
８－１公開講座

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

理科支援事業｢味覚のふしぎ｣ 1 12/3 52
香我美小学
校６年生

理科支援事業「火山と火山災害について」 1 9/17 52
香我美小学
校６年生

茶の魅力～外から見た土佐茶～ 1 3/6 207 一般

第１回「高校生のための文化学講座」 1 6/20 58

第２回「高校生のための文化学講座」 1 8/1 48

第３回「高校生のための文化学講座」 1 12/19 58

まちかど文化談義：「エコロジーを意識した英米詩鑑
賞」

1 6/5 8

まちかど文化談義：「イマージュと現実Ⅰ――映像とは
何か（基礎講義）」

1 6/10 12

まちかど文化談義：「イマージュと現実Ⅱ――映像作品
の解読（受講生による発表）」

1 6/17 9

まちかど文化談義：「音楽と文学の微妙な関係」 1 6/24 18

まちかど文化談義：「2010年はキリスト受難劇上演の年」 1 7/3 14

まちかど文化談義：「黒人表象から見るアメリカ―オバマ
はなぜリンカーンを尊敬するのか」

1 7/8 15

まちかど文化談義：「「賢木」巻の語りと描写―六条御息
所と光源氏―」

1 7/16 29

まちかど文化談義：「民具と言葉のデジタルアーカイブ」 1 7/22 14

まちかど文化談義：「元気な老人たち」 1 10/22 6

まちかど文化談義："Food：A Four-Letter Word" 1 10/30 15

まちかど文化談義：「『女子の磁力』：植木枝盛が女性に
求めたもの」

1 11/5 13

まちかど文化談義：「人間とほかの動物の違い―ことば
の視点から―」

1 11/12 17

まちかど文化談義：「『源氏物語』続篇の主題―浮舟登
場の意味―」

1 11/19 30

まちかど文化談義：「若者たちに何が起こっているのか
―青少年の消費文化を考える―」

1 11/27 12

まちかど文化談義：「いつだって喫茶店は僕の学校だっ
た」

1 11/30 18

まちかど文化談義：「ことばとジェンダー　男と女はなぜ
違った話し方をするのか？」

1 12/9 16

夏の公開講座「フィジカルアセスメント－呼吸器のアセ
スメント－」

1 8/23 63 看護職者

健康長寿センター設置準備室公開講座「外来看護をイ
ノベートする」

1 10/19 80
医療従事者
及び学生

秋の公開講座「コミュニケーションが作る看護職のモチ
ベーション」

1 11/28 62
医療従事者
及び学生

最新実践看護講座Ⅰ「退院支援：患者さんが安心して
退院できるように」

1 6/19 47
看護職者及
び学生

最新実践看護講座Ⅰ「ナーシングバイオニクスの達人
への道」

1 6/30 67
看護職者及
び学生

最新実践看護講座Ⅱ「看護と身体知：現象学的視点か
ら看護の技」

1 7/6 56
看護職者及
び学生

最新実践看護講座Ⅱ「慢性の病とセルフモニタリング：
自らの体調を読む力をはぐくむ看護」

1 7/11 36
看護職者及
び学生

高校生

一般

看　護　学　部

生　活　科　学　部

文　化　学　部

　１　公開講座等実施状況（平成21年度）

　　〇公開講座

 ８　開かれた大学

区　　　　　　分
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８－１公開講座

高校生のための公開講座２００９ 1 8/3 34 高校生

30 1166

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

授業に使える!!日本語－意味の世界－ 1 7/21 14

県下の国・
公・私立小学
校、中学校、
高等学校お
よび特別支
援学校　国
語担当教員

パソコンを使った英語音声の加工と教材作り 1 8/3 17

県下の中学
校・高等学
校・特別支援
学校英語担
当教員およ
び小学校に
おける英語
授業担当教

コースマネジメントシステム(CMS)の使った教材作り（入
門編）

1 8/6～7 2

県下の中学
校・高等学
校・特別支援
学校英語担
当教員およ
び小学校に
おける英語
授業担当教

小学校外国語活動を考える講座 1 8/4～5 24

県下の国・
公・私立小学
校、中学校、
高等学校お
よび特別支
援学校英語
担当教員

「コンサルテーション能力を高めよう」 1 5/22 13 修士課程修了生

「みて、きいて、ありのままの地域を捉えよう」 1 6/19 7 保健師

「社会、そして女性が求める医療・看護―女性のリプロ
ダクティブヘルスの視点から－」

1 7/4 5 助産師

「家族看護でケアが変わる！」 1 7/5 23 看護職者

「個別支援－家庭訪問から保健師として大切なスキル
を学ぼう－」

1 7/8 16 保健師

「訪問看護ステーションの活動の実際を知って看護職
同士が連携しよう」

1 7/24 12 修士課程修了生

専門看護師として必要な精神科薬物療法についての
知識を学ぶ勉強会

1 9/21～22 16 修士課程修了生

「がん患者に活用できる医療・福祉制度、社会資源に
ついて具体的に知って支援につなげよう」

1 11/20 11 修士課程修了生

「地区診断」研修 1 12/15 8 保健師

「がん看護実践における倫理的問題への対応につい
て」

1 1/22 15 修士課程修了生

「家族のアセスメント」 1 1/27 17 保健師

看　護　学　部

区　　　　　　分

合　　　　　計

○リカレント講座

文　化　学　部

社　会　福　祉　学　部
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８－１公開講座

発達障害の理解と支援 1 2/6 127

末期医療における治療行為の中止の問題を考える 1 11/21 71

自分史分析入門 1 10/3 30

社会保障の公共性と再構築 1 10/17 60

今一度「うつ」を考える！ 1 11/7 99

「最期まで寄り添うケア」を考える 1 11/28 97

21 684

○その他

内　　　　　　容 回数 実施時期
参加数
（人）

対象者

県民開放授業

　　　前期　　[開講講座数]　 20講座

　　　後期　　[開講講座数]　 27講座

＜看護相談室事業＞

ケア検討会・交流会
10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
　在宅看護学・看護管理学・慢性期看護学

38 通年 700
保健医療
関係者等

「ホスピタリズムを克服するための精神科看護師の学び
直し教育プログラム　飲まされる薬から自ら飲む薬へ－
精神疾患患者の治療参加－」

1 3月 35 修士課程修了生

がんプロフェッショナル養成ﾌﾟﾗﾝ　中国四国広域がん
プロ養成コンソーシアム事業「がん放射線療法における
高度な看護実践をめざして」

1 9月5日 94
保健医療
関係者等

看　護　学　部

文　化　学　部 [受講者数]　のべ83人

[受講者数]　のべ92人

社　会　福　祉　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21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

教　授 宇野　浩三 住まい・環境教育学会 会長

日本衣服学会 幹事

日本家政学会 部会幹事

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 渡邊　浩幸 日本栄養・食糧学会 参与

教　授 村上　尚 日本肥満学会 評議員

教　授 大村　　誠

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

国際染色体植物学会 評議員

日本植物学会 評議員

教　授 青木　晴男 日本英文学会中国四国支部 理事

民俗芸能学会 評議員

にわか学会 代表委員

芸能史研究会 評議員

教　授 橋尾　直和 四万十・流域圏学会 理事・代表幹事・編集出版委員長

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

日本文化政策学会 理事

文化経済学会＜日本＞ 理事・関西支部事務局長

日本アートマネジメント学会 関西部会長・代表委員

文
化
学
部

教　授 松本　茂章

教　授 荻沼　一男

教　授 東原　伸明

教　授 佐藤　恵里

生
活
科
学
部

准教授 川口　順子

准教授 團野　哲也

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
文
化

学
部 准教授 高西　成介　 中国古典小説研究会　 幹事

教　授 畦地　博子 日本精神保健学会 評議員

日本家族看護学会 評議員

日本養護教諭養成大学協議会 理事

中国・四国学校保健学会 理事

日本皮膚科学会 評議員

日本皮膚科学会西部支部 評議員

日本災害看護学会 指名理事

日本看護科学学会 評議員

日本老年看護学会 評議員

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 評議員

日本看護科学学会 代議員

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

日本看護教育学会 評議員

（社）日本看護科学学会 評議員

日本慢性看護学会 評議員

日本糖尿病教育・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

日本看護研究学会中国・四国地方会 運営委員・学術委員

日本災害看護学会 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

教　授

看
　
護
　
学
　
部

池田　光徳

教　授 竹崎　久美子

教　授 中野　綾美

教　授 長戸　和子

教　授 野嶋　佐由美

教　授 藤田　佐和

教　授 池添　志乃

教　授

教　授 宮武　陽子

教　授 森下　利子

山田　　覚
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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

World Academy of Nursing Science Founding board Member

World Society of Disaster Nursing Founding board Member

日本人間工学会 中国四国地区理事

ＫＪ法学会 運営委員・編集委員

日本人間科学研究会 常務理事

准教授 後藤　由美子 日本認知症ケア学会 評議員

准教授 長澤　紀美子 社会政策学会 春季大会企画委員

看
護
学
部

社
会
福
祉
学
部

教　授 杉原　俊二

教　授 山田　　覚
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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

教　授 井本　正人 （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

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

史跡高松城跡建造物検討委員会委員 高松市教育委員会

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

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

(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)資源・環境観測解析セン
ター　理事長　鎌田吉郎

(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）　水害（浸水）抽出研究分科会委員
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　本間　正修

(独)宇宙航空研究開発機構（JAXA）　土砂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　本間　正修

教　授 荻沼　一男 (財)高知県国際交流協会評議員 (財)高知県国際交流協会

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

文
化
学
部

一色　健司

教　授

准教授 岩倉　秀樹

生
　
活
　
科
　
学
　
部

教　授 大村　　誠

堀内　和美助　手

准教授 三浦　要一

教　授

川村　美笑子
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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 発　令　者

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

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

平成21年度高知市教育員会事務点検・評価委員 高知市教育委員会

平成21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

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

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

教　授 長戸　和子 平成21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

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

看
　
護
　
学
　
部

教　授 野嶋　佐由美

文
　
化
　
学
　
部

准教授 岩倉　秀樹

教　授 中野　綾美

教　授 橋尾　直和

教　授 池添　志乃

教　授 清原　泰治

教　授 佐藤　恵理

教　授 松本　茂章

教　授 時長　美希
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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

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

高知県立大学永国寺キャンパス検討会委員 高知県知事

日本看護系大学協議会専門看護師教育課程認定委員会がん看護専門分
科会委員

日本看護系大学協議会会長

日本看護協会専門看護師認定実行委員会委員 日本看護協会会長

中国四国がんプロフェッショナル養成プラン理事・がん看護専門看護師コー
ス幹事校、カリキュラム企画運営委員会委員

中国・四国広域がんプロ養成コ
ンソーシアム協議会代表

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 高知県知事

高知がん診療連携協議会委員 高知大学医学部付属病院長

専門分野８糖尿病）における看護士育成事業検討会委員 高知県健康政策部長

日本糖尿病教育・看護学会研究推進委員会委員 日本糖尿病教育・看護学会理事長

日本糖尿病教育・看護学会ネットワーク委員会委員 日本糖尿病教育・看護学会理事長

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

高知県衛生研究所疫学倫理審査委員会（委員） 高知県衛生研究所長

平成22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

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

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

教　授 杉原　俊二 高知県教育委員会スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー 高知県教育長

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会（(財)社会福祉振興・試験センター）副委員長
(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）　（～Ｈ２２．１まで） 高知県知事

高知保護司選考会委員　（～Ｈ２２．１まで） 法務大臣

（一般社団法人）日本精神保健福祉士養成校協会理事兼筆頭事務局次長
（一般社団法人）日本精神保健
福祉士養成校協会長

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

高知県社会教育委員 高知県教育長

運営適正化委員会委員 高知県社会福祉協議会会長

看
　
護
　
学
　
部

教　授 野嶋　佐由美

社
　
会
　
福
　
祉
　
学
　
部

教　授 田中　きよむ

教　授 藤田　佐和

森下　安子

教　授 宮武　陽子

教　授 森下　利子

住友　雄資

教　授

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 発　令　者

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

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委員 高知市長

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（委員長）
(財)こうち男女共同参画社会づ
くり財団理事長

「ソーレ・えいど事業」「県民からの企画提案事業」選考委員
(財)こうち男女共同参画社会づ
くり財団理事長

地域密着型サービス事業所外部計画審査委員（委員長） 高知県社会福祉協議会長

日常生活自立支援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

高知県生きがい健康づくり推進協議会委員（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

高知県スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー
（高知県教育委員会）

高知県教育長

香美市権利擁護支援事業検討会委員 香美市社会福祉協議会会長

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

高知市障害者計画等推進協議会委員 高知市長

高知県障害者施策推進協議会委員 高知県知事

高知県障害者介護給付費等不服審査会委員 高知県知事

高知市教育研究所運営委員 高知市教育委員会

高知県スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー
（高知県教育委員会）

高知県教育委員会

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

高知県社会貢献活動支援推進会議質的評価委検討会委員 高知県知事

高知県教育委員会スクールソーシャルワーカー活用事業スーパーバイザー 高知県教育委員会人権教育課長

社
　
会
　
福
　
祉
　
学
　
部

教　授 田中　きよむ

助　教

講　師 西梅　幸治

新藤　こずえ

准教授 西内　　章

講　師 鈴木　孝典

教　授 宮上　多加子

准教授 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21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11号（2009年版）

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）

企画広報委員会 ポケット文化(学部紹介パンフレット)

企画広報委員会 ニッポンヲカタロウ（日本学プログラム紹介パンフレット）

自己点検・評価委員会 文化学部活動記録

文化論叢編集委員会 文化論叢

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２１年度看護実習要項

高知女子大学看護学会誌　第34巻

第34回高知女子大学看護学会抄録集

　Go　Revolution　2011年4月　高知女子大学共学化

高知女子大学は　高知県立大学に　看護学部　2011年4月校名が変わります

　Go　Revolution　2009　８．１　OPEN　Campas　高知女子大学看護学部

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．2）

健康管理のしおり～自分の健康は自分で守ろう～　（冊子）

社会福祉学部報　第11号（冊子・CD-ROM）

２００９年度社会福祉実習報告書（冊子）

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２００９（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・ポスター）

文 化 学 部

看 護 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

看護学部看護学科

社 会 福 祉 学 部社会福祉学部
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８－３刊行物・パンフレット

作 成 元担 当 部 署 名　　　　　　　　　　　　　　　　称

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
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