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　本学は、「先進的地域貢献大学」を目指し、とくしまで学び育てる地域貢献型

人材育成事業や様々な分野の受託研究・受託事業に積極的に取り組んでいます。

このような中、本学と地域との連携を促進し、地域や地元の企業等が抱える課

題解決や新たな技術・事業の創出に寄与することを目的として「四国大学産学

官連携シーズ集」を作成しました。

　このシーズ集は、本学の教員がどのような活動を行っているのか、そしてそ

れらの活動を活かしてどのように地域に貢献できるのかを整理したものです。

地元の自治体、企業、団体、高校等の皆様におかれましては、このシーズ集を

ご高覧いただき、それぞれニーズに合致するものがございましたら、ぜひとも

下記の窓口にご相談くださいますようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四　  国　  大　  学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四国大学短期大学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学長　松　重　和　美

ご相談窓口　四国大学　総務・企画部　社会連携推進課　産学連携推進室
　　　　　　〒771-1192 徳島県徳島市応神町古川字戎子野 123-1
　　　　　　Tel (088)665-9953　FAX (088)665-9982
　　　　　　E-Mail　sudachisuishin@shikoku-u.ac.jp

1 ．四国大学　研究シーズ

　本学の教員の研究テーマをご紹介し、研究者が持つ知識やノ
ウハウを企業・他大学・公的機関等の皆様と結びつけ、共同研
究や受託研究・受託事業にご活用いただくきっかけとなること
を目的としております。本学のもつ知的資源をより多くの方に
ご活用いただくため、研究一覧を作成いたしました。
　関心のある内容がございましたら、お気軽にお問い合わせく
ださい。
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大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

　芸術分野 日本歌曲におけ
るピアノ伴奏法 伴奏法 ピアノ 日本歌曲 短期大学部 音楽科 講師 英　　美生

03 健康・スポーツ
身体表現・ダンス 防災ダンス 防災 ダンス コミュニケーション 生活科学部 児童学科 教授 田村　典子

健康・ダンス ボディメイク ストレッチ ダンス 健康美 生活科学部 児童学科 教授 田村　典子

健康スポーツ（健康
法としての太極拳） 中国の健康法 八段錦 太極拳 中国武術 生活科学部 児童学科 講師 范　　永輝

健康スポーツ（健康
法としての太極拳）

中国武術を活用した体育・
スポーツの効果的指導法 中国武術 攻撃 防御 生活科学部 児童学科 講師 范　　永輝

医療情報学 若年者のイン
ターネット依存 インターネット依存傾向 生活習慣 メンタルヘルス 短期大学部 ビジネス･コミュ

ニケーション科 准教授 片山　友子

身体表現ダンス 幼児～シニアまでの初心者対
象の身体表現・ダンス指導 キッズダンス 初心者対象の身体

表現・ダンス
保育者・教師対象
身体表現・ダンス 短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

身体表現ダンス サンバ・ブラジル舞踊の
指導とパフォーマンス

サンバ
アフロブラジリアン
ダンス

サンバのリズム遊
びアンサンブル

アフリカン
ディアスポラ
ダンス

短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

健康スポーツ
（ヨガ・アウト
ドアスポーツ）

幼児からシニア
までのヨガ指導
海・山のスポー
ツ体験学習

キッズヨガ アシュタンガ
ヨガ

ハイキング
サーフィン 短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

健康スポーツ（運動生理学） 健康のための運動 有酸素運動 ウエイトコントロール 運動生理学 短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

健康スポーツ サッカー 競技力向上 コーチング 普及 全学共通教育センター 講師 平田　英治

健康スポーツ 生涯スポーツ スポーツレクリ
エーション

コミュニケーショ
ン インストラクター 全学共通教育センター 講師 平田　英治

体育方法・スポーツ教育学 ラグビーフットボール ラグビーフットボール競技 状況判断 コミュニケーション 全学共通教育センター 講師 山中　一剛

体育方法・スポーツ教育学 健康と運動 生涯スポーツ 生活習慣病予防・改善 介護・認知症予防 全学共通教育センター 講師 山中　一剛

体育方法・スポーツ教育学 生涯スポーツマネジメント 民間スポーツ施設 公共スポーツ施設 野外体験活動 全学共通教育センター 講師 山中　一剛

04 看護・介護

小児看護学・看護教育学 子育て支援のあり方
子育て支援活動の評価 効果的な子育て支援の工夫 大学教員ができる子育て支援 祖父母の子育てへの参画について 看護学部 看護学科 教授 小川　佳代

小児看護学・看護教育学 看護師の臨地実習指導の
ための研修のあり方 臨地実習指導 臨地実習指導研修

計画の支援 看護学部 看護学科 教授 小川　佳代

小児看護学・看護教育学 臨床看護師の
看護研究指導 看護研究指導 看護学部 看護学科 教授 小川　佳代

助産学 性教育 命の授業 思春期教育 看護学部 看護学科 教授 高橋　順子

助産学 母子統合ケア 両親学級 家族準備教育 看護学部 看護学科 教授 高橋　順子

助産学 産婆・助産師の変遷 近代産婆養成と母子保健統計 明治・大正・昭和期の法令の変遷
（医制～保健師助産師看護師法） 産婆活動と技術 看護学部 看護学科 教授 高橋　順子

成人看護学 産業看護 メンタルヘルス カウンセリング 医療機関の産業看護 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

成人看護学 生活習慣病 食行動・肥満 睡眠 糖尿病 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

成人看護学 COPD 禁煙 生活支援 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

成人看護学 女性支援 デートDV DV加害者更生支援 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

基礎看護学 臨地実習 認識 理論 指導方法 看護学部 看護学科 教授 檀原いづみ

基礎看護学 看護実践 理論 看護観 認識 看護学部 看護学科 教授 檀原いづみ

看護管理・看護教育・セルフ・ア
ウェアネス・セルフマネジメント 健康管理 セルフアウェアネス セルフマネジメント 看護学部 看護学科 准教授 池田恵美子

看護管理・看護教育・セルフ・ア
ウェアネス・セルフマネジメント 看護管理 看護スタッフ教育 看護管理者教育 On�the�Job�Traning 看護学部 看護学科 准教授 池田恵美子

助産学分野 赤ちゃんに優しい
病院申請にむけて 母乳育児 WHOの10か条の推進 看護学部 看護学科 准教授 髙田　律美

助産学分野 子育て支援 母子の睡眠 看護学部 看護学科 准教授 髙田　律美

老年看護学・リハビリテー
ション看護学・応用健康科学 介護予防 地域包括ケアシステム 認知症予防 家族介護 看護学部 看護学科 准教授 冨澤　栄子

老年看護学・リハビリテー
ション看護学・応用健康科学 脳卒中の再発予防 行動変容 再発予防行動 自己効力感 看護学部 看護学科 准教授 冨澤　栄子

四国大学研究シーズ
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01 歴史・文化 06 食物・栄養
02 芸術・音楽 07 経済・経営・情報
03 健康・スポーツ 08 教育・心理
04 看護・介護 09 生活
05 語学 10 生物・医薬農学

大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

01 歴史・文化
日本文化史・博物館学 文化財調査 文化財 教育 観光 文学部 日本文学科 教授 須藤　茂樹

日本文化史・博物館学 博物館建設・運営 博物館 美術館 教育 文学部 日本文学科 教授 須藤　茂樹

日本文化史・博物館学 地域活性化 文化財 教育 まちおこし 文学部 日本文学科 教授 須藤　茂樹

徳島の漢文学 橋本晩翠（凝洲） 藤岡方閑（真香） 岡本斯文 文学部 日本文学科 教授 田中　敏生

徳島の数学者 阿部有清 武田丑太郎 文学部 日本文学科 教授 田中　敏生

日本古典文学 源氏物語 文学部 日本文学科 助教 田中　智子

和歌文学 古今和歌六帖 古今和歌集 百人一首 文学部 日本文学科 助教 田中　智子

徳島ゆかりの古典文学 万葉集 土佐日記 土御門上皇 文学部 日本文学科 助教 田中　智子

書道文化・歴史研究 書道文化

地域との連携
・�両国本町商店街
（バナー展示・店
内）
各種福祉施設
・�パフォーマンス等
県議会
・作品展示
・パフォーマンス
・名刺題字揮毫

学生書道作品展示
会
・�小星の書展（脇
町小星地区）

・�ひな祭り書道展
（勝浦町）

イベントへの協力
・�うみがめ祭り（パ
フォーマンス）
・�マチ★アソビ（ブー
ス）
・�ビジネスチャレン
ジメッセ（ブース）
・�うだつをいける
（看板・ブース）
・�エコみらい徳島
（かきぞめ指導）

文学部 書道文化学科 教授 太田　　剛

書道文化・歴史研究 歴史研究
菊池寛記念館
・古文書解読
・キャプション製作

高松市歴史資料館
・キャプション製
作

文学部 書道文化学科 教授 太田　　剛

書道 書（文字）と他分野でのコ
ラボレーション作品制作 一閑張り うちわ制作 文学部 書道文化学科 教授 辻　　尚子

書道 解読 書作品 手紙 文学部 書道文化学科 教授 辻　　尚子

書道・日本文化
史・書道教育

地域に伝わる
史料の解読 古文書 地域学 翻刻 文学部 書道文化学科 講師 田ノ岡大雄

書道・日本文化
史・書道教育

アクティブラーニング
を取り入れた授業 アクティブラーニング グループワーク 自己教育力 文学部 書道文化学科 講師 田ノ岡大雄

書道・日本文化
史・書道教育

葦手絵などに見ら
れる絵画的文字 日本書道史 書と美術 仮名文字 文学部 書道文化学科 講師 田ノ岡大雄

出版史研究・中
世英語英文学

徳島における印
刷・出版文化 出版 印刷組合 文学部 国際文化学科 教授 向井　　剛

日本文学 近現代文学 文学史 文学理論 小説解読 全学共通教育センター 教授 佐々木義登

日本文学 小説実作 実作理論 創作実践 全学共通教育センター 教授 佐々木義登

異文化理解
異文化理解と
コミュニケー
ション

異文化適応・異文
化受容 世界の価値観 異文化トレーニング 全学共通教育センター 准教授 元木　佳江

異文化理解 多文化共生社会に向けて 日本の文化・日本事情 異文化コミュニケーション 言葉のバリアフリー 全学共通教育センター 准教授 元木　佳江

異文化理解 専門分野に従事する外国
人のための日本語教育 仕事のための日本語 専門日本語教育（介

護分野） 全学共通教育センター 准教授 元木　佳江

02 芸術・音楽
染色デザイン 藍染製品の試作や染色指導 藍染 生活科学部 生活科学科 准教授 有内　則子

音楽学 民俗芸能調査 阿波踊り 祭り 民謡 短期大学部 音楽科 教授 川内　由子

音楽学 民俗芸能伝承について 音楽 芸能 教育 短期大学部 音楽科 教授 川内　由子

芸術分野 演奏初心者に対
するピアノ教育 初心者 ピアノ 短期大学部 音楽科 講師 英　　美生
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大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

　芸術分野 日本歌曲におけ
るピアノ伴奏法 伴奏法 ピアノ 日本歌曲 短期大学部 音楽科 講師 英　　美生

03 健康・スポーツ
身体表現・ダンス 防災ダンス 防災 ダンス コミュニケーション 生活科学部 児童学科 教授 田村　典子

健康・ダンス ボディメイク ストレッチ ダンス 健康美 生活科学部 児童学科 教授 田村　典子

健康スポーツ（健康
法としての太極拳） 中国の健康法 八段錦 太極拳 中国武術 生活科学部 児童学科 講師 范　　永輝

健康スポーツ（健康
法としての太極拳）

中国武術を活用した体育・
スポーツの効果的指導法 中国武術 攻撃 防御 生活科学部 児童学科 講師 范　　永輝

医療情報学 若年者のイン
ターネット依存 インターネット依存傾向 生活習慣 メンタルヘルス 短期大学部 ビジネス･コミュ

ニケーション科 准教授 片山　友子

身体表現ダンス 幼児～シニアまでの初心者対
象の身体表現・ダンス指導 キッズダンス 初心者対象の身体

表現・ダンス
保育者・教師対象
身体表現・ダンス 短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

身体表現ダンス サンバ・ブラジル舞踊の
指導とパフォーマンス

サンバ
アフロブラジリアン
ダンス

サンバのリズム遊
びアンサンブル

アフリカン
ディアスポラ
ダンス

短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

健康スポーツ
（ヨガ・アウト
ドアスポーツ）

幼児からシニア
までのヨガ指導
海・山のスポー
ツ体験学習

キッズヨガ アシュタンガ
ヨガ

ハイキング
サーフィン 短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

健康スポーツ（運動生理学） 健康のための運動 有酸素運動 ウエイトコントロール 運動生理学 短期大学部 幼児教育保育科 准教授 林　　夏木

健康スポーツ サッカー 競技力向上 コーチング 普及 全学共通教育センター 講師 平田　英治

健康スポーツ 生涯スポーツ ス ポ ー ツ レ ク リ
エーション

コミュニケーショ
ン インストラクター 全学共通教育センター 講師 平田　英治

体育方法・スポーツ教育学 ラグビーフットボール ラグビーフットボール競技 状況判断 コミュニケーション 全学共通教育センター 講師 山中　一剛

体育方法・スポーツ教育学 健康と運動 生涯スポーツ 生活習慣病予防・改善 介護・認知症予防 全学共通教育センター 講師 山中　一剛

体育方法・スポーツ教育学 生涯スポーツマネジメント 民間スポーツ施設 公共スポーツ施設 野外体験活動 全学共通教育センター 講師 山中　一剛

04 看護・介護

小児看護学・看護教育学 子育て支援のあり方
子育て支援活動の評価 効果的な子育て支援の工夫 大学教員ができる子育て支援 祖父母の子育てへの参画について 看護学部 看護学科 教授 小川　佳代

小児看護学・看護教育学 看護師の臨地実習指導の
ための研修のあり方 臨地実習指導 臨地実習指導研修

計画の支援 看護学部 看護学科 教授 小川　佳代

小児看護学・看護教育学 臨床看護師の
看護研究指導 看護研究指導 看護学部 看護学科 教授 小川　佳代

助産学 性教育 命の授業 思春期教育 看護学部 看護学科 教授 高橋　順子

助産学 母子統合ケア 両親学級 家族準備教育 看護学部 看護学科 教授 高橋　順子

助産学 産婆・助産師の変遷 近代産婆養成と母子保健統計 明治・大正・昭和期の法令の変遷
（医制～保健師助産師看護師法） 産婆活動と技術 看護学部 看護学科 教授 高橋　順子

成人看護学 産業看護 メンタルヘルス カウンセリング 医療機関の産業看護 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

成人看護学 生活習慣病 食行動・肥満 睡眠 糖尿病 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

成人看護学 COPD 禁煙 生活支援 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

成人看護学 女性支援 デートDV DV加害者更生支援 看護学部 看護学科 教授 高山　直子

基礎看護学 臨地実習 認識 理論 指導方法 看護学部 看護学科 教授 檀原いづみ

基礎看護学 看護実践 理論 看護観 認識 看護学部 看護学科 教授 檀原いづみ

看護管理・看護教育・セルフ・ア
ウェアネス・セルフマネジメント 健康管理 セルフアウェアネス セルフマネジメント 看護学部 看護学科 准教授 池田恵美子

看護管理・看護教育・セルフ・ア
ウェアネス・セルフマネジメント 看護管理 看護スタッフ教育 看護管理者教育 On�the�Job�Traning 看護学部 看護学科 准教授 池田恵美子

助産学分野 赤ちゃんに優しい
病院申請にむけて 母乳育児 WHOの10か条の推進 看護学部 看護学科 准教授 髙田　律美

助産学分野 子育て支援 母子の睡眠 看護学部 看護学科 准教授 髙田　律美

老年看護学・リハビリテー
ション看護学・応用健康科学 介護予防 地域包括ケアシステム 認知症予防 家族介護 看護学部 看護学科 准教授 冨澤　栄子

老年看護学・リハビリテー
ション看護学・応用健康科学 脳卒中の再発予防 行動変容 再発予防行動 自己効力感 看護学部 看護学科 准教授 冨澤　栄子

四国大学研究シーズ
大分類コード 大分類 大分類コード 大分類

01 歴史・文化 06 食物・栄養
02 芸術・音楽 07 経済・経営・情報
03 健康・スポーツ 08 教育・心理
04 看護・介護 09 生活
05 語学 10 生物・医薬農学

大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

01 歴史・文化
日本文化史・博物館学 文化財調査 文化財 教育 観光 文学部 日本文学科 教授 須藤　茂樹

日本文化史・博物館学 博物館建設・運営 博物館 美術館 教育 文学部 日本文学科 教授 須藤　茂樹

日本文化史・博物館学 地域活性化 文化財 教育 まちおこし 文学部 日本文学科 教授 須藤　茂樹

徳島の漢文学 橋本晩翠（凝洲） 藤岡方閑（真香） 岡本斯文 文学部 日本文学科 教授 田中　敏生

徳島の数学者 阿部有清 武田丑太郎 文学部 日本文学科 教授 田中　敏生

日本古典文学 源氏物語 文学部 日本文学科 助教 田中　智子

和歌文学 古今和歌六帖 古今和歌集 百人一首 文学部 日本文学科 助教 田中　智子

徳島ゆかりの古典文学 万葉集 土佐日記 土御門上皇 文学部 日本文学科 助教 田中　智子

書道文化・歴史研究 書道文化

地域との連携
・�両国本町商店街
（バナー展示・店
内）

各種福祉施設
・�パフォーマンス等
県議会
・作品展示
・パフォーマンス
・名刺題字揮毫

学生書道作品展示
会
・�小星の書展（脇
町小星地区）

・�ひな祭り書道展
（勝浦町）

イベントへの協力
・�うみがめ祭り（パ
フォーマンス）
・�マチ★アソビ（ブー
ス）
・�ビジネスチャレン
ジメッセ（ブース）
・�うだつをいける
（看板・ブース）
・�エコみらい徳島
（かきぞめ指導）

文学部 書道文化学科 教授 太田　　剛

書道文化・歴史研究 歴史研究
菊池寛記念館
・古文書解読
・キャプション製作

高松市歴史資料館
・キャプション製
作

文学部 書道文化学科 教授 太田　　剛

書道 書（文字）と他分野でのコ
ラボレーション作品制作 一閑張り うちわ制作 文学部 書道文化学科 教授 辻　　尚子

書道 解読 書作品 手紙 文学部 書道文化学科 教授 辻　　尚子

書道・日本文化
史・書道教育

地域に伝わる
史料の解読 古文書 地域学 翻刻 文学部 書道文化学科 講師 田ノ岡大雄

書道・日本文化
史・書道教育

アクティブラーニング
を取り入れた授業 アクティブラーニング グループワーク 自己教育力 文学部 書道文化学科 講師 田ノ岡大雄

書道・日本文化
史・書道教育

葦手絵などに見ら
れる絵画的文字 日本書道史 書と美術 仮名文字 文学部 書道文化学科 講師 田ノ岡大雄

出版史研究・中
世英語英文学

徳島における印
刷・出版文化 出版 印刷組合 文学部 国際文化学科 教授 向井　　剛

日本文学 近現代文学 文学史 文学理論 小説解読 全学共通教育センター 教授 佐々木義登

日本文学 小説実作 実作理論 創作実践 全学共通教育センター 教授 佐々木義登

異文化理解
異文化理解と
コミュニケー
ション

異文化適応・異文
化受容 世界の価値観 異文化トレーニング 全学共通教育センター 准教授 元木　佳江

異文化理解 多文化共生社会に向けて 日本の文化・日本事情 異文化コミュニケーション 言葉のバリアフリー 全学共通教育センター 准教授 元木　佳江

異文化理解 専門分野に従事する外国
人のための日本語教育 仕事のための日本語 専門日本語教育（介

護分野） 全学共通教育センター 准教授 元木　佳江

02 芸術・音楽
染色デザイン 藍染製品の試作や染色指導 藍染 生活科学部 生活科学科 准教授 有内　則子

音楽学 民俗芸能調査 阿波踊り 祭り 民謡 短期大学部 音楽科 教授 川内　由子

音楽学 民俗芸能伝承について 音楽 芸能 教育 短期大学部 音楽科 教授 川内　由子

芸術分野 演奏初心者に対
するピアノ教育 初心者 ピアノ 短期大学部 音楽科 講師 英　　美生
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大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

栄養学 栄養学 食育 筋肉 生活科学部 管理栄養士養成課程 助手 北畑香菜子

生化学・分子生物学 生体内における様々な
生理機能に関する研究 培養細胞 免疫組織化学 内分泌 短期大学部 人間健康科

食物栄養専攻 准教授 吉田　一郎

スポーツ栄養 スポーツ栄養 スポーツ栄養マネジメント 女性・ジュニア・競技別マネジメント 酸化ストレス 全学共通教育センター 講師 東　亜弥子

07 経済・経営・情報
会計学（財務会
計・財務諸表論）

国際財務報告基準（IFRS）
への組み換えに関する研究

国際財務報告基準（IFRS）
および国際会計基準（IAS）

金融商品の分類と
測定 IAS39 号への対応 経営情報学部 経営情報学科 教授 鈴木雄一郎

地方版総合戦
略に
係る研究

結婚・出産促進策 地域経済 地方財政 経営情報学部 経営情報学科 教授 牧田　修治

スポーツビジネ
ス・マーケティ
ング

商品開発 消費材 事業計画 デザイン 経営情報学部 経営情報学科 准教授 大野　宏之

スポーツビジネ
ス・マーケティ
ング

スポーツによ
る振興・事業
活性

プロモーション 健康事業 経営情報学部 経営情報学科 准教授 大野　宏之

デジタルマーケ
ティング WEB集客 SEO 対策検索連動

型広告 SNS ネット広告 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 佐藤　和明

エンターテイメント
コンピューティング

VR/ARコンテンツ制
作・VR/AR技術提供

VR:Virtual�Reality:
仮想現実技術

AR:Augmented�
Reality: 拡張現実技
術

経営情報学部 メディア情報学科 准教授 辻岡　　卓

非線形工学 電気回路におけ
るカオス現象 非線形 カオス 回路 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 細川　康輝

非線形工学 セルラーニューラルネットワーク 相互結合型ニューラルネットワーク 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 細川　康輝

非線形工学 結合系におこる現象 回路 ネットワーク 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 細川　康輝

消費者教育・地域ブラン
ド研究・女性の活躍推進 地域観光活性化 地域ブランド構築 地域資源発掘 アンテナショップ 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 教授 加渡いづみ

国際経済学・労
働経済学

地域における賃金
決定のメカニズム 職種 最低賃金 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 准教授 蔵谷　哲也

教科教育学（専門教科
の教育・会計分野）

理解度を深めさ
せる簿記教育 商業簿記 財務会計 原価計算 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 准教授 竹内　勝己

教育心理学・キャリア
教育・日本語教育

学習科学を応用し
た企業内人材育成 人材育成 企業内研修 学習科学 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 講師 富岡　直美

08 教育・心理
心理学 育児・子ども学 父親の育児関与 夫婦間協働 ワークーファミリー･エンリッチメント 生活科学部 生活科学科 准教授 下坂　　剛

心理学 カウンセリング 公認心理師 メンタルヘルス 予防教育 生活科学部 生活科学科 准教授 下坂　　剛

教育工学 授業への ICT活用研究 ICT 活用 プログラミング教育 情報教育 生活科学部 児童学科 教授 奥村　英樹

教育工学 3Dプリンタ活用研究 3Dプリンタ 教材開発 生活科学部 児童学科 教授 奥村　英樹

心理学 子どものおもいやりを育て
る取り組みの企画と実施 視点取得能力 愛着 保育実践 生活科学部 児童学科 准教授 芝崎　良典

心理学 学修者の学びを促
す評価方法の開発 ルーブリック 評価 学修 生活科学部 児童学科 准教授 芝崎　良典

心理学 注意力の測定方法の開発 注意 測定 ストループ効果 生活科学部 児童学科 准教授 芝崎　良典

教育工学・情報
教育・教材開発

IT リテラシー習得
のための教材開発 IT リテラシー テキスト教材 情報教育 生活科学部 児童学科 准教授 武市　泰彦

教育工学・情報
教育・教材開発

幼児を対象とした
木製玩具の開発 玩具 幼児 木材活用 生活科学部 児童学科 准教授 武市　泰彦

特別支援教育 障がい者のQOL向上 障がい者 ICT活用 スマートデバイス 生活科学部 児童学科 准教授 前田　宏治

特別支援教育 合理的配慮 大学生 修学支援 就労支援 生活科学部 児童学科 准教授 前田　宏治

教育心理学・発達心理学 幼児教育 感情表現 思いやり行動 生活科学部 児童学科 講師 内山　有美

精神医学・臨床
脳波学

看護師（学生）のストレスに
関する心理・生理学的研究 ストレス 心理検査 看護師 看護学部 看護学科 教授 磯谷　俊明

幼児教育 幼児理解 保育記録 絵本 保幼小連携 生活科学部 児童学科 講師 湯地　由美

幼児教育・保育方法 幼児理解・保育方法 園内研修 自尊感情 表現 短期大学部 幼児教育保育科 講師 勝浦　美和

臨床発達心理学 子育て支援に関すること 困り感のない保護者に対する支援 子育て支援プログラムの実践 保育学生と行う子育て支援活動 短期大学部 幼児教育保育科 講師 永井　知子

臨床発達心理学 乳幼児期の子どもの発達 「気になる子」 発達相談 乳幼児 短期大学部 幼児教育保育科 講師 永井　知子

大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

老年看護学・リハビリテー
ション看護学・応用健康科学 地域高齢者の健康支援 骨粗鬆症 フレイル ヘルスリテラシー 看護学部 看護学科 准教授 冨澤　栄子

基礎看護技術 基礎看護技術教育方法 基礎看護技術 看護技術教育の方
法 看護学生 看護学部 看護学科 講師 小林　淳子

看護教育・成人看
護・学周手術期看護 看護基礎教育 授業における相互性 シミュレーション 協同学習 看護学部 看護学科 講師 大屋まり子

看護・介護　高
齢者の認知症

高齢者の認知症
認知症高齢者の看護 認知症 看護学部 看護学科 講師 笹賀美代子

看護・介護　高
齢者の認知症 認知症の理解 認知症 看護学部 看護学科 講師 笹賀美代子

助産学・母性看
護学・糖尿病

プレコセプション
ケア（受胎前教育） 受胎前の体つくり 性行為感染症予防 妊娠 看護学部 看護学科 講師 永吉　　円

助産学・母性看
護学・糖尿病 妊娠糖尿病 糖尿病 看護学部 看護学科 講師 永吉　　円

小児救急看護（小児救
急看護認定看護師）

医療的ケアが必要な
子どもの在宅支援 救急看護 医療的ケアが必要

な子ども 在宅看護 看護学部 看護学科 助教 横関恵美子

社会福祉 社会福祉とその
支援・福祉教育 介護及び高齢者福祉 社会的養護及び児童福祉 地域社会と福祉的

支援 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 教授 木内　哲二

介護福祉 認知症介護 在宅介護 尊厳 パーソーン・フッ
ド 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 教授 津田　祐子

介護福祉 介護過程方法論 アセスメント 個別介護 チームケア 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 教授 津田　祐子

介護福祉 介護施設のケア管理 人材育成 リーダーシップ マネジメント 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 教授 津田　祐子

保健福祉 高齢者の生きがい 生きがい 幸福感 社会的活動 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 講師 小倉　和也

介護福祉学・高齢者
看護学・保健管理学 高齢者の生きがい支援 地域高齢者と若者の世代間交流 地域高齢者の生きがい 次世代育成 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 助教 濵　　若菜

介護福祉学・高齢者
看護学・保健管理学 外国人介護福祉士養成 外国人介護福祉士 留学生教育 留学生支援 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 助教 濵　　若菜

介護福祉学・高齢者
看護学・保健管理学

大学（企業）における保
健・健康に関連した教育 教・職員教育方法 大学（企業）における健康管理 大学（企業）における危機管理 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 助教 濵　　若菜

05 語学
言語学（統語論） 日本語・英語の構造 翻訳研究 機能範疇 生成文法統語論 文学部 国際文化学科 准教授 富山　晴仁

社会言語学 多文化共生 異文化理解 宗教 国際交流 文学部 国際文化学科 講師 平　　　歩

教育心理学・キャリ
ア教育・日本語教育

留学生のためのビ
ジネス日本語教材 ビジネス日本語 留学生 教材開発 短期大学部 ビジネス･コミュ

ニケーション科 講師 富岡　直美

社会言語学・日
本語教育学

バイリンガルの説得の
言語行動に関する研究 バイリンガル 言語行動 対照修辞学 全学共通教育センター 助教 西條　結人

社会言語学・日
本語教育学

ロシア語・キルギス語を
母語とする日本語学習者
に関する研究

キルギス（中央アジア） 教材開発 孤立環境 全学共通教育センター 助教 西條　結人

社会言語学・日
本語教育学

災害場面における方言コミュ
ニケーションに関する研究 徳島方言（阿波弁） 対人コミュニケーション 災害場面 全学共通教育センター 助教 西條　結人

06 食物・栄養
臨床栄養学 血液透析患者の栄養 栄養評価 食事療法 フレイル 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 岩田　晴美

食生活学・食育 食生活に関する調
査および資料作成 食事調査 食生活改善 アンケートの集計および解析 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 髙橋　啓子

食生活学・食育 郷土の食材・料
理に関すること 郷土料理 地産地消 商品開発 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 髙橋　啓子

食生活学・食育 食育に関すること 食育 アンケート調査 アンケートの集計および解析 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 髙橋　啓子

栄養学・臨床心理学 食生活 食育 ライフステージ別の栄養 栄養成分表示 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 板東　絹恵

栄養学・臨床心理学 生活科学 栄養教育 摂食障害 栄養成分表示 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 板東　絹恵

栄養学・臨床心理学 カウンセリング カウンセリングスキル 摂食障害 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 板東　絹恵

栄養学 栄養学 栄養疫学 食事調査 生活科学部 管理栄養士養成課程 助教 奥村　亮太

栄養学 栄養成分表示 食品表示法 食品表示制度 機能性表示食品 生活科学部 管理栄養士養成課程 助教 辻　　博子

栄養生理学・栄養教育学 栄養学 胃運動 食欲 食育 生活科学部 管理栄養士養成課程 助教 脇坂しおり



大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

栄養学 栄養学 食育 筋肉 生活科学部 管理栄養士養成課程 助手 北畑香菜子

生化学・分子生物学 生体内における様々な
生理機能に関する研究 培養細胞 免疫組織化学 内分泌 短期大学部 人間健康科

食物栄養専攻 准教授 吉田　一郎

スポーツ栄養 スポーツ栄養 スポーツ栄養マネジメント 女性・ジュニア・競技別マネジメント 酸化ストレス 全学共通教育センター 講師 東　亜弥子

07 経済・経営・情報
会計学（財務会
計・財務諸表論）

国際財務報告基準（IFRS）
への組み換えに関する研究

国際財務報告基準（IFRS）
および国際会計基準（IAS）

金融商品の分類と
測定 IAS39 号への対応 経営情報学部 経営情報学科 教授 鈴木雄一郎

地方版総合戦
略に
係る研究

結婚・出産促進策 地域経済 地方財政 経営情報学部 経営情報学科 教授 牧田　修治

スポーツビジネ
ス・マーケティ
ング

商品開発 消費材 事業計画 デザイン 経営情報学部 経営情報学科 准教授 大野　宏之

スポーツビジネ
ス・マーケティ
ング

スポーツによ
る振興・事業
活性

プロモーション 健康事業 経営情報学部 経営情報学科 准教授 大野　宏之

デジタルマーケ
ティング WEB集客 SEO 対策検索連動

型広告 SNS ネット広告 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 佐藤　和明

エンターテイメント
コンピューティング

VR/ARコンテンツ制
作・VR/AR技術提供

VR:Virtual�Reality:
仮想現実技術

AR:Augmented�
Reality: 拡張現実技
術

経営情報学部 メディア情報学科 准教授 辻岡　　卓

非線形工学 電気回路におけ
るカオス現象 非線形 カオス 回路 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 細川　康輝

非線形工学 セルラーニューラルネットワーク 相互結合型ニューラルネットワーク 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 細川　康輝

非線形工学 結合系におこる現象 回路 ネットワーク 経営情報学部 メディア情報学科 准教授 細川　康輝

消費者教育・地域ブラン
ド研究・女性の活躍推進 地域観光活性化 地域ブランド構築 地域資源発掘 アンテナショップ 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 教授 加渡いづみ

国際経済学・労
働経済学

地域における賃金
決定のメカニズム 職種 最低賃金 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 准教授 蔵谷　哲也

教科教育学（専門教科
の教育・会計分野）

理解度を深めさ
せる簿記教育 商業簿記 財務会計 原価計算 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 准教授 竹内　勝己

教育心理学・キャリア
教育・日本語教育

学習科学を応用し
た企業内人材育成 人材育成 企業内研修 学習科学 短期大学部 ビジネス ･コミュ

ニケーション科 講師 富岡　直美

08 教育・心理
心理学 育児・子ども学 父親の育児関与 夫婦間協働 ワークーファミリー･エンリッチメント 生活科学部 生活科学科 准教授 下坂　　剛

心理学 カウンセリング 公認心理師 メンタルヘルス 予防教育 生活科学部 生活科学科 准教授 下坂　　剛

教育工学 授業への ICT活用研究 ICT 活用 プログラミング教育 情報教育 生活科学部 児童学科 教授 奥村　英樹

教育工学 3Dプリンタ活用研究 3Dプリンタ 教材開発 生活科学部 児童学科 教授 奥村　英樹

心理学 子どものおもいやりを育て
る取り組みの企画と実施 視点取得能力 愛着 保育実践 生活科学部 児童学科 准教授 芝崎　良典

心理学 学修者の学びを促
す評価方法の開発 ルーブリック 評価 学修 生活科学部 児童学科 准教授 芝崎　良典

心理学 注意力の測定方法の開発 注意 測定 ストループ効果 生活科学部 児童学科 准教授 芝崎　良典

教育工学・情報
教育・教材開発

IT リテラシー習得
のための教材開発 IT リテラシー テキスト教材 情報教育 生活科学部 児童学科 准教授 武市　泰彦

教育工学・情報
教育・教材開発

幼児を対象とした
木製玩具の開発 玩具 幼児 木材活用 生活科学部 児童学科 准教授 武市　泰彦

特別支援教育 障がい者のQOL向上 障がい者 ICT活用 スマートデバイス 生活科学部 児童学科 准教授 前田　宏治

特別支援教育 合理的配慮 大学生 修学支援 就労支援 生活科学部 児童学科 准教授 前田　宏治

教育心理学・発達心理学 幼児教育 感情表現 思いやり行動 生活科学部 児童学科 講師 内山　有美

精神医学・臨床
脳波学

看護師（学生）のストレスに
関する心理・生理学的研究 ストレス 心理検査 看護師 看護学部 看護学科 教授 磯谷　俊明

幼児教育 幼児理解 保育記録 絵本 保幼小連携 生活科学部 児童学科 講師 湯地　由美

幼児教育・保育方法 幼児理解・保育方法 園内研修 自尊感情 表現 短期大学部 幼児教育保育科 講師 勝浦　美和

臨床発達心理学 子育て支援に関すること 困り感のない保護者に対する支援 子育て支援プログラムの実践 保育学生と行う子育て支援活動 短期大学部 幼児教育保育科 講師 永井　知子

臨床発達心理学 乳幼児期の子どもの発達 「気になる子」 発達相談 乳幼児 短期大学部 幼児教育保育科 講師 永井　知子

大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

老年看護学・リハビリテー
ション看護学・応用健康科学 地域高齢者の健康支援 骨粗鬆症 フレイル ヘルスリテラシー 看護学部 看護学科 准教授 冨澤　栄子

基礎看護技術 基礎看護技術教育方法 基礎看護技術 看護技術教育の方
法 看護学生 看護学部 看護学科 講師 小林　淳子

看護教育・成人看
護・学周手術期看護 看護基礎教育 授業における相互性 シミュレーション 協同学習 看護学部 看護学科 講師 大屋まり子

看護・介護　高
齢者の認知症

高齢者の認知症
認知症高齢者の看護 認知症 看護学部 看護学科 講師 笹賀美代子

看護・介護　高
齢者の認知症 認知症の理解 認知症 看護学部 看護学科 講師 笹賀美代子

助産学・母性看
護学・糖尿病

プレコセプション
ケア（受胎前教育） 受胎前の体つくり 性行為感染症予防 妊娠 看護学部 看護学科 講師 永吉　　円

助産学・母性看
護学・糖尿病 妊娠糖尿病 糖尿病 看護学部 看護学科 講師 永吉　　円

小児救急看護（小児救
急看護認定看護師）

医療的ケアが必要な
子どもの在宅支援 救急看護 医療的ケアが必要

な子ども 在宅看護 看護学部 看護学科 助教 横関恵美子

社会福祉 社会福祉とその
支援・福祉教育 介護及び高齢者福祉 社会的養護及び児童福祉 地域社会と福祉的

支援 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 教授 木内　哲二

介護福祉 認知症介護 在宅介護 尊厳 パーソーン・フッ
ド 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 教授 津田　祐子

介護福祉 介護過程方法論 アセスメント 個別介護 チームケア 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 教授 津田　祐子

介護福祉 介護施設のケア管理 人材育成 リーダーシップ マネジメント 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 教授 津田　祐子

保健福祉 高齢者の生きがい 生きがい 幸福感 社会的活動 短期大学部 人間健康科介
護福祉専攻 講師 小倉　和也

介護福祉学・高齢者
看護学・保健管理学 高齢者の生きがい支援 地域高齢者と若者の世代間交流 地域高齢者の生きがい 次世代育成 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 助教 濵　　若菜

介護福祉学・高齢者
看護学・保健管理学 外国人介護福祉士養成 外国人介護福祉士 留学生教育 留学生支援 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 助教 濵　　若菜

介護福祉学・高齢者
看護学・保健管理学

大学（企業）における保
健・健康に関連した教育 教・職員教育方法 大学（企業）における健康管理 大学（企業）における危機管理 短期大学部 人間健康科介

護福祉専攻 助教 濵　　若菜

05 語学
言語学（統語論） 日本語・英語の構造 翻訳研究 機能範疇 生成文法統語論 文学部 国際文化学科 准教授 富山　晴仁

社会言語学 多文化共生 異文化理解 宗教 国際交流 文学部 国際文化学科 講師 平　　　歩

教育心理学・キャリ
ア教育・日本語教育

留学生のためのビ
ジネス日本語教材 ビジネス日本語 留学生 教材開発 短期大学部 ビジネス･コミュ

ニケーション科 講師 富岡　直美

社会言語学・日
本語教育学

バイリンガルの説得の
言語行動に関する研究 バイリンガル 言語行動 対照修辞学 全学共通教育センター 助教 西條　結人

社会言語学・日
本語教育学

ロシア語・キルギス語を
母語とする日本語学習者
に関する研究

キルギス（中央アジア） 教材開発 孤立環境 全学共通教育センター 助教 西條　結人

社会言語学・日
本語教育学

災害場面における方言コミュ
ニケーションに関する研究 徳島方言（阿波弁） 対人コミュニケーション 災害場面 全学共通教育センター 助教 西條　結人

06 食物・栄養
臨床栄養学 血液透析患者の栄養 栄養評価 食事療法 フレイル 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 岩田　晴美

食生活学・食育 食生活に関する調
査および資料作成 食事調査 食生活改善 アンケートの集計および解析 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 髙橋　啓子

食生活学・食育 郷土の食材・料
理に関すること 郷土料理 地産地消 商品開発 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 髙橋　啓子

食生活学・食育 食育に関すること 食育 アンケート調査 アンケートの集計および解析 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 髙橋　啓子

栄養学・臨床心理学 食生活 食育 ライフステージ別の栄養 栄養成分表示 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 板東　絹恵

栄養学・臨床心理学 生活科学 栄養教育 摂食障害 栄養成分表示 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 板東　絹恵

栄養学・臨床心理学 カウンセリング カウンセリングスキル 摂食障害 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 板東　絹恵

栄養学 栄養学 栄養疫学 食事調査 生活科学部 管理栄養士養成課程 助教 奥村　亮太

栄養学 栄養成分表示 食品表示法 食品表示制度 機能性表示食品 生活科学部 管理栄養士養成課程 助教 辻　　博子

栄養生理学・栄養教育学 栄養学 胃運動 食欲 食育 生活科学部 管理栄養士養成課程 助教 脇坂しおり



2 ．四国大学　施設・設備

　大学の行事、教育、研究及び課外活動等で施設・設備を使用
していない時は、教育、研究及び地域連携、広く社会の学術、
文化又はスポーツの振興など公共の目的に対して、本学が支障
のない範囲で大学施設を臨時利用することができます。

大分類
コード

大
分
類

専門分野 対応可能な
テーマ キーワード 学部 学科・専攻等 職名 氏名

児童家庭福祉・地
域福祉・福祉教育 社会的養護 社会福祉協議会・

行政 地域連携 地域住民 短期大学部 幼児教育保育科 講師 古川　愛梨

児童家庭福祉・地
域福祉・福祉教育

地域を基盤にした子育
て支援（環境づくり） 地域住民 子育て家庭（親子） つなぐ（居場所づくり） 短期大学部 幼児教育保育科 講師 古川　愛梨

日本語教育 日本語教育に関する講義 多文化共生 地域日本語教育 やさしい日本語 全学共通教育センター 准教授 元木　佳江

教育学・情報工学 情報教育 プログラミング教育 情報リテラシー 情報検索 全学共通教育センター 助教 長瀬　　大

教育学・情報工学 知識処理 検索システム グラフ データベース 学修支援センター 助教 長瀬　　大

教育学・情報工学 ダイバーシティ インクルーシヴ教育 合理的配慮の提供 学修支援センター 助教 長瀬　　大

09 生活
生活科学・家族
社会学

少子化問題に関
する調査研究 未婚化 子育て支援 地方創生 生活科学部 生活科学科 教授 中岡　泰子

生活科学・家族
社会学

ワーク・ライフ・バ
ランスに関する研究 男女共同参画 働き方改革 ライフデザイン 生活科学部 生活科学科 教授 中岡　泰子

消費者教育・地域ブラン
ド研究・女性の活躍推進 消費者教育 エシカル消費

(倫理的消費 ) 金融教育 ライフプランニング 短期大学部 ビジネス･コミュ
ニケーション科 教授 加渡いづみ

消費者教育・地域ブラン
ド研究・女性の活躍推進 女性の活躍推進 働き方改革 ワークライフバランス 短期大学部 ビジネス･コミュ

ニケーション科 教授 加渡いづみ

10 生物・医薬農学
食品衛生管理・
食品微生物

食環境・生活環
境の微生物制御 腐敗 食中毒 品質管理 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 岡崎　貴世

食品衛生管理・
食品微生物

微生物を利用
した食品開発 乳酸菌・酵母など 発酵 機能性 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 岡崎　貴世

栄養生理学・生
化学

食品中の機能
性成分に関す
る研究

エネルギー代謝 ポリフェノール 生活習慣病 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 近藤　真紀

栄養生理学・生
化学

阿波食用藍の機能性
成分の解明と機能性
成分高含有藍の育成

ポリフェノール 生活習慣病予防 植物工場 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 近藤　真紀

栄養学
ポリフェノール類など
の食品成分が肥満や糖
尿病に及ぼす影響

肥満 糖尿病 ポリフェノール類 生活科学部 管理栄養士養成課程 教授 曽川美佐子

食品化学 ポリフェノールの分析 HPLC クロロゲン酸などの既知成分 植物性食品 生活科学部 管理栄養士養成課程 准教授 増田　晃子

栄養学 運動の効果 脂質 アミノ酸 酸化ストレス 生活科学部 管理栄養士養成課程 講師 開元　多恵

栄養学 食事調査 栄養疫学 アンケート調査 スマートフォン 生活科学部 管理栄養士養成課程 講師 鎌田智英実

栄養学 栄養教育 高齢者 糖尿病 生活科学部 管理栄養士養成課程 講師 鎌田智英実

食生活学・動物分類
学（クルマエビ科） 食用エビ類の分類 食用エビ類 クルマエビ科 同定 生活科学部 管理栄養士養成課程 講師 篠宮　幸子

精神医学・臨床脳波学
精神医学・臨床脳波学精
神・心理状態治療（リラ
クゼーションを含む）効
果を定量脳波で評価する

脳派解析 リラクゼーション 精神疾患 看護学部 看護学科 教授 磯谷　俊明

活性物質生理学・薬理学 地域の宝としての海
産天然資源の開発 未利用資源 海産生物 ラッパウニ 看護学部 看護学科 教授 中川　秀幸

循環器科学（心臓組織
学・心臓生理学）

心虚血後炎症の形態
学・機能学的研究 心臓 虚血 炎症 看護学部 看護学科 准教授 山口　　豪

循環器科学（心臓組織
学・心臓生理学）

入浴負荷時の心臓機能
の変化に関する研究 入浴 心エコー 心電図 看護学部 看護学科 准教授 山口　　豪

循環器科学（心臓組織
学・心臓生理学）

心虚血時の心臓刺激伝導
系の形態学的変化と心電
図変化に関する研究

心臓刺激伝導系 免疫組織化学 電子顕微鏡 看護学部 看護学科 准教授 山口　　豪

生涯学習 徳島の自然 生物多様性 生態・分類 クモ類 短期大学部 幼児教育保育科 准教授 坂東　治男



2 ．四国大学　施設・設備
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経営情報館 3 P304講義室 92 96 1 ○ ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P305講義室 74 67 座席固定
経営情報館 4 P401演習室 54 18 ○ ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P402演習室 51 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P403演習室 51 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P404演習室 54 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P405演習室 49 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P406演習室 43 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P407講義室 74 67 ○ 座席固定
共通講義棟 1 R101大講義室 343 302 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
共通講義棟 1 R102大講義室 267 215 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
共通講義棟 2 R201大講義室 343 302 ○ ○ ○ ○ 座席固定
共通講義棟 2 R202大講義室 267 215 ○ ○ ○ ○ 座席固定
ビジネス・コミュニケーション館 5 T507講義室 119 113 1 ○ ○ ○ 座席固定
情報メディア館 1 U105講義室 78 60 ○ ○ ○ ○
情報メディア館 1 U106講義室 145 124 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 1 U151講義室 160 142 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 1 U154講義室 160 141 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 1 U155講義室 80 36 ○
児童教育館 2 U251講義室 80 35 ○
児童教育館 2 U252講義室 80 36
児童教育館 2 U253講義室 130 100 ○ ○ ○ ○
児童教育館 2 U255講義室 105 84 1 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 2 U256講義室 105 80 ○ ○ ○ ○
児童教育館 2 U257講義室 80 36

●施設臨時使用料金
1）ホール等　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

施　　設　　名 半　日 1日
音楽ホール（約 260名収容） 50,000 80,000
共通講義棟　1室（約 200名、300名収容） 50,000 80,000

2）講義室等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �（単位：円）
施　　設　　名 半　日 1　日 備　　考

講義室（大）1室 5,000 10,000 面積　100㎡以上
講義室（中・小）1室 4,000 8,000 面積　100㎡未満

注意事項
1 　半日とは 9時から13時、1日とは17時まで。午後からの使用は 1日扱いとします。
　　ただし、9時より前から使用する場合や17時を越える場合は、それぞれ半日料金を加算します。
　　なお、夜間のみの使用（17時以降21時まで）は、半日料金とします。

2　前日準備の料金は、準備当日の使用時間に係る施設使用料の半額とします。

3　�講義室等で冷暖房を使用した場合は、施設使用料金に30％加算します。（音楽ホール、共通講義棟を除く）

4　講義室以外（演習室、実習室、玄関ロビー等）の施設を使用する場合は、面積により講義室に準じます。

5　連携協定等を締結している団体への貸し出しについては、施設使用料のみ半額とすることができます。

6　�本学が共催、協賛、協力、後援となっている場合の施設使用料については、共催は半額とすることができ、協賛・協力・
後援については満額とします。なお、冷暖房費については、いずれも必要です。

使用申込み・お問い合わせ
　四国大学　総務・企画部総合企画課
　　　住所　〒 771-1192　徳島市応神町古川字戎子野 123-1
　　　TEL　088-665-9905

共通講義棟　R101大講義室

1．講義室・ホール等（古川キャンパス）
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中央棟 1 ロビー・エントランス 516
中央棟 3 A301講義室 105 60 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 3 A302講義室 100 60 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 3 A303講義室 126 93 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A304講義室 126 92 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A305講義室 170 130 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A306講義室 170 130 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A307講義室 170 130 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 4 A401演習室 54 16 ○
中央棟 4 A402講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A403講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A404講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A405講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A406演習室 50 16 ○
中央棟 4 A407演習室 50 16 ○
中央棟 4 A408講義室 112 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A409講義室 113 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A410講義室 113 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A411講義室 113 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A412演習室 58 16 ○
全学共通・地域教育センター 1 B107演習室 51 24 ○
全学共通・地域教育センター 1 B108演習室兼大会議室 78 30 ○ ○ ○
全学共通・地域教育センター 1 B109大演習室 164 110 ○ ○ ○
全学共通・地域教育センター 2 B201地域創生多目的フロア 132 80 ○ ○ ○ アクティブラーニング室
生活科学館 1 C101講義室 102 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○
生活科学館 3 C302講義室 100 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○
文学館 1 F101講義室 99 85 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
文学館 1 F106講義室 66 36 ○
文学館 1 F107講義室 66 49 ○
文学館 2 F201講義室 99 85 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
文学館 2 F205講義室 118 105 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
文学館 2 F206講義室 66 49 ○
文学館 3 F301講義室 77 54 ○
音楽ホール 2 音楽ホール（ステージ） 105
音楽ホール 2 音楽ホール（座席） 382 263
国際文化館 2 L201 講義室 138 130 ○ ○ ○ ○ 座席固定
国際文化館 2 L203 講義室 72 53 ○ ○ ○ ○ 座席固定
国際文化館 4 L402 演習室 46 19 ○ ○ ○ ○
国際文化館 4 L404 演習室 46 19 ○
国際文化館 5 L507 講義室 66 49 ○
国際文化館 5 L508 講義室 69 49 ○ ○
30周年記念館 1 玄関大ホール 379
30周年記念館 2 N209多目的教室 174 120 ○ ○ ○ ○
30周年記念館 3 N301演習室 49 16
30 周年記念館 3 N302講義室 107 100 ○ ○ 座席固定
30周年記念館 3 N307講義室 104 105 ○ ○ ○ ○ 座席固定
30周年記念館 3 N308演習室 49 17
経営情報館 1 玄関ロビー 108
経営情報館 1 P102大講義室 134 120 1 ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 1 P103大演習室 92 45 ○ ○ アクティブラーニング室
経営情報館 2 P201大講義室 133 120 ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 2 P202講義室 79 60 ○ ○ 座席固定
経営情報館 2 P203演習室 49 16
経営情報館 2 P204大講義室 117 124 ○ ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P301講義室 80 60 ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P302講義室 77 60 ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P303演習室 54 18
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経営情報館 3 P304講義室 92 96 1 ○ ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P305講義室 74 67 座席固定
経営情報館 4 P401演習室 54 18 ○ ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P402演習室 51 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P403演習室 51 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P404演習室 54 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P405演習室 49 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P406演習室 43 18 ○ アクティブラーニング室
経営情報館 4 P407講義室 74 67 ○ 座席固定
共通講義棟 1 R101大講義室 343 302 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
共通講義棟 1 R102大講義室 267 215 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
共通講義棟 2 R201大講義室 343 302 ○ ○ ○ ○ 座席固定
共通講義棟 2 R202大講義室 267 215 ○ ○ ○ ○ 座席固定
ビジネス・コミュニケーション館 5 T507講義室 119 113 1 ○ ○ ○ 座席固定
情報メディア館 1 U105講義室 78 60 ○ ○ ○ ○
情報メディア館 1 U106講義室 145 124 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 1 U151講義室 160 142 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 1 U154講義室 160 141 2 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 1 U155講義室 80 36 ○
児童教育館 2 U251講義室 80 35 ○
児童教育館 2 U252講義室 80 36
児童教育館 2 U253講義室 130 100 ○ ○ ○ ○
児童教育館 2 U255講義室 105 84 1 ○ ○ ○ ○ 座席固定
児童教育館 2 U256講義室 105 80 ○ ○ ○ ○
児童教育館 2 U257講義室 80 36

●施設臨時使用料金
1）ホール等　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

施　　設　　名 半　日 1日
音楽ホール（約 260名収容） 50,000 80,000
共通講義棟　1室（約 200名、300名収容） 50,000 80,000

2）講義室等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 �（単位：円）
施　　設　　名 半　日 1　日 備　　考

講義室（大）1室 5,000 10,000 面積　100㎡以上
講義室（中・小）1室 4,000 8,000 面積　100㎡未満

注意事項
1 　半日とは 9時から13時、1日とは17時まで。午後からの使用は 1日扱いとします。
　　ただし、9時より前から使用する場合や17時を越える場合は、それぞれ半日料金を加算します。
　　なお、夜間のみの使用（17時以降21時まで）は、半日料金とします。

2　前日準備の料金は、準備当日の使用時間に係る施設使用料の半額とします。

3　�講義室等で冷暖房を使用した場合は、施設使用料金に30％加算します。（音楽ホール、共通講義棟を除く）

4　講義室以外（演習室、実習室、玄関ロビー等）の施設を使用する場合は、面積により講義室に準じます。

5　連携協定等を締結している団体への貸し出しについては、施設使用料のみ半額とすることができます。

6　�本学が共催、協賛、協力、後援となっている場合の施設使用料については、共催は半額とすることができ、協賛・協力・
後援については満額とします。なお、冷暖房費については、いずれも必要です。

使用申込み・お問い合わせ
　四国大学　総務・企画部総合企画課
　　　住所　〒 771-1192　徳島市応神町古川字戎子野 123-1
　　　TEL　088-665-9905

共通講義棟　R101大講義室

1．講義室・ホール等（古川キャンパス）

建物名 階 施設名 面積
（㎡）

定員
（人）

設備

備考
車
椅
子
ス
ペ
ー
ス

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ

Ａ
Ｖ
機
器

書
画
カ
メ
ラ

ス
ク
リ
ー
ン

暗
幕

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

電
子
黒
板

個
別
電
源

中央棟 1 ロビー・エントランス 516
中央棟 3 A301講義室 105 60 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 3 A302講義室 100 60 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 3 A303講義室 126 93 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A304講義室 126 92 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A305講義室 170 130 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A306講義室 170 130 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 3 A307講義室 170 130 2 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
中央棟 4 A401演習室 54 16 ○
中央棟 4 A402講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A403講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A404講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A405講義室 76 50 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A406演習室 50 16 ○
中央棟 4 A407演習室 50 16 ○
中央棟 4 A408講義室 112 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A409講義室 113 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A410講義室 113 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A411講義室 113 90 ○ ○ ○ ○ ○
中央棟 4 A412演習室 58 16 ○
全学共通・地域教育センター 1 B107演習室 51 24 ○
全学共通・地域教育センター 1 B108演習室兼大会議室 78 30 ○ ○ ○
全学共通・地域教育センター 1 B109大演習室 164 110 ○ ○ ○
全学共通・地域教育センター 2 B201地域創生多目的フロア 132 80 ○ ○ ○ アクティブラーニング室
生活科学館 1 C101講義室 102 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○
生活科学館 3 C302講義室 100 60 ○ ○ ○ ○ ○ ○
文学館 1 F101講義室 99 85 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
文学館 1 F106講義室 66 36 ○
文学館 1 F107講義室 66 49 ○
文学館 2 F201講義室 99 85 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
文学館 2 F205講義室 118 105 ○ ○ ○ ○ ○ 座席固定
文学館 2 F206講義室 66 49 ○
文学館 3 F301講義室 77 54 ○
音楽ホール 2 音楽ホール（ステージ） 105
音楽ホール 2 音楽ホール（座席） 382 263
国際文化館 2 L201 講義室 138 130 ○ ○ ○ ○ 座席固定
国際文化館 2 L203 講義室 72 53 ○ ○ ○ ○ 座席固定
国際文化館 4 L402 演習室 46 19 ○ ○ ○ ○
国際文化館 4 L404 演習室 46 19 ○
国際文化館 5 L507 講義室 66 49 ○
国際文化館 5 L508 講義室 69 49 ○ ○
30周年記念館 1 玄関大ホール 379
30周年記念館 2 N209多目的教室 174 120 ○ ○ ○ ○
30周年記念館 3 N301演習室 49 16
30 周年記念館 3 N302講義室 107 100 ○ ○ 座席固定
30周年記念館 3 N307講義室 104 105 ○ ○ ○ ○ 座席固定
30周年記念館 3 N308演習室 49 17
経営情報館 1 玄関ロビー 108
経営情報館 1 P102大講義室 134 120 1 ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 1 P103大演習室 92 45 ○ ○ アクティブラーニング室
経営情報館 2 P201大講義室 133 120 ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 2 P202講義室 79 60 ○ ○ 座席固定
経営情報館 2 P203演習室 49 16
経営情報館 2 P204大講義室 117 124 ○ ○ ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P301講義室 80 60 ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P302講義室 77 60 ○ ○ 座席固定
経営情報館 3 P303演習室 54 18



2．体育施設等
運動場名 施設名 備　　考

日ノ上運動場

多目的グラウンド
（約13,000㎡）

野球・ソフトボールの試合はできま
せん

陸上競技練習場
全天候型90m直線走路（ 4レーン）
雨天時練習可能な投擲競技練習施設
（ 3カ所）

テニスコート
弓道場

鶴島運動場
しらさぎ球技場
（約17,000㎡） 全天候型人工芝グラウンド

多目的室（81㎡）

●施設臨時使用料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

施設名 半　日 一　日 備　　考
日ノ上運動場
多目的グラウンド 10,000 20,000 夜間照明 1時間 2,000
陸上競技練習場 5,000 10,000 夜間照明 1時間 800
テニスコート 1面 8,000 15,000 夜間照明 1時間 1,000
弓道場 3,000 6,000
鶴島運動場
しらさぎ球技場 1時間 10,000 円 夜間照明 1時間 3,000
多目的室 4,000 8,000 冷暖房は別途徴収

注意事項
1 　�半日とは 9時から13時、1日とは17時まで。午後から
の使用は 1日扱いとします。

　　ただし、9時より前から使用する場合や17時を越える
場合は、それぞれ半日料金を加算します。

　　なお、夜間のみの使用（17時以降21時まで）は、半日
料金とします。

2　前日準備の料金は、準備当日の使用時間に係る施設使
用料の半額とします。

3　連携協定等を締結している団体への貸し出しについては、施設使用料のみ半額とすることができます。

4　�本学が共催、協賛、協力、後援となっている場合の施設使用料については、共催は半額とすることができ、協賛・協力・
後援については満額とします。

5　しらさぎ球技場の使用料について、本学が加盟する協会等への貸し出しについては、別途定めます。

使用申込み・お問い合わせ
　四国大学　総務・企画部総合企画課
　　住　所　〒 771-1192　徳島市応神町古川字戎子野 123-1
　　TEL　088-665-9905

陸上競技練習場多目的グラウンド

弓道場テニスコート

日ノ上運動場�

しらさぎ球技場

鶴島運動場�



2．体育施設等
運動場名 施設名 備　　考

日ノ上運動場

多目的グラウンド
（約13,000㎡）

野球・ソフトボールの試合はできま
せん

陸上競技練習場
全天候型90m直線走路（ 4レーン）
雨天時練習可能な投擲競技練習施設
（ 3カ所）

テニスコート
弓道場

鶴島運動場
しらさぎ球技場
（約17,000㎡） 全天候型人工芝グラウンド

多目的室（81㎡）

●施設臨時使用料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

施設名 半　日 一　日 備　　考
日ノ上運動場
多目的グラウンド 10,000 20,000 夜間照明 1時間 2,000
陸上競技練習場 5,000 10,000 夜間照明 1時間 800
テニスコート 1面 8,000 15,000 夜間照明 1時間 1,000
弓道場 3,000 6,000
鶴島運動場
しらさぎ球技場 1時間 10,000 円 夜間照明 1時間 3,000
多目的室 4,000 8,000 冷暖房は別途徴収

注意事項
1 　�半日とは 9時から13時、1日とは17時まで。午後から
の使用は 1日扱いとします。

　　ただし、9時より前から使用する場合や17時を越える
場合は、それぞれ半日料金を加算します。

　　なお、夜間のみの使用（17時以降21時まで）は、半日
料金とします。

2　前日準備の料金は、準備当日の使用時間に係る施設使
用料の半額とします。

3　連携協定等を締結している団体への貸し出しについては、施設使用料のみ半額とすることができます。

4　�本学が共催、協賛、協力、後援となっている場合の施設使用料については、共催は半額とすることができ、協賛・協力・
後援については満額とします。

5　しらさぎ球技場の使用料について、本学が加盟する協会等への貸し出しについては、別途定めます。

使用申込み・お問い合わせ
　四国大学　総務・企画部総合企画課
　　住　所　〒 771-1192　徳島市応神町古川字戎子野 123-1
　　TEL　088-665-9905

陸上競技練習場多目的グラウンド

弓道場テニスコート

日ノ上運動場�

しらさぎ球技場

鶴島運動場�

3．四国大学交流プラザ
（1）四国大学交流プラザ貸出の対象者
　①　四国大学・四国大学短期大学部の学生・保護者・同窓生
　②　国、地方公共団体、小・中・高等学校等の教育機関
　③　学校法人四国大学設置校と連携協定等交流のある企業・団体
　④　その他、四国大学交流プラザ運営委員会において認められた個人ならびに団体

（2）各部屋の定員等
部屋名 階 面積（㎡） 定員（人） 机数 イス数

2 階会議室 2 134 48 16 32
3階キャンパスギャラリー 3 300 5 5

4階第 1セミナー室 4 91 60 大 12
小 12 60

4階第 2セミナー室 4 177 136 大 16
小 44 136

5階フォーラムホール 5 284 200 52 104

（3）施設臨時使用料金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位：円）

部屋名 9時～12時 13時～17時 18時～21時 終日　9時～21時
2 階会議室 4,000 6,000 5,000 15,000
3階キャンパスギャラリー 10,000 10,000 10,000 30,000
4階第 1セミナー室 4,000 6,000 5,000 15,000
4階第 2セミナー室 5,000 7,000 6,000 18,000
5階フォーラムホール 20,000 30,000 25,000 75,000

　各部屋を準備に使用する場合は、各時間区部ごとに上記室料金の30％を必要とします。

使用申込み・お問い合わせ
　四国大学交流プラザ生涯学習センター事務室
　　住　所　〒 770-0831　徳島市寺島本町西 2丁目 35-8
　　TEL　088-602-4858　　FAX　088-602-4861
お電話による問い合わせ時間　9時～ 17時（土・日・祝日・特別休館日を除く）

2階会議室

4階セミナー室

3階キャンパスギャラリー

5階フォーラムホール



　本学は、「先進的地域貢献大学」を目指し、とくしまで学び育てる地域貢献型

人材育成事業や様々な分野の受託研究・受託事業に積極的に取り組んでいます。

このような中、本学と地域との連携を促進し、地域や地元の企業等が抱える課

題解決や新たな技術・事業の創出に寄与することを目的として「四国大学産学

官連携シーズ集」を作成しました。

　このシーズ集は、本学の教員がどのような活動を行っているのか、そしてそ

れらの活動を活かしてどのように地域に貢献できるのかを整理したものです。

地元の自治体、企業、団体、高校等の皆様におかれましては、このシーズ集を

ご高覧いただき、それぞれニーズに合致するものがございましたら、ぜひとも

下記の窓口にご相談くださいますようお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四　  国　  大　  学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四国大学短期大学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 学長　松　重　和　美

ご相談窓口　四国大学　総務・企画部　社会連携推進課　産学連携推進室
　　　　　　〒771-1192 徳島県徳島市応神町古川字戎子野 123-1
　　　　　　Tel (088)665-9953　FAX (088)665-9982
　　　　　　E-Mail　sudachisuishin@shikoku-u.ac.jp
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