
８－１公開講座

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

「食と健康シリーズ」
味覚の不思議レモンが甘い！
糖尿病ってどんな病気？

1 3/26 16 高校生

本学オープンキャンパス高校生および一般対象講座
「生活デザイン・住まい・ファッションについて考えよ
う！」

1 8/1 30
高校生及び
一般

高校生のための文化学講座 1 6/21 40 高校生

高校生のための文化学講座 1 8/1 49 高校生

高校生のための文化学講座 1 12/20 32 高校生

まちかど文化談義：「うの花のにおう垣根に…」
－唱歌から読み取る季節感－

1 5/16 19

まちかど文化談義：「土佐鶴」は無かった －
『土左日記』の虚構性－

1 5/22 18

まちかど文化談義：土佐ことばと文化環境 1 5/30 16

まちかど文化談義：呪い・たたり・怪異 ～民俗
学者と闇の世界について語りあいましょう

1 6/5 20

まちかど文化談義：アメリカで見た選挙 1 6/13 16

まちかど文化談義：古写真に触れる　－19世紀アメリカ
を中心に－

1 6/18 14

まちかど文化談義：これは英語でどう呼ぶの　－モノで
始める英語学

1 6/27 19

まちかど文化談義：教育を語ろう！　～頑なな教育よさ
ようなら～

1 7/3 11

まちかど文化談義：英米詩を通して異文化に触れてみ
ませんか

1 7/11 18

まちかど文化談義：北京オリンピックの楽しみ方 1 7/17 16

まちかど文化談義：Ancient Places in Britain　-
exploring archaeology, history and mythology

1 10/3 16

まちかど文化談義：体罰について考える 1 10/9 9

まちかど文化談義：言葉の面白さ 1 10/17 16

まちかど文化談義：若者の進路支援を考える 1 10/23 4

まちかど文化談義：職業としての哲学　―哲学を・で生
きるとは？

1 10/31 17

まちかど文化談義：『陛下、ベルギー人なんぞ、いな
い』：複雑な小国ベルギーの言葉、政治、文化について

1 11/6 19

まちかど文化談義：光源氏の人物像：源氏物語一千年
記念

1 11/13 28

まちかど文化談義：芸術都市パリを歩く　―文化政策研
究の視点から―

1 11/14 18

まちかど文化談義：悪所の恋 1 11/20 19

まちかど文化談義：似ているようでこんなに違う！？
－日本と中国、ことばの世界－

1 11/28 18

まちかど文化談義：『土左日記』「女もしてみむとてする
なり」の「女」の意味

1 12/4 30

　１　公開講座等実施状況（平成20年度）

　　〇公開講座

 ８　開かれた大学

区　　　　　　分

文　　化　　学　　部

生 　活　 科　 学　 部

一般
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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

県民の皆様へのオープンキャンパス in 池
『看護・福祉に関する相談会』 1 8/2 3 県民

夏の公開講座
『フィジカルアセスメント～心不全徴候のアセスメント～』

1 8/26 49 看護職者

秋の公開講座
『慢性疾患のセルフマネジメント』

1 10/11 79
看護職者、
看護学生

家族支援専門看護師誕生記念講演
『家族との信頼関係を築くコツと技』

1 11/29 45 看護職者

最新実践看護講座Ⅰ：「災害看護」の実践から 1 6/22 116
看護職者、
看護学生

最新実践看護講座Ⅰ：「排泄ケア」の実践から 1 7/6 67
看護職者、
看護学生

最新実践看護講座Ⅱ：「高次脳機能障害」の実践から 1 6/25 96
看護職者、
看護学生

最新実践看護講座Ⅱ：「がん看護」の実践から 1 7/9 80
看護職者、
看護学生

高校生のための公開講座2008 2 8/2～8/3 35 高校生

36 1098

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

授業に活かしたい！！比喩表現の魅力 1 7/22 15

情報機器を利用した英語教材作成 1 7/26～7/27 10

国語教育における文学教材の取り扱いをめぐって 1 7/29 27

Cross-Cultural Communication 1 8/4 14

A workshop course about using 'Moodle' ‒a course
management system" ‒ Taught in English

1 8/5～8/6 5

小学校における英語教育に関する講座 1 8/7～8/8 33

コンテントマネジメントシステム(CMS)の導入と教育への
応用

1 8/13～8/14 1

『小児看護のトピックス』①児童虐待、②こんにちは赤
ちゃん事業、③小児のメタボリックシンドローム

1 7/5 9
看護職者
（卒業生）

『心豊かに支えある暮らしを実現するために』
『今、何が大事、保健師はみんな悩んでいる？』

1 8/30 35 保健師

『がん看護専門看護師の調整を必要とする困難事例へ
の看護実践』

1 9/26 12

『がん看護専門看護師の活動の実際と展望～緩和ケア
における6つの役割機能の実践＆高度な看護実践とし
ての代替補完療法～』

1 10/23 17

『リンパ浮腫』 1 11/28 13

『放射線療法における高度な看護実践』 1 1/23 11

『家族支援専門看護師までのプロセスと今後の展望』 1 11/30 17 看護職者

『切迫早産妊婦の入院中の看護』 1 2/7 20
助産師、
看護師

社　会　福　祉　学　部

看　　 護　　 学　 　部

区　　　　　　分

合　　　　　計

文　　 化　　 学　　 部

○リカレント講座

区　　　　　　分

看　　護　　学　　部 看護職者
（修士課程
修了生）

教員
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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

社会保障制度の改革の動向と構造 1 10/13 37

視覚機能の基礎理論と実際 1 10/14 27

長期入院から地域での生活 1 10/28 37

高知県における地域福祉(活動)計画と住民主体の地域
づくり

1 11/4 45

認知症ケアで大切なこと～高齢者からいただいた心 1 11/10 50

特別講演：”人間と生活”を介護の視点でみつめる 1 11/24 160

21 595

○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
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 618
保健医療関
係者等

県民開放授業

　　 　　　前期　　[募集科目]　 21科目

　　　後期　　[募集科目]　 22科目

文　　 化　　 学　　 部

社会福祉学部

[受講者数]　84人　　（21科目）

[受講者数]　77人　　（22科目）

区　　　　　　分

看　　 護　　 学　　 部

区　　　　　　分

合　　　　計

保健・医療・
福祉関係従
事者
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８－２－１学会の理事・幹事

２　学会役員等の状況（平成20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

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 評議員

繊維学会 西部支部幹事

日本家政学会 代議員

日本衣服学会 幹事

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（H20/8まで）

日本測地学会 評議員

Sub-Commission 4.4: Applications of
Satellite & Airborne Imaging Systems
Commission 4 - Positioning &
Applications
International Association of Geodesy
(国際測地学協会)

Secretary

染色体学会 理事

日本植物学会 評議員

教　授 村上　尚 日本肥満学会 評議員

日本衣服学会 幹事

日本家政学会 学部会幹事

学　長 山根　洋右

生
活
科
学
部

准教授 團野　哲也

教　授 川村　美笑子

教　授 荻沼　一男

教　授 大村　　誠

准教授 川口　順子
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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

日本体育学会高知支部 理事

日本スポーツ産業学会スポーツ産業史専
門分科会

運営委員

中古文学会 年度委員

日本文学協会 年度委員

学術団体物語研究会 委員

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

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

中国四国心理学会 理事

准教授 長澤　紀美子 社会政策学会 春季大会企画委員

教　授 時長　美希

社
会
福
祉
学
部

教　授　 川﨑　 育郎

教　授 藤田　佐和

教　授 森下　利子

教　授 山田　　覚

看
護
学
部

教　授 野嶋　佐由美

教　授 長戸　和子

教　授 中野　綾美

文
化
学
部

教　授

教　授 清原　泰治

東原　伸明
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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 発　令　者

高知県国際交流協会理事 高知県国際交流協会

「高知県食の安全・安心推進審議会」委員（会長） 高知県知事

高知県人権尊重の社会づくり協議会委員 高知県知事

こうち男女共同参画会議委員（会長） 高知県知事

農林水産省農業資材審議会農薬分科会臨時委員 農林水産大臣

県立大学改革にかかる永国寺キャンパス検討委員会委員 高知県知事

高知市特別職報酬等審議会委員 高知市長

高知市男女共同参画推進委員会副委員長 高知市長

（財）こうち男女共同参画社会づくり財団評議員 理事長　速瀬　愛子

独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会専
門委員

独立行政法人大学評
価・学位授与機構長
木村　孟

教　授 宇野　浩三 高知市都市計画審議会委員 高知市長

教　授 松本　由香 土佐市エコバック推進協議会アドバイザー 土佐市長

高知県文化財保護審議会委員 高知県教育委員会

高知県文化財専門委員 高知県教育委員会

高知市文化財保護審議会委員 高知市教育委員会

高知県地域家庭教育推進協議会 高知県教育長

高知県研究等成果評価会委員 高知県知事

「高知県食の安全・安心推進審議会」委員 高知県知事

高知県農林業基本対策審議会 高知県知事

高知県地域教育再生プラン事業運営委員会 高知県知事

高知市消費者保護会議委員 高知市長

産業保健推進センター産業保健特別相談員
高知産業保健推進セン
ター長

教　授 佐藤　厚 高知県健康づくり推進協議会委員 高知県知事

講　師 松井　慶子 高知県栄養士会理事 高知県栄養士会長

高知県環境審議会委員・同総合部会長 高知県知事

高知県環境影響評価技術審査会委員 高知県知事

新宇治川放水路地下水監視委員会委員 いの町長

物部川流域学識経験者会議委員 高知県知事

高知県立大学永国寺キャンパス検討会委員 高知県知事

一色　健司

学　長 山根　洋右

教　授 川村　美笑子

教　授 井本　正人

准教授 三浦　要一

教　授

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 発　令　者

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）

第26回　宇宙技術およ
び科学の国際シンポジ
ウム組織委員会　委員
長
河野通方

(財)資源・環境観測解析センターPALSAR データ利用委員会委員
財団法人　資源・環境観
測解析センター　理事長
石井賢吾

独立行政法人宇宙航空研究開発機構　SAR画像解析検討ワーキング
グループ委員

独立行政法人宇宙航空
研究開発機構宇宙利用
ミッション本部　本部長
堀川　康

第27回宇宙技術および科学の国際シンポジウム（ISTS 2009：つくば）プ
ログラム小委員会n ) Earth Observation 委員（副委員長）

第27回　宇宙技術およ
び科学の国際シンポジ
ウム組織委員会　委員
長　小野田　淳次郎

高知県希少野生動植物保護検討委員 高知県知事

高知県植物誌編集委員会 高知県知事

高知市緑政審議会 高知市長

教　授 芋生　裕信 高知県こども読書活動推進実行委員会　読書楽力検定作成・実施部会 高知県教育長

高知弁護士会懲戒委員会委員 高知弁護士会会長

高知県公文書開示審査会委員（第１小委員会委員長） 高知県知事

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） 高知市議会議長

高知市放置自動車廃物判定委員会委員（委員長） 高知市長

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）
高知県後期高齢者医療
広域連合長

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
業団企業長

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）
高知県・高知市病院企
業団企業長

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
こうち人づくり広域連合
長

高知市史編さん委員会委員・専門部会審査委員 高知市長

ＮＰＯ法人高知こどもの図書館理事 NPO法人理事長

高知出版学術賞審査委員会審査委員 高知市長

高知県文化賞選考委員 高知県知事

高知県立文学館運営協議会 高知県立文学館館長

高知県立歴史民俗資料館運営協議会
高知県立歴史民俗資料
館館長

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 高知労働局長

高知県芸術祭執行委員会委員 高知県知事

高知県立文化施設指定管理者審査委員会委員 高知県知事

高知県立美術館運営委員会委員 高知県知事

高知弁護士会懲戒委員会予備委員 高知弁護士会長

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 関経連会長

大村　誠

堀内　和美助　手

岩倉　秀樹

佐藤　恵理

教　授 松本　茂章

教　授 清原　泰治

教　授

准教授

教　授

生
活
科
学
部

文
化
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 発　令　者

四万十・流域圏学会理事・代表幹事
四万十・流域圏学会会
長

四万十・活性化委員会副委員長
四万十・活性化委員会
委員長

焼畑による山おこしの会評議員
焼畑による山おこしの会
会長

スローフード高知委員 スローフード高知会長

「四万十かいどう」推進協議会副会長
「四万十かいどう」推進
協議会会長

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 高知市長

講　師 長妻　由里子 高知地方労働審議会委員 高知労働局長

高知がん診療連携協議会
高知大学医学部附属病
院院長　倉本　秋

高知大学医学部附属病院医療問題委員会委員
高知大学医学部附属病
院長

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）

高知県知事

教　授 谷脇　文子 平成19年度資格認定部会(認定専門看護師研修会)委員 (社)高知県看護協会長

高知県性教育推進検討委員会委員 高知県知事

高知市建築審査会委員 高知市長

専門看護師教育課程認定委員会（在宅看護)
日本看護系大学協議会
専門看護師教育課程認
定委員会長

芸西村地域包括支援センター運営協議会委員 芸西村長

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 高知市長

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） (社)高知県看護協会長

兵庫県立大学博士論文審査委員(副査) 兵庫県立大学長

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）

(社)広島県看護協会長

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

日本看護系大学協議会
長

高知医療センター地域医療支援病院運営委員会委員
高知県・高知市病院企
業団立高知医療セン
ター長

平成20年度日本看護系大学協議会役員(副会長)
日本看護系大学協議会
長

平成20年度高知県看護協会第ー監事 (社)高知県看護協会

日本看護系学会協議会理事 理事長　太田喜久子

高知保護司選考委員 法務大臣

高知県保健医療計画検討委員会（委員） 高知県知事

高知県医療審議会専門委員 高知県知事

高知医療センター治験審査委員会 高知医療センター長

高知県薬事審議委員会 高知県知事

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

日本看護系大学協議会
長

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）

(社)高知県看護協会長

看
護
学
部

斎藤　信也

教　授 橋尾　直和

時長　美希

教　授

教　授 中野　綾美

野嶋　佐由美教　授

教　授

文
化
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 発　令　者

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 日本看護系大学協議会

ＮＰＯ高知緩和ケア協会理事・評議員 NPO高知緩和ケア協会

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）

高知県知事

高知県准看護師試験委員 高知県知事

高知大学医学部附属病院医療問題委員会
高知大学医学部附属病
院院長　倉本　秋

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

高知県教育長

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） (社)高知県看護協会長

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 高知市長

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）
仁淀川広域市町村圏事
務組合長

高知県消防広域化推進検討委員会委員 高知県知事

高幡地域ケア整備構想検討会委員（高知県） 高知県知事

高知県介護実習・普及センター運営委員会委員
(財)高知県ふくし交流財
団理事

高知県高齢者保健福祉推進委員会委員 高知県知事

いの町地域包括支援センター運営協議会委員 いの町長

高知県地域ケア体制整備構想検討委員会 高知県知事

高知県障害者就学指導委員会委員 高知県教育長

高知県青少年問題協議会委員 高知県知事

(財)高知県福祉基金理事
(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 高知県知事

高知県児童福祉審議会委員 高知県知事

高知県こどもの環境づくり推進委員会委員 高知県知事

高知市こどもと教育を考える会委員 高知市教育長

高知県における特別支援学校の再編に関する検討委員会委員 高知県教育長

高知市立保育所のあり方等に関する検討委員会委員 高知市長

教育委員会の事務の管理及び執行の状況の点検・評価委員　　 高知市教育委員会

香我美中学校生徒死亡事例検証委員会委員　 香南市教育委員会

精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会ワーキングチームメ
ンバー

厚生労働省社会・援護
局障害保健福祉部長

精神保健福祉士試験委員（(財)社会福祉振興・試験センター）
(財)社会福祉振興・試験
センター理事長

高知県社会福祉審議会委員（委員長） 高知県知事

高知保護司選考会委員 法務大臣

高知市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会会長 高知市長

高知市国民健康保険運営協議会委員 高知市長

高知市福祉有償運送運営協議会委員 高知市長

教　授

教　授

看
護
学
部

社
会
福
祉
学
部

田中　きよむ

教　授

森下　利子

川﨑　育郎

准教授

住友　雄資

教　授

森下　安子

藤田　佐和教　授

- 78 -



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 発　令　者

高知県社会教育委員 高知県教育長

福祉サービス第三者評価事業推進委員 高知県知事

運営適正化委員会委員
高知県社会福祉協議会
会長

高知県社会福祉協議会60年史作製委員会副委員長
高知県社会福祉協議会
会長

高知発の地域福祉実践研究会委員
高知県社会福祉協議会
会長

須崎市地域福祉計画策定委員会委員・作業部会アドバイザー 須崎市長

土佐清水市地域福祉活動計画アドバイザー
土佐清水市社会福祉協
議会会長

土佐町地域福祉活動計画アドバイザー 土佐町社会福祉協議会

佐川町地域福祉活動計画アドバイザー
佐川町社会福祉協議会
会長

高知県地域救済対策委員 財団法人ひかり協会

高知県医療審議会委員 高知県知事

（財）高知県福祉基金理事
（財）高知県福祉基金理
事

高知市民生委員推薦会 高知市長

高知県農業経営･生産対策等に関する第三者委員会委員 高知県知事

高知県国土利用計画審議会委員 高知県知事

「第58回高知市夏季大学講師選考委員会」委員
（財）高知市文化振興事
業団理事

大豊町行政文書開示審査会委員 大豊町長

大豊町行政諮問会議委員 大豊町長

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

高知市まちづくりファンド運営委員会委員
NPO高知市民会議・
四国銀行

高知県佐川町公文書開示審査会委員 佐川町長

高知県佐川町個人情報保護審査員 佐川町長

(財)こうち男女共同参画社会づくり財団運営委員会委員
(財)こうち男女共同参画
社会づくり財団理事長

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 高知市長

高知市障害者計画推進協議会委員 高知市長

高知県自立支援協議会委員 高知県知事

高知県精神医療審査会委員 高知県知事

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）
高知県社会福祉協議会
会長　島田一夫

高知県社会貢献活動支援推進会議委員 高知県知事

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）

社会福祉法人高知県社
会福祉協議会長

「福祉・ボランティア」学びと実践推進委員会委員（社会福祉法人高知
県社会福祉協議会）

社会福祉法人高知県社
会福祉協議会長

高知市まちづくりファンド運営委員会委員
NPO高知市民会議・
四国銀行

教　授

准教授

社
会
福
祉
学
部

田中　きよむ

新藤　こずえ

講　師 鈴木　孝典

吉野　由美子

助　教

准教授

准教授 長澤　紀美子

玉里　恵美子

教　授 宮上　多加子
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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20年度）

作 成 元担 当 部 署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

総務企画課 高知女子大学　　大学案内　2009

学生課
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）

学生課 高知女子大学　学生支援対策集

図書情報課 高知女子大学　　紀要

センパイにきくキャンパスライフ（学生生活紹介冊子）

大学案内２０１０暫定版（日本語版・英語版・学部別改革情報チラシ）

2008　高知女子大学　OPEN　CAMPUS（パンフレット、ポスター）

平成19年度　学生による授業評価実施報告書
（共通教育科目、教職科目、学芸員資格科目、生活科学部、文化学部）

平成19年度　学生による授業評価実施報告書
（看護学部、社会福祉学部）

地域創成センター 総務企画課 KWU　NEWS　LETTERS　　No．１7～１9

生活科学部
生活科学部報
編集委員会

高知女子大学生活科学部報第10号（2008年版）

生活科学部生活
デザイン学科

生活科学部生
活デザイン学科

生活調査第9号「土佐茶を楽しむゆたかな地域生活の可能性について」

高知女子大学　生活科学部　健康栄養学科（学科紹介パンフレット）

高知女子大学　生活科学部　健康栄養学科
－2010年4月健康栄養学科は変わります！－（学科紹介パンフレット）

看護学部活動報告

看護学部委員会報告

看護学部　学部報

平成20年度看護実習要項

看護の手帖

高知女子大学看護学会誌　第33巻

第34回高知女子大学看護学会抄録集

Revolution　The　Power　of　Nursing　高知女子大学看護学部　2010年4月
看護学部定員増予定

高知女子大学看護学部　Kochi　women's　University　Faculty　of　Nursing
大変な仕事もいいかもしれない

看護実習中の事故予防・安全教育、発生時の対応について（Ver．１）

健康管理のしおり～自分の健康は自分で守ろう～　（冊子）

２００8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10号（CD-ROM）

２００8年度社会福祉実習報告書

 看護学部 看護学部

社会福祉学部 社会福祉学部

全学

広報委員会

生活科学部健康
栄養学科

生活科学部健
康栄養学科

教務委員会 学生課
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８－３刊行物・パンフレット

作 成 元担 当 部 署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

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２００8（リーフレット）

「平成２２年４月　高知女子大学社会福祉学部は変わります！」（チラシ）

総務企画課 高知女子大学教員業績集（2003.4-2008.12）

平成２１年度　各研究科学生募集要項

高知女子大学大学院　2010（大学院案内）

高知女子大学大学院10周年記念　’09　HOME　COMING　DAY　大学院修了論文要旨集

大学院修了者紹介

博士論文内容の要旨及び審査結果の要旨

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）

学生課
大学院

社会福祉学部 社会福祉学部
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