協会
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教　員　名 開催日・期間 内容・タイトル 主催者

川村　三希子 平成29年8月4日
第18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

中村　　惠子 平成29年9月5日 旭川医科大学病院看護部「副看護師長研修」の

講師
旭川医科大学病院

猪股　千代子 平成29年10月20日 旭川厚生病院看護師会講演会の講師「日常ケア

に活かせるスピリチュアルの視点」

JA北海道厚生連旭川厚生病

院

菊地　ひろみ
平成29年5月29日
平成29年7月1日

院内看護職員研修「看護研究」に係る看護研究

導入講義の講師及び看護研究導入指導

JA北海道厚生連札幌厚生病

院

定廣　和香子

平成29年7月3日
平成29年7月7日
平成29年7月14日

平成29年度北海道専任教員養成講習会の講師

「看護論」
（公社）北海道看護協会

大野　　夏代

平成29年7月8日 エスニコ医療通訳研修2017第1回の講師「感

染症に関する基礎知識」
（特非）エスニコ

平成29年4月1日
～平成30年3月31日 勤医協札幌病院看護研究指導者 北海道勤医協本部看護部

神島　　滋子

平成29年4月1日
～平成30年3月31日 北海道済生会小樽病院看護部の看護指導講師 北海道済生会小樽病院

平成29年7月4日 平成29年度看護職員研修「看護研究　量的講

義」の講師
市立札幌病院

平成29年11月11日
NPO法人日本リハビリテーション看護学会第

29回学術大会「ワークショップ」のファシリ

テーター

NPO法人日本リハビリテー

ション看護学会

菅原　　美樹 平成30年2月16日 教員対象研修会「OSCE実施に向けての取り

組みと運営の実際」の講師

日本赤十字九州国際看護大

学

藤井　　瑞恵
平成29年7月1日
～平成30年3月31日

院内看護職員研修「看護研究」に係る看護研

究導入指導

JA北海道厚生連札幌厚生病

院

古都　　昌子

平成29年5月1日 平成29年度看護職員研修「臨床指導者研修

Ⅰ」の講師
市立札幌病院

平成29年7月18日
～平成29年9月14日

平成29年度北海道専任教員養成講習会の演習

助言者「研究方法演習」
（公社）北海道看護協会

平成29年9月15日 看護管理者研修の講師「管理者の倫理的意志

決定」の講師
札幌徳洲会病院

平成29年10月24日 苫小牧市立病院中堅看護師研修の講師 苫小牧市立病院

平成30年2月26日 平成29年度卒業記念講演の講師
北海道社会事業協会帯広看

護専門学校

本田　　　光 平成29年9月1日
平成29年度第1回新任保健師学習会の講師

「今だから分かる地区診断～考えてみよう事

業とのつながり～」

札幌市新任保健師学習会

三上　　智子

平成29年7月18日 健康講話の講師「高校生としての性への対応

について」
札幌平岸高等学校

平成29年9月27日 健康教育講話の講師 小樽市立最上小学校

平成29年10月21日 第52回北海道学校保健学会シンポジウム「10
代の生と性を考える」の講師

北海道学校保健学会

村松　　真澄 平成29年6月17日
第14回北海道医療大学歯学部口腔機能修復・

再建学系クラウンブリッジ・インプラント補

綴学分野同門会学術講演会の講師

北海道医療大学歯学部口腔

機能修復・再建学系クラウ

ンブリッジ・インプラント

補綴学分野凌雲碩學の会
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　　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

村松　　真澄

平成29年7月9日
第32回日本歯科産業学会学術講演会特別講演

会の講師「超高齢社会へ向けての口腔ケアの

実際と教育」

第32回日本歯科産業学会

平成29年7月28日 第15回日本臨床腫瘍学会学術集会の講師
第15回日本臨床腫瘍学会学

術集会

平成29年9月21日 講演「お口の健康を考えてみませんか～お口

の健康は全身の健康につながります」の講師

芸術の森地区社会福祉協議

会・福祉のまち推進セン

ター

平成29年10月1日 日本老年看護学会平成29年度認知症看護対応

力向上研修の講師
（一社）日本老年看護学会

平成29年10月3日 デイサービスSUN DAY講演会の講師『「口腔

ケアの重要性」～誤嚥性肺炎との関係性～』

（社福）愛全会高齢者総合福祉

施設サン・グレイス

平成29年10月13日 2017年度日本デザイン学会第1支部大会討論

会「ガクガク連携」の講師
日本デザイン学会第一支部

平成29年10月25日 施設内研修の講師「高齢者の口腔ケアの基本

理解と実践主義のポイント」

（社福）札幌明啓院　特別養護

老人ホームフローラルさつ

なえ

平成29年11月11日 平成29（2017）年度第3回そうえん健康茶話

会の講師「健康を支える口腔ケア」

桑園交流ネットワーク桑園

医療ケアプロジェクト

平成29年11月14日 平成29（2017）年度桑園ご近所先生講座の講

師「高齢者のお口の健康のために」
桑園交流ネットワーク

平成30年3月9日 地域公開講座の講師「知っておきたい口腔の

知識と口腔ケア」

（公社）北海道勤労者医療協会

勤医協中央病院

平成30年3月12日 「口腔ケアの知識と技術の講師」
（公社）愛全会高齢者総合福祉

施設サン・グレイス

守村　　　洋

平成29年7月25日
平成29年12月14日
平成30年3月7日

平成29年度「生活支援員登録に向けた研修・

説明会」の講師
札幌市社会福祉協議会

平成29年11月19日 メンタルケア・スペシャリスト養成講座の講

師「精神保健」
（一財）メンタルケア協会

平成30年2月16日

平成29年度厚別区自殺対策事業講演会「『こ

ころのサイン　見逃さないで！』～ゲート

キーパーの役割と援助の方法について～」の

講師

札幌市厚別区保健福祉部

檜山　　明子
平成29年9月 札幌徳洲会病院医療安全研修「転倒転落のア

セスメント」の講師
札幌徳洲会病院

平成30年2月 いとう整形外科病院看護職学習会の講師 いとう整形外科病院

矢野　祐美子
平成29年7月1日
～平成30年3月31日

院内看護職員研修「看護研究」に係る看護研

究導入指導

JA北海道厚生連札幌厚生病

院

山内　まゆみ 平成29年8月4日 母乳育児のアセスメントに関する学習会の講

師「母乳育児のアセスメントと支援方法」
札幌市（南区）

鬼塚　　美玲
平成29年11月

～平成30年3月

特別養護老人ホームへいわの郷施設内研修会

の講師「リーダー研修（中間管理職の役割を

通して）」

（社福）博栄会特別養護老人

ホームへいわの郷
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　　６　国際交流実績

６　国際交流実績

年月日 内容

平成29年4月13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29年4月17日 受入 台中科技大学の教員2名が交流促進のため来学

平成29年5月16日 受入 国立雲林科学大学の教員3名、学生13名が見学のため来学

平成29年5月30日 受入 台湾康寧大学の学長が来学

平成29年6月9日
 ～6月11日 派遣

中国・武漢理工大学芸術設計学院（現代アジアデザイン教育新理念国際学術

フォーラム）に学長、教員1名、名誉教授1名が講演者として出席

平成29年8月1日 受入 ラップランド応用科学大学の教員2名が来学

平成29年8月5日
 ～8月8日 派遣

康寧大学主催国際シンポジウムに招聘され、教員（発表者1名、随行者1名）の2
名を派遣。康寧大学視察見学、研究交流を実施

平成29年8月16日
 ～8月20日 受入 承徳医学院の教員１名を日本看護学教育学会第27回学術集会参加のため招請

平成29年9月3日
 ～9月9日 派遣 承徳医学院での短期派遣プログラムに看護学部5名、教員1名を派遣

平成29年9月8日
 ～9月18日 派遣

ラップランド大学での国際交流学生デザインワークショップに学生10名、教員1
名を派遣

平成29年9月18日
 ～9月25日 受入

華梵大学の学生11名、教員3名、台中科技大学の学生10名、教員2名、雲林科

技大学の学生5名、教員2名をデザイン合同ワークショップに受入（本学学生15
名、教員4名参加）

平成29年10月19日 受入
公益社団法人青年海外協力協会（JOCA）「JENESYS2.0」2017年度中国高校

生訪日団　短期招聘事業により、中国高校生訪日31名を受入

平成29年10月19日
 ～10月25日 受入 マレーシアKPJUC大学から海外研修として学生4名、教員2名を受入

平成29年11月2日
 ～11月4日 派遣 台中科技大学へ教員2名を交流促進可能性検討のため派遣

平成29年11月17日
 ～11月19日 受入

ラップランド大の教員2名、特別聴講学生2名を受入

トナカイワークショップ実施（本学学生2名、教員2名参加）

平成28年10月 受入 華梵大学から特別聴講学生1名を1年間受入（平成29年9月まで）

平成29年10月 受入 華梵大学から特別聴講学生2名を1年間受入（平成30年9月まで）

平成29年10月 受入
ラップランド大学から特別聴講学生（札幌大学留学生で、本学の特別聴講学生）

2名を1年間受入（平成30年3月まで）
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　　７　サテライトキャンパスの利用状況

７　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 29

会 　 　 議
※内訳

　会議（学内者のみ）41
　産学連携・会議（学外者を含む）95

136

学 　 　 会 104

そ  の  他 0

合計 269


