石川美保子先生のご退職に寄せて

◆ 略

歴

1942年

岐阜県に生まれる

1964年

名古屋赤十字高等看護学院卒業

1964年

名古屋第一赤十字病院勤務（看護婦）

1968年

日本赤十字社幹部看護婦研修所卒業

1969年

名古屋赤十字高等看護学院専任教員

1981年

江南女子短期大学児童教育学科講師

1986年

江南女子短期大学児童教育学科助教授

1994年

江南女子短期大学幼児教育学科教授

1998年

愛知江南短期大学社会福祉学科教授

◆ 学内における役職歴
1994年 4 月〜 1997年 3 月

就職部長

1997年 4 月〜 1999年 3 月

生涯学習センター長

2000年10月〜 2005年 3 月

社会福祉学科長

2001年 5 月〜 2007年 5 月

愛知江南学園評議員

◆ 社会における役職歴
2001年 4 月〜現在

江南市在宅障害者福祉事業運営委員会委員長

2003年 4 月〜 2004年 3 月

江南市の人にやさしい街づくり基本計画及び
障害者計画懇話会副委員長

2004年 4 月〜 2007年 3 月

江南市障害者福祉計画懇話会副委員長

2005年 4 月〜 2006年 3 月

愛知県介護福祉士養成施設協議会実習主任会長

2006年 4 月〜 2007年 3 月

愛知県介護福祉士養成施設協議会教務主任会長

2007年 4 月〜現在

江南市障害者計画懇話会委員長

◆ 研究分野
小児保健

介護・介護教育

看護
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1979年〜現在

日本小児保健学会員

1997年〜現在

日本介護福祉学会員

1998年〜現在

日本介護福祉教育学会員

教育研究業績
【主な著書】
1． 石川美保子，他共著：
「保育小児保健学」 福村出版

1987

2． 石川美保子，他共著：
「保育学」 近畿大学豊岡短期大学通信教育部出版

1992

3． 石川美保子，他共著：
「小児保健学」 福村出版 1994
【主な学術論文】
1． 石川美保子：江南短大生の母性意識について．江南女子短期大学紀要 14：137 ― 144；
1985．
2． 石川美保子：幼稚園児の健康と生活実態．江南女子短期大学紀要 15：127 ― 133；1986．
3． 石川達也，石川美保子，他：15 歳までの小児の頭囲発育（パーセンタイル値）― 名屋市
における小児の前方視的心身発達調査より―．小児保健研究 46：311 ― 312；1987．
4． 石川達也，石川美保子，他：学童における頭囲 ― 前頭部計測点（前頭隆起，眉間点）に
よる相違 ― ．小児保健研究 46：313 ― 314；1987．
5． Ishikawa T, Ishikawa M, et al：Growth in head circumference from birth to ﬁfteen years of age in
Japan．Acta Paediatrica Scandinavica 76：824 ― 828；1987．
6． 石川美保子：排泄行動の自立について．江南女子短期大学紀要 17：59 ― 63；1988．
7． Ishikawa T, Ishikawa M, et al：Growth and achievement of large and small-headed children in a
normal population．Brain and Development 10：295 ― 299； 1988．
8． 石川美保子，他：進路選択と職業の継続 ― 本学幼児教育学専攻学生の追跡調査 ―．全国
保母養成協議会第 29 回研究大会論文集：78；1990．
9． 仲山佳秀，石川美保子：親の質問紙調査から見た幼児の身体的変調．小児保健研究 52：
603 ― 608；1993．
10．仲山佳秀，石川美保子：幼児の養育に関する親の意識 ― 江南市における親の質問調査か
ら ―．江南女子短期大学紀要 23：75 − 81；1994．
11．石川美保子，仲山佳秀：幼児における健康と生活構造．江南女子短期大学紀要 23：67 −
74；1994．
12．石川美保子：女子学生のやせ願望．江南女子短期大学紀要 25：93 ― 97；1996．
13．室田慶子，石川美保子：病院看護婦の「在宅ケア」に関する意識調査について．江南女子
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短期大学紀要 26： 97 ― 101；1997．
14．室田慶子，石川美保子：江南市における病院訪問看護の実態．江南女子短期大学紀要 26：
103 ― 109；1997．
15．室田慶子，石川美保子：在宅痴呆性老人に対する介護者の関わりについて．江南女子短期
大学紀要 27：57 ― 65；1998．
16．伊藤和子，石川美保子：介護研修受講者のニーズと研修課題 ― 介護研修受講者調査を中
心として ―．愛知江南短期大学紀要 29：87 ― 107 ；2000．
17．大崎千秋，石川美保子：介護保険導入後の訪問介護に関する一考察 ― 介護保険によっ
て提供サービスに変化があった事例を通して ―．江南女子短期大学紀要 30：69 ― 82；
2001．
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贈ることば
石川美保子先生は、1964 年 3 月に名古屋赤十字高等看護学院を卒業後、名古屋第一赤十字
病院で看護師として勤務されました。また日本赤十字社幹部看護婦研修所で研鑽を積まれた後
は、日本赤十字高等看護学院で教員をされ後進の指導をされました。赤十字の教員には、赤十
字の理念を身につけ看護現場で実践できる優秀な人で、非常に限られたエリートしか選ばれな
いと聞きおよびます。実際に当時の石川先生の指導を受けられた本学の先生からは「石川先生
の白衣姿はいつも清潔で美しく凛とされていました。常に冷静で姿勢はビシッとして近寄りが
たい存在でしたが、先生の笑顔を見るとホットできました。また板書の字の美しさや構成は見
事であり、授業や演習は大変に厳しく妥協は全くありませんでした。しかし落ち込む学生には
日頃の厳しい姿とは想像もつかないほどのやさしさで励まし、支えて下さいました。」とお聞
きしました。
本学の学生に対しても、専門職を育てるという強い信念と情熱を持ち、学生に迎合すること
なく、常に直球勝負で学生に立ち向かい、学生の良い面をたくさん引き出す指導は、他の教員
もおおいに感銘を受けました。あとを引き継ぐ我々教員の責任の重さを痛感しています。
1981 年本学に着任後、児童教育学科幼児教育学専攻で保母養成を始めるにあたり、実習施
設の開拓等に尽力され、1994 年幼児教育学科への改組、1998 年社会福祉学科開設などの転換
時にその重責を担われました。校務としては、学生委員、教務委員、広報委員を歴任され、新
たに独立した就職部長をされた 3 年間には「就職のてびき」を作成され、短大全体の就職支援
体制の基礎を築かれました。また生涯学習センター長をされた 3 年間は、短大と江南市及び周
辺地域の結びつきを重視し、 今日に続く活動の足固めをされてきました。 2000 年から 5 年間
は、社会福祉学科長を務められ、学科立ち上げ時の教員が大幅に入れ替わった時期の学科運営
に尽力されました。そして質の高い介護福祉士育成のために、学生指導はもとより各教員への
適切な助言によってその教育効果をあげてこられました。
さらに最後の 3 年間は、愛知県介護福祉士養成施設協議会の各会幹事校として中心となって
活躍され、県内養成校との連絡調整や運営の民主化、合理化等に関わってこられました。特に
2007 年の日本介護福祉士養成施設協会東海北陸ブロック教員研修会においては、幹事校とし
て見事な采配をふられ成功に導いて下さいました。
以上の教育活動とともに、研究されたのは主として小児保健、介護で、女子学生の母性意識
から小児の発達に関わる実態調査、小児の生活実態調査等や介護に関わる論文など多数ありま
す。その他社会活動として、地域の市民講座の講師や各種懇話会の委員長を務められるなど、
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地域にも多大な貢献をされました。
他に、クラブ顧問として常に学生の立場を理解されることに力を注がれていました。特に印
象に残っているのは「ダンスサークル」部で、学生と一緒になってリズミカルに「よさこいダ
ンス」を踊っていらした姿が、微笑ましく思い出されます。
先生の研究室には常に学生が居座っていました。先生のお人柄が自然と学生を引き寄せるの
でしょう。また実に多くの卒業生が真先に先生を訪ねてきていましたが、先生は時間を厭わず
一人ひとりに丁寧に懇談をされていました。そして学生、卒業生一人ひとりの名前を全て覚え
られていらしたことは驚異としか思えませんでしたが、それだけ学生に対していつも熱心に関
わってこられた結果だと頭が下がる思いで一杯です。これからは多くの卒業生が、先生が短大
にいらっしゃらない事をきっと残念に思うことでしょう。
本学を離れられても、本学科のために変わらぬご指導、ご助言をお願いいたします。
これからもご健康で、心豊かな人生を過ごされ、末永くご活躍されますことを祈念いたしま
す。
（社会福祉学科長

鈴木

秀代）

