日 看 大 協 第 47 号
平 成 30 年 12 月 7 日
一般社団法人 日本看護系大学協議会
会員校代表者 各位
一般社団法人日本看護系大学協議会
代表理事 上泉 和子

【１】
【２】
【３】
【４】

「日本看護学教育評価機構説明会」(JABNE)
「災害フォーラム」(JANPU)
「2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会」(JANPU)
「Academic Administration 研修会」(JANPU) のご案内

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より本会の活動にご理解・ご協力を賜り、
厚く御礼申し上げます。
このたび、日本看護系大学協議会および日本看護学教育評価機構では「１．日本看護学教育評価機構
説明会」
（JABNE）
、
「２．災害フォーラム」
（JANPU 災害支援対策委員会）、「３．2019 年度高度実践看護
師教育課程申請に向けた説明会 」（JANPU 高度実践看護師教育課程認定委員会 ）、「４．Academic
Administration 研修会」
（JANPU 高等教育行政対策委員会）を下記の通り開催することとなりました。
年度末のお忙しい時期と存じますが、関係者の先生方におかれましてはぜひご参加賜りたくご案内
申し上げます。
記
１．日時：2019 年 3 月 23 日（土）10 時～16 時（9 時 30 分より受付開始）
２．場所：一橋大学 一橋講堂/会議室 201/特別会議室 101～103/中会議場
〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内
http://www.hit-u.ac.jp/hall/accessjp.html（地図は 3 ページ参照）
１）10 時～11 時：一橋講堂
「日本看護学教育評価機構説明会」JABNE
２）11 時～12 時：一橋講堂
「災害フォーラム」JANPU 災害支援対策委員会
－ 被災後の大学の教育継続の備えはできていますか？
被災校の体験から看護系大学のネットワークを考える －
３）13 時 30 分～15 時 45 分：一橋講堂他
「2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会」
JANPU 高度実践看護師教育課程認定委員会
※「2019 年度高度実践看護師教育課程基準・審査要項」の冊子を 3 月中旬頃に各会員校に
お届けする予定です。当日はそちらの冊子をご持参ください。
４）14 時～16 時：中会議場
「Academic Administration 研修会」JANPU 高等教育行政対策委員会
－看護系大学におけるマネージメントでの課題解決に向けた実践的取り組み －
※３）と４）は同時間帯に開催ですが、会場が異なりますのでご注意ください。
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３．対象者：会員校に所属している教職員
各会員校 2～3 名までのご参加でお願いいたします。ただし、
「Academic Administration 研修会」は
各会員校 2 名までとさせていただきます。
４．定員：
１）
「日本看護学教育評価機構説明会」
：500 名程度 ※事務の方も是非ご出席ください。
２）
「災害フォーラム」
：500 名程度
３）
「2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会」：500 名程度
４）
「Academic Administration 研修会」
：180 名程度
５．参加料：無料
６．お申し込み方法：下記①と②では申込用紙が異なりますのでご注意ください。
①「日本看護学教育評価機構説明会」
「災害フォーラム」
「2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向
けた説明会」
：8 ページの申込書でご提出ください。
②「Academic Administration 研修会」
：9 ページの申込書（1 名につき１枚）でご提出ください。
７．申込期日 ：2019 年 3 月 8 日（金）まで
当日の参加も可能ですが、資料準備の都合上、2019 年 3 月 8 日（金）までに、FAX またはメール
にてお申し込みください。
８．主なプログラム
１）
「日本看護学教育評価機構説明会」のプログラム（4 ページ参照）
２）
「災害フォーラム」のプログラム（5 ページ参照）
３）
「2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会」のプログラム（6 ページ参照）
４）
「Academic Administration 研修会」のプログラム（7 ページ参照）
■問い合わせ先（各プログラムで問い合わせ先が異なります。ご注意ください）
※問い合わせはメールでお願い致します。
１）日本看護学教育評価機構説明会
一般財団法人日本看護学教育評価機構 事務局
E-mail：office@jabne.or.jp
２）災害フォーラム／４）Academic Administration 研修会
一般社団法人日本看護系大学協議会 事務局
E-mail：office@janpu.or.jp
３）2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会
一般社団法人日本看護系大学協議会 高度実践看護師教育課程認定委員会 事務局
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 4-1-3 日本赤十字看護大学内
E-mail: janpuapn@redcross.ac.jp
本庄恵子（委員長）
、三浦英恵、吉田みつ子
■注意事項：ご昼食等について
会場の建物内には飲食店がございません。午前の JABNE 説明会・災害フォーラムと午後の CNS/NP 説
明会・AA 研修会の両方にご参加される方は、お近くの飲食店をご利用ください。なお、会場の建物内
では飲食禁止（ロビーでのお飲物のみ可）ですのでご注意ください。
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【開催地周辺図】
会場：一橋大学 一橋講堂/会議室 201/特別会議室 101～103/中会議場
住所：〒101-8439 東京都千代田区一ツ橋 2-1-2 学術総合センター内
TEL：03-4212-3900
http://www.hit-u.ac.jp/hall/accessjp.html

行き方：
・東京メトロ半蔵門線、都営三田線、都営新宿線 神保町駅（A8・A9 出口）徒歩 4 分
・東京メトロ東西線 竹橋駅（1b 出口）徒歩 4 分

一橋大学学術総合センターフロアマップ
会場

2階
1階

一橋講堂、会議室、中会議場
エントランス、特別会議室

イベント

JABNE 説明会、災害フォーラム、
CNS/NP 説明会・分野別相談会、AA 研修会
CNS/NP 分野別相談会
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一般財団法人

日本看護学教育評価機構

説明会

プログラム
日

時：2019 年 3 月 23 日（土）10：00～11：00（予定）

場

所：一橋大学 一橋講堂

10:00～10:10
I．はじめに

一般社団法人日本看護系大学協議会

代表理事挨拶

上泉和子

10:10～11:00
Ⅱ．一般財団法人日本看護学教育評価機構

説明会

代表理事

高田早苗

質疑応答

※プログラムが変更になる可能性もございます
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一般社団法人

日本看護系大学協議会

災害支援対策委員会企画

災害フォーラム

『被災後の大学の教育継続の備えはできていますか？
被災校の体験から看護系大学のネットワークを考える』
プログラム

日 時：2019 年 3 月 23 日（土）11：00～12：00（予定）
場 所：一橋大学 一橋講堂

11:00～11:10
Ⅰ．挨拶

災害支援対策委員会委員長
委員

中野綾美
内木美恵

船橋香緒里

三澤寿美

三橋睦子

増野園惠
森下安子

11:10～12:00
Ⅱ．話題提供

「熊本地震での被災校体験から」
熊本保健科学大学地域包括連携医療教育研究センター
保健科学部看護学科

教授

竹熊千晶氏

(被災時学科長)

「東日本大震災での被災校体験から」
宮城大学看護学群

教授

Ⅲ．質疑応答

Ⅳ．まとめ
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吉田俊子氏

/

(被災時学部長)

一般社団法人

日本看護系大学協議会

2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会
プログラム
日 時：2019 年 3 月 23 日（土）13：30～15：45（予定）
場 所：一橋大学 一橋講堂他

13:30～13:40

挨拶

13:40～14:15

全体説明

一般社団法人日本看護系大学協議会代表理事

上泉和子

高度実践看護師教育課程認定委員会
委員長

高度実践看護師教育課程申請に関する説明
申請手続きの注意点に関する説明

14:15～14:30

質疑応答

14:30～14:45

休憩

14:45～15:45

共通科目・専門看護分野別相談会
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本庄恵子

一般社団法人

日本看護系大学協議会

高等教育行政対策委員会企画
Academic Administration 研修会

『看護系大学におけるマネージメントでの課題解決に向けた
実践的取り組み』

プログラム

日 時：2019 年 3 月 23 日（土）14：00～16：00（予定）
場 所：一橋大学 中会議場
研修会企画：過去 2 回の研修会ではアカデミック・アドミニストレーションに造詣の深い講師に
よる講演会を行いました。3 回目となる今回は、テーマ別グループによる参加者の積極的な意見交
換をもとに、課題解決に向けた実践的取り組みに踏み出したいと考えています。

テーマ１:人々に看護のビジョンや魅力をどう伝えていくか
看護のビジョンや魅力を伝えることは、アカデミック・アドミニストレーションの中核をなすと
考えるが看護の役割は見えにくく伝えにくい。今回はその方略について知恵を合わせ考えてみた
い。

テーマ 2：改革に向けた組織作りに向けて
組織作りはアドミニストレーションの核とも言えるが、大学におけるそれはあまり論議されて
こなかった。今回はその端緒として忌憚のない意見交換から始めたい。

テーマ 3：戦略的交渉力をどう養うか
組織の活動を活性化する上で、理事長、学長、他部門との交渉が、時には国や地方自治体との交
渉が必要となる。これらの交渉を戦略的に進める力をどうやって高めていったらいいのか、それ
ぞれの経験をもとに議論する。

講師

南

裕子（前高知県立大学学長、高知県立大学特任教授）

14:00～14:10

挨拶と企画の趣旨

14:10～14:50

テーマ別グループディスカッション

14:50～15:10

グループ発表（各テーマ 2G 程度）

15:10～15:45

講師コメント・講演

15:45～16:00

終了アンケート記入・閉会の言葉

高等教育行政対策委員会委員長

井上智子

※申し込みは 1 会員校 2 名までとします。申込書（9 ページ）は参加者毎に記入し提出し
てください。（希望者数が定員を上回れば、調整を行う場合があることをご了解ください。）
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2019 年 3 月 23 日(土)開催 JABNE 説明会/
災害フォーラム/CNS・NP 説明会 参加申込書
返信用 FAX/メール送付先

03-6206-9452 / office@janpu.or.jp
一般社団法人

日本看護系大学協議会事務局

宛

＊2019 年 3 月 8 日（金）までにご連絡ください。
学校コード、学校名をご記入下さい。下の表には、参加ご希望の説明会・研修会の参加人数、御氏名（職位）、
ご連絡先（E-mail、TEL）をご記入下さい。

JANPU 学校コード

（封筒宛名のカッコ内 4 桁の数字です。
）

貴学校名
JABNE 説明会 10 時～11 時

[場所:一橋講堂]

御氏名(職位)

1

ご連絡先（E-mail、TEL）

1
2
3

災害フォーラム 11 時～12 時

[場所:一橋講堂]

御氏名(職位)

2

ご連絡先（E-mail、TEL）

1
2
3

2019 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会

13 時 30 分～15 時 45 分
[場所:一橋講堂他]

御氏名(職位)

3

ご連絡先（E-mail、TEL）

1
2
3
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JANPU 高等教育行政対策委員会
2019 年 3 月 23 日(土)14 時～16 時 Academic Administration 研修会

『看護系大学におけるマネージメントでの課題解決に向けた
実践的取り組み』
返信用 FAX/メール送付先

参加申込書

（場所：中会議場）

03-6206-9452 / office@janpu.or.jp
一般社団法人

宛

日本看護系大学協議会事務局

＊2019 年 3 月 8 日（金）までにご連絡ください。
＊申込書は参加者毎（1 名につき 1 枚）に記入し提出してください。
＊1 会員校につき 2 名までとさせていただきます。
■JANPU 学校コード
■貴学校名

■お名前

■職位：ご自身の職位を〇で囲み、ご自身より上位の職種が看護職でない場合はその職種に下線を
引いてください

（

学長

学部長

研究科長

学科長

■ご連絡先 E-mail

専攻長

その他：

）

TEL

【以下のテーマ 1～3 のいずれかを選択してください。】

1.人々に看護のビジョンや魅力をどう伝えていくか
2.改革に向けた組織作りに向けて
3.戦略的交渉力をどう養うか
【テーマ希望の理由（必須）と抱えている課題等をご記入ください】

■ ご不明な点は下記にお問い合わせください。
一般社団法人日本看護系大学協議会 事務局 TEL:03-6206-9451
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E-mail:office@janpu.or.jp

