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とさ自由学校設立準備室学校法人 日吉学園

〒781-2141
吾川郡いの町勝賀瀬4387
TEL：088-897-0011
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　学校法人日吉学園では、いの町にある旧勝賀瀬小学校を活用し、平成31年
４月開設に向けて「森の小学校」とさ自由学校の準備を進めています。
　「森の小学校」とさ自由学校は「他者との違いを認め合い、共感し協力して
いくこと」「新しいことに自らチャレンジし体験をしていくこと」「体験したこと
を振り返り次の計画を考えること」といった学びを中心に、グループでの体験
的な活動から学ぶ小学校です。そして「もみのき幼稚園・めだか園」との連携
を図り、０～12歳までの自然体験学習を中心とした一貫教育を目指し、森の
中での関わりを通して、子どもも大人も育ち合っていく教育の姿を実現してい
きたいと思っています。
　また、秋には木造２階建ての新校舎も建設され、近くの田畑や山を借りて、
子どもたち自らが学べる環境を整えています。

　小学校設立準備室では、高知市内の小学生を対象とした
「森のがっこう」事業を実施しています。とさ自由学校の水源
となるポンプの小屋を大工さんと協力して作ったり、野外炊
事や、自分たちのやりたいことにとことん取り組むなど、自然
のなかでの体験活動を行っています。
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第 ４ 回 
さ いが

第３回クロスワードの答えは でした。とっとちゃん

第 ４
 い いが

第 ４第 ４第 ４第 ４ リハビリテーション病院すこやかな杜
リハビリテーション科 杉本 出題

ま しち が

さらに…

悪循環
不活発な
生活

生活の中
での活動
量の低下

体や頭を
働かす機
会の減少

筋力や体
力、頭の働
きの衰え

内田グループのキャラクターたちが、
仲良く海へ遊びに行った時の写真を飾っています。
でも、上と下の写真って、何かが違うような気が・・・？
どこが違っているか、探してみてね！答えは７個あるよ！

うちひめ

かけはしえもん

キラク

もみくん

へり太ふるの介

はるぽん

スコヤ・カーナと愛犬モーリ

もっちとみっち

第４回まちがいさがしの答えは、P19の下にあるよ！



名誉院長　脳神経外科

森本 雅徳 もりもと まさのり
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外来案内 医師紹介

内田脳神経外科

金

池上     朝日

小野 

火 木水

笹岡  

小野 

笹岡    武市

朝日    

    武市

   

  武市  武市

内　田

内　科
午前

午後

月

池上    朝日

笹岡    武市

池上    小野

武市 

上　村午前

午後
脳神経外科

整形外科
午前

午後

澤　田

澤　田

澤　田 澤　田

澤　田

澤　田

澤　田澤　田

土

(交   代)

リハビリテーション病院 すこやかな杜 リハビリテーション病院 すこやかな杜

14：00～17：00 神 原(緩和ケア)　 　 

(交   代)

土

佐　藤

9：00～12：00　　緩和ケア
　　　  ・
ペインクリニック

神　原 神　原　 神 原(緩和面談)　 　 

もみのき病院 

金

森本     有光午前

午後

月 火 木水

森木　有光   

森木　山口

森木    森本   

森木　山口

三宅    福岡

三宅   

　目代　有光

森木

午前

午後

小児科
午前

午後 中　山   専門外来 

内  科  
大 川 内

大川内   山 田 大 川 内大 川 内大 川 内

   15：00迄         15：00～
中　山 中　山 中　山 

午前

午後
眼  科

岡　田 

岡　田 

岡　田 岡　田 内 田(邦) 

岡　田 岡　田 

脳神経外科

放射線科 吉　田 8：30～16：30

   15：00迄                   15：00～
中　山         専門外来 中　山         専門外来 
   15：00迄         15：00～   15：00迄         15：00～
中　山   専門外来 

大川内   山 田大川内   山 田大川内   山 田大川内   山 田大川内   山 田

内 田(邦) 

内 田(邦) 

内 田(邦) 

中　山 三 宅(典) 中　山 三 宅(典) 三 宅(典) 

 (循環器)

三宅    福田

大 川 内 中　野中　野

(交   代)

(交   代)

(交   代)

内田脳神経外科　　　　　　　

もみのき病院

大川内   濱 田大川内   濱 田大川内   濱 田大川内   濱 田
 (循環器)

福　岡
   14：00～16：30

　※外来担当医は、変更することもありますので、ご了承ください。

管理者(院長)　脳神経外科

森木 章人 もりき あきひと

副院長　脳神経外科

三宅 博久 みやけ ひろひさ

診療部長　脳神経外科

有光 誠人 ありみつ まこと

脳神経外科

山口 佳昭 やまぐち よしあき

内科

大川内 孝治  おおかわうち  こうじ
小児科

中山 将司 なかやま しょうじ

眼科

岡田 幸 おかだ みゆき

麻酔科　緩和ケア科部長

神原 哲也 かんばら てつや
 麻酔科部長　手術部長

楠目 祥雄 くずめ よしお

放射線科部長

吉田 大輔 よしだ だいすけ

管理者(院長)　内科

池上 充彦 いけのうえ みつひこ
副院長　内科

笹岡 敦 ささおか あつし

副院長　内科

小野 寛人 おの ひろと

内科部長

朝日 尉友 あさひ やすとも
内科部長

武市 俊夫 たけち としお

整形外科部長

澤田 勲 さわだ いさお

 脳神経外科　非常勤

内田 泰史 うちだ やすふみ

 脳神経外科　非常勤

上村 賀彦 かみむら よしひこ

 脳神経外科　非常勤

福岡 正晃 ふくおか まさあき

理事長　脳神経外科

内田 泰史 うちだ やすふみ
名誉院長　内科

森口 博基 もりぐち ひろき
管理者(院長)　脳神経外科

目代 俊彦 もくだい としひこ

 脳神経外科　非常勤

上村 賀彦 かみむら よしひこ

 脳神経外科　非常勤

川西 裕 かわにし ゆう

 脳神経外科　非常勤

森本 雅徳 もりもと まさのり

 脳神経外科　非常勤

三宅 博久 みやけ ひろひさ

 脳神経外科　非常勤

桑原 正行 くわはら せいこう

 脳神経外科　非常勤

中井 邦博 なかい くにひろ

高知大学教授　脳神経外科

上羽 哲也 うえば てつや

脳神経外科　非常勤

福岡 正晃 ふくおか まさあき
 脳神経外科　非常勤

目代 俊彦 もくだい としひこ
 脳神経外科　非常勤

福田 仁 ふくだ ひとし

内科　非常勤

中野 弘美 なかの ひろみ

内科　非常勤

佐藤 隆幸 さとう たかゆき

 循環器内科　非常勤

山田 英介 やまだ えいすけ

 循環器内科　非常勤

濱田 知幸 はまだ ともゆき

小児科　非常勤

三宅 典子 みやけ のりこ

眼科　非常勤

内田 邦子 うちだ くにこ

 脳神経外科　非常勤

福井 直樹 ふくい なおき

 脳神経外科　非常勤

福岡 正晃 ふくおか まさあき

午前

午後

月 火 木水 金

内田    目代

内田    森本  

内田    森本 三宅 内田    桑原 目代     三宅  桑原  桑原  桑原        三宅   三宅   三宅内田        森本内田    森本内田    森本

土

 (交   代)中井（隔週）
内田内田 内田    桑原内田 / 福岡

(交   代)
脳神経外科

【診療時間】  8：30～17：30
　　　　　※診察は予約制です。前日17：00までにお電話ください。
　　　　　　急患、土・日・祝日の診察も行なっています。　　　　　　　　　　　　　

【診療時間】  8：30～12：30 ／ 13：30～17：30
【受付時間】  8：00～12：00 ／ 13：00～17：00
【診療予約】 内科、脳神経外科(内田医師)の診察は予約制です。　
【休  診  日】  土曜午後・ 日曜・祝日

【診療時間】  8：30～12：30 ／ 13：30～17：30
　　　　　  ※小児科は月・水・金夜間診療(18：00～20：00)を行なっています。 
【受付時間】  8：00～12：00 ／ 13：00～17：00               
【診療予約】 一般小児科外来以外の診察は、予約制です。前日16：00までにお電話ください。　
【休  診  日】 日曜・祝日 ※急患は随時診療を行なっています。



こども教育施設その他の施設

※塚ノ原周辺ＭＡＰ
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高知市周辺ＭＡＰ

内田グループ 施設案内

　内田グループは、地域のみなさま
に信頼され、親しまれる病院・施設作
りを行なっています。お気軽にご相談
ください。

医療法人 恕泉会
医療法人 治久会
社会福祉法人 ふるさと会
学校法人 日吉学園
株式会社 横浜クラブ

健康増進施設

居宅介護支援事業所

支援センター

通所リハ (デイケア)

通所介護(デイサービス)

ヘルパーステーションケアハウス

訪問看護ステーション

グループホーム

介護老人保健施設特別養護老人ホーム

医療施設

①モーリが座っている場所 ②雲の大きさ ③もっちのほっぺ ④キラクの目 ⑤かけはしえもんの頭 ⑥へり太ふるの介の眉毛 ⑦波しぶき
第４回まちがいさがしの答え
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