
８－１公開講座

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

「ユニバーサルファッションってなに？」 2 8/1 40 一般

社会人キャリアアップ講座
「プレゼンテーションのためのパソコン講座」

4
1/12、1/26
2/2、2/9

38 専門職

健康フォーラム2008『新しい特定保健指導と
コーチンｸﾞ」

1 1/26 203 一般

幼児が魚を好きになるきっかけ 1 1/26 7 一般

高校生のための文化学講座 1 9/29 23 高校生

まちかど文化談義：「イギリスにおける喫茶店
の始まり」

1 10/4 24

まちかど文化談義：「エドガー・アラン・ポオ
『黒猫』：都市化とペットと犯罪小説」

1 10/10 22

まちかど文化談義：「ゆとり教育って何？」 1 10/18 13

まちかど文化談義：「ムラの少年はマチで何
に出会ったか～志賀直哉『真鶴』の場合」

1 10/24 17

まちかど文化談義：「あなたの世界を広げる
英米詩鑑賞」

1 11/1 14

まちかど文化談義：「変わりゆくお街のことば
と文化」

1 11/14 10

まちかど文化談義：「スポーツの後のビール
はなぜうまいのか？～スポーツ史の視点から
人・まち・集いについて考える」

1 11/22 23

まちかど文化談義：「他人の心はわからな
い？～人と出会うことについての哲学的考
察」

1 11/28 16

まちかど文化談義：「マッチんぐ・ウォッチん
ぐ・土佐ことば」

1 12/6 15

まちかど文化談義：「盛り場と文学～唐代の
都長安の場合」

1 12/12 15

最新実践看護講座Ⅰ：「摂食嚥下障害」の実
践から

1 6/22 49
看護職者、看
護学生

最新実践看護講座Ⅰ：「小児難病」の実践か
ら

1 7/6 43
看護職者、看
護学生

最新実践看護講座Ⅱ：「移植医療と看護」の
実践から

1 6/25 31
看護職者、看
護学生

最新実践看護講座Ⅱ：「リエゾン精神看護」
の実践から

1 7/9 36
看護職者、看
護学生

患者さんの身体の声を聴く　～フィジカルア
セスメントで看護が面白くなる～

1 8/30 76 医療従事者

医療コーディネーターと看護 1 11/10 46 医療従事者

高校生のための公開講座2007 2 7/30～7/31 44 高校生

27 805

　１　公開講座等実施状況（平成１９年度）

　　〇公開講座

 ８　開かれた大学

社　会　福　祉　学　部

一般

区　　　　　　分

看　　 護　　 学　 　部

合　　　　　計

生 　活　 科　 学　 部

文　　化　　学　　部
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８－１公開講座

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

「授業に活かそう！！方言の魅力」 1 7/23 42
教員、教育行
政関係者

英語学習における心理測定テストに関する
講座

1 8/3 9 教員

小学校における英語教育に関する講座 2 8/6、8/7 36 教員

英語練習問題の作り方に関する講座 2 8/14、8/15 41
国語教育関
係者、学生

『徒然草』を楽しむ授業作り 1 2/9 23
国語教育関
係者、学生

障害者自立支援法と高知県の実態 1 10/13 74 一般、専門職

ロービジョンケア（視覚障害リハビリテーショ
ン）講座：「①ロービジョンケアとは何か」「②
高知の視覚障害者生活訓練指導員の仕事-
事例を交えて」

1 10/14 45

ロービジョンケア（視覚障害リハビリテーショ
ン）講座：「①ロービジョンケアのための眼科
医知識」「②町田病院のロービジョンケアの
実際」

1 10/28 61

ロービジョンケア（視覚障害リハビリテーショ
ン）講座：「適切な視覚障害者への配慮の仕
方」

1 11/4 54

ロービジョンケア（視覚障害リハビリテーショ
ン）講座：「見えない見えづらい子の発達とそ
の支援」

1 11/10 44

特別講演Ⅰ：「医療制度改革と介護のゆく
え」

1 11/24 93 一般

認定子ども園と保育所制度のゆくえ 1 12/1 13 一般、専門職

田内千鶴子さんを知っていますか？ 1 12/1 8 一般

特別講演Ⅱ：「社会福祉専門職養成と社会
福祉学部」

1 1/26 46 一般、専門職

16 589

○その他

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

＜看護相談室事業＞

ケア検討会・交流会＆リカレント教育
９領域
　　家族看護学・精神看護学・がん看護学
　　小児看護学・母性・助産看護学・地域看護学
　　老人看護学・看護管理学・慢性期看護学

31 通年 694
保健医療関
係者等

県民開放授業

　　 　　　前期　　[募集科目]　 24科目

　　　後期　　[募集科目]　 26科目

医療・福祉・
教育関係者
等

文　　 化　　 学　　 部

[受講者数]　97人　　（24科目）文　　 化　　 学　　 部

[受講者数]　82人　　（26科目）

看　　 護　　 学　　 部

区　　　　　　分

区　　　　　　分

社　会　福　祉　学　部

合　　　　計

○リカレント講座

- 75 -



８－２－１学会の理事・幹事

２　学会役員等の状況（平成１９年度）

(1)　全国・国際学会の理事・幹事
学
部

職　 名 氏　　名 学　　　　　会　　　　　名 理事・幹事の別

日本農村医学会 理事長

国際農村医学会 理事

日本医学会 評議員

日本寄生虫学会 評議員

日本医学看護教育学会 顧問

Journal of Epidemiology and Community
Health

UK レフリー

教　授 井本　正人 日本流通学会 理事

日本繊維製品消費科学会 支部幹事・評議員

繊維学会 幹事

日本家政学会 学部会幹事

日本衣服学会 幹事

日本栄養改善学会 評議員

日本栄養・食糧学会 本部評議員・参与

日本微量栄養素研究会 理事・評議員

日本健康・栄養システム学会 評議員

日本栄養改善学会 評議員

日本医学看護学教育学学会 評議員

教　授 佐藤　　厚 日本栄養・食糧学会 本部評議員

教　授 野並　芳樹 日本臨床外科医学会 評議員

教　授 渡邊　浩幸 日本栄養・食糧学会 参与

准教授 佐藤　之紀 日本調理科学会 中国・四国支部役員

教　授 一色　健司 コンピュータ利用教育協議会 理事・運営委員

教　授 大村　　誠 日本測地学会 評議員

染色体学会 理事

日本植物学会 評議員

教　授

准教授

学　長 山根　洋右

荻沼　一男

團野　哲也

教　授

生
活
科
学
部

笠原　賀子

教　授 川村　美笑子
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８－２－１学会の理事・幹事

学
部

職　 名 氏　　名 学　　　　　会　　　　　名 理事・幹事の別

教　授 青木　晴男 日本英文学会 中国・四国支部理事

准教授 五百蔵　高浩 四国英語教育学会 理事

教　授 粕田　孝行 日本保健医療行動科学学会 評議員

教　授 齋藤　信也 日本緩和医療学会 評議員

日本看護科学学会 評議員

日本地域看護学会 評議員

日本家族看護学会 評議員

日本看護科学学会 評議員

日本災害看護学会 副理事長

日本家族看護学会 理事・評議員

日本看護科学学会 評議員

日本小児看護学会 評議員

日本小児保健学会 評議員

日本家族看護学会 副理事長・評議員

日本医学看護学教育学会 評議員

日本看護科学学会 理事

日本がん看護学会 理事・評議員

日本看護科学学会 評議員

日本緩和医療学会 評議員

日本慢性看護学会 評議員

日本看護科学学会 評議員

日本看護研究学会 評議員

日本災害看護学会 副理事長・評議員

日本看護科学学会 評議員

日本医療・病院管理学会 評議員

日本人間工学会 中国四国地区理事

文
化
学
部

教　授

教　授

教　授

中野　綾美

森下　利子

教　授

看
護
学
部

教　授 時長　美希

看
護
学
部

教　授 長戸　和子

教　授

野嶋　佐由美

山田　　覚

藤田　佐和
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８－２－１学会の理事・幹事

学
部

職　 名 氏　　名 学　　　　　会　　　　　名 理事・幹事の別

看
護

准教授 竹崎　久美子 日本災害看護学会 評議員

日本心理学会 専門別代議員

日本感情心理学会 理事

教　授 住友　雄資 日本精神障害者リハビリテーション学会 理事

社
会
福
祉
学
部

教　授　 川﨑　 育郎
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８－２－２審議会・委員会の委員等

(２)　教員が受託した審議会・委員会の委員等

学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等

高知県国際交流協会理事

高知県障害者ｽﾎﾟｰﾂ大会委員

「高知県食の安全・安心推進審議会」委員

高知県人権尊重の社会づくり協議会委員

こうち男女共同参画会議委員

農林水産省農業資材審議会農薬分科会臨時委員

教　授 井本　正人 高知市男女共同参画推進委員会委員

准教授 三浦　要一 史跡高松城跡建造物検討委員会

栄養教諭制度推進連絡協議会委員（群馬県）

高知市学校給食献立作成委員

管理栄養士国家試験委員

高知市食育推進検討委員会委員

食生活学習教材（小学校中学年)作成委員会座長

高知県地域教育再生プラン事業運営協議会委員

全国研究教育栄養士協議会幹事

高知県農業協同組合中央会「ＪＡこうち食の安全・安心確保対策推進本
部」委員

(社)日本栄養士会職域協議会（研究教育）幹事

「第１５回国際栄養士会議」プログラム委員

高知県地域家庭教育推進協議会

高知県研究等成果評価会委員

「高知県食の安全・安心推進審議会」委員

高知県農林業基本対策審議会

高知県地域教育再生プラン事業運営委員会

高知市消費者保護会議委員

産業保健推進センター産業保健特別相談員

川村　美笑子

学　長 山根　洋右

教　授 笠原　賀子

生
活
科
学
部

教　授
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８－２－２審議会・委員会の委員等

学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等

教　授 佐藤　厚 高知県健康づくり推進協議会委員

講　師 松井　慶子 高知県栄養士会理事

高知県環境審議会委員

高知県環境影響評価技術審査会委員

平成２０年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査筆記審査問題
研究員

新宇治川放水路地下水監視委員会委員

第26回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ISTS 2008：浜松）プロ
グラム小委員会 n) Earth Observation 委員（副委員長）

(財)資源・環境観測解析センターPALSAR 地上システム運用委員会委
員

独立行政法人宇宙航空研究開発機構「災害時の人工衛星活用に関す
る検討会」SAR画像検討Working Group委員

平成２０年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査筆記審査問題
研究員

Secretary: Sub-Commission 4.4: Applications of Satellite & Airborne
Imaging Systems IAG Commission 4 - Positioning & Applications

高知県希少野生動植物保護検討委員

高知県植物誌編集委員会

高知市緑政審議会

高知市史編さん委員会委員・専門部会委員

香美市学校評価運営委員会委員

こうち男女共同参画会議委員

高知出版学術賞審査委員会審査委員

高知県文化賞選考委員

高知県立文学館運営協議会

高知県立歴史民俗資料館運営協議会

教　授 鈴木　哲也 高知労働局委託事業にかかる企画評価委員

高知県芸術祭執行委員会委員

高知県立文化施設指定管理者審査委員会委員

高知県立美術館運営委員会委員

高知弁護士会懲戒委員会予備委員

文
化
学
部

堀内　和美

教　授 松本　茂章

佐藤　恵理教　授

教　授 大村　誠

清原　泰治教　授

助　手

教　授 一色　健司

生
活
科
学
部
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８－２－２審議会・委員会の委員等

学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等

教　授 松本　茂章 関西経済団体連合会（関経連）大阪シアターパーク・ワーキングチームリーダー

高知弁護士会懲戒委員会委員

高知県公文書開示審査会委員（第１小委員会委員長）

高知市行政情報公開・個人情報公開審査会委員（会長）

高知市議会情報公開・個人情報保護審査会委員（会長）

高知市放置自動車廃物判定委員会委員（委員長）

高知県後期高齢者医療広域連合情報公開・個人情報保護審査会（会長）

高知県・高知市病院企業団公文書開示審査会委員（副会長）

高知県・高知市病院企業団個人情報保護審査会委員（副会長）

こうち人づくり広域連合情報公開・個人情報保護審査会委員

准教授 高岡　弘幸 高知市史編さん委員会委員・民俗部会会長

高知地方労働審議会委員

県の委託業務に関するプロポーザル審査委員（高知県）

教　授 粕田　孝行 高知県精神医療審査会委員

教　授 斎藤　信也 高知がん診療連携協議会

高知大学医学部附属病院医療問題委員会委員

がん専門分野における質の高い看護師の育成研修事業検討会委員（高
知県）

平成19年度資格認定部会(認定専門看護師研修会)委員

高知県性教育推進検討委員会委員

高知市建築審査会委員

専門看護師教育課程認定委員会（在宅看護)

芸西村地域包括支援センター運営協議会委員

高知市社会福祉審議会委員並びに児童福祉専門分科会委員

平成19年度新人看護職員離職防止研修委員（(社)高知県看護協会）

兵庫県立大学博士論文審査委員(副査)

認定看護師教育課程「新生児集中ケア」教員会委員（(社)広島県看護協会）

文
化
学
部

教　授 時長　美希

看
護
学
部

教　授 中野　綾美

教　授 谷脇　文子

長妻　由里子講　師

准教授

教　授 鈴木　志津枝

岩倉　秀樹
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８－２－２審議会・委員会の委員等

学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等

教　授 中野　綾美
日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委員会小児看護専門分
科会委員

高知医療センター地域医療支援病院運営委員会委員

平成19年度日本看護系大学協議会役員(副会長)

平成19年度高知県看護協会第一副会長

日本看護系学会協議会理事

高知県精神保健福祉審議会（委員）

高知保護司選考委員

高知県保健医療計画検討委員会（委員）

高知県医療審議会専門委員

高知医療センター治験審査委員会

高知県薬事審議委員会

平成19年度日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委員会委員

平成19年度訪問看護ステーション運営委員会委員（(社)高知県看護協会）

高知県地方薬事審議会委員

日本看護系大学協議会高度実践看護師制度推進委員会協力員

ＮＰＯ高知緩和ケア協会理事・評議員

専門分野（がん）における質の高い看護師の育成事業検討会委員（高知
県）

高知大学医学部附属病院医療問題委員会

平成20年度高知県公立学校教員採用候補者選考審査筆記審査問題研究
員

准教授 川上　理子 平成19年度地域看護委員会委員（(社)高知県看護協会）

准教授 益守　かづき 高知市子育て支援計画推進協議会委員

いの町・日高村介護認定審査会委員（仁淀川広域市町村圏事務組合）

高知県消防広域化推進検討委員会委員

高幡地域ケア整備構想検討会委員（高知県）

高知県介護実習・普及センター運営委員会委員

高知県高齢者保健福祉推進委員会委員

教　授

教　授

看
護
学
部

准教授 森下　安子

藤田　佐和

野嶋　佐由美教　授

森下　利子
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８－２－２審議会・委員会の委員等

学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等

いの町地域包括支援センター運営協議会委員

高知県地域ケア体制整備構想検討委員会

高知県障害者就学指導委員会委員

高知県青少年問題協議会委員

(財)高知県福祉基金理事

高知県児童虐待死亡事例検証委員会委員

高知県児童福祉審議会委員

高知県こどもの環境づくり推進委員会委員

高知市こどもと教育を考える会委員

高知県精神医療審査会委員

精神保健福祉士試験委員（(財)社会福祉振興・試験センター）

高知県社会福祉審議会委員（委員長）

高知保護司選考会委員

高知市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会会長

「高知赤十字病院の明日を考える会」委員

高知県社会教育委員

高知市国民健康保険運営協議会委員

 高知市福祉有償運送運営協議会委員

運営適正化委員会委員（高知県社会福祉協議会）

高知県社会福祉協議会60年史作製委員会副委員長

地域福祉活動推進委員会委員（高知県社会福祉協議会）

福祉サービス第三者評価事業推進委員（高知県）

佐川町地域福祉活動計画・地域福祉計画策定委員会・作業部会アドバ
イザー

須崎市地域福祉計画策定委員会委員

(財）高知県福祉基金理事

高知市民生委員推薦会

教　授

教　授

教　授

川﨑　育郎

田中　きよむ

准教授 森下　安子

看
護
学
部

教　授 宮上　多加子

社
会
福
祉
学
部

住友　雄資
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８－２－２審議会・委員会の委員等

学部 職　 名 氏　　名 審議会・委員会名等

高知県社会福祉協議会評議員

高知県農業経営･生産対策等に関する第三者委員会委員

高知県国土利用計画審議会委員

「第58回高知市夏季大学講師選考委員会」委員

大豊町行政文書開示審査会委員

大豊町行政諮問会議委員

高知県社会福祉協議会60年史作成委員会委員

高知県社会福祉協議会活動指針策定委員会委員

高知市まちづくりファンド運営委員会委員

高知県地方社会保険医療協議会公益側委員

地域密着型サービス外部評価審査委員会委員（社会福祉法人高知県社会
福祉協議会）

高知県地方社会保険医療協議会委員

(財)こうち男女共同参画社会づくり財団運営委員会委員

高知市障害者計画等推進協議会公募委員選考委員会委員

高知市障害者計画推進協議会委員

高知県障害者施策推進協議会委員

高知県医療審議会

高知県自立支援協議会委員

高知県精神医療審査会委員

講　師 西内　章 地域福祉権利擁護事業契約締結審査会委員（高知県社会福祉協議会）

高知県ＮＰＯと行政との協働推進事業審査会委員

高知県ボランティア・ＮＰＯセンター運営委員会委員（社会福祉法人高知県
社会福祉協議会）

福祉教育･ボランティア学習推進委員会委員（社会福祉法人高知県社会福
祉協議会）

社
会
福
祉
学
部

准教授 玉里　恵美子

助　教

准教授

准教授

新藤　こずえ

講　師 鈴木　孝典

吉野　由美子

長澤　紀美子
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８－３刊行物・パンフレット

３　学外提供用刊行物作成状況（平成１９年度）

作 成 元 担 当 部 署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

高知女子大学　　大学案内　２００９

研究シーズ集　２００８

博士学位論文内容の要旨及び審査結果一覧

平成２０年度　　学生募集要項
（推薦入試、AO入試、一般入試、３年次編入学、私費留学生）

高知女子大学大学院　２００９（大学院案内）

図書情報課 高知女子大学　　紀要

広報委員会 ２００７　高知女子大学　OPEN　CAMPUS（パンフレット、ポスター）

JICAプロジェクト
女性の生活と地位向上に寄与するリーダーの養成コース２００７
（活動紹介パンフレット）

地域創成センター 総務企画課 KWU　NEWS　LETTERS　　No．１５～１６

生活科学部 生活科学部 高知女子大学　　生活科学部　　学部報　第９号（２００７年）

ポケット文化（学部紹介パンフレット）

文化学部の就職カタログ１００

高知女子大学　　文化論叢　第１０号

平成１９年度　　卒業研究概要集

高知女子大学　　文化学部活動記録（２００６年度）

看護の手帖

看護学部活動報告

看護学部委員会報告

看護学部　学部報

２００７年度版　”こんにちは社会福祉学部です”（学部紹介パンフレット）

社会福祉学部報　第９号（CD-ROM）

２００７年度社会福祉実習報告書

社会福祉実習の手引き

高知女子大学社会福祉学部リカレント教育講座（リーフレット）

高校生のための公開講座２００７（リーフレット）

Welcome社会福祉学部オープンキャンパス（チラシ）

オープンキャンパスに参加できなかった方のための高知女子大学社会福祉
学部説明会（チラシ）

平成２０年度　　授業内容の概要

平成２０年度　　各研究科学生募集要項

人間生活学
研究科

人間生活学
研究科

人間生活学研究科広報ポスター

ふまにすむす編
集委員会

ふまにすむす編
集委員会

ふまにすむす（教養教育報）

全学

学生課

総務企画課

文化学部 文化学部

大学院 学生課

看護学部 看護学部

社会福祉学部 社会福祉学部
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