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日看大協第 33-2 号 

(日看大協第 33 号の改訂版) 

平成 29 年 2 月 10 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 

 

 

3/25（土）開催 平成 28 年度臨時社員総会・報告会・説明会・研修会のご案内 

（プログラム追加のご案内） 
 

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素より日本看護系大学協議会にご支援・ご協力を

賜り深謝申し上げます。 

昨年 11月 28日付で平成 28年度臨時社員総会（公文書、日看大協第 32 号）及び、各種報告会/説明

会/研修会（公文書、日看大協第 33号）についてお知らせ致しましたが、プログラムに一部追加がご

ざいますので、改めてご案内をさせて頂きます。 

臨時社員総会の日程及び内容の変更はございませんが、同日午後の部に「“Academic Administration”

とは何か？」研修会（高等教育行政対策委員会）を追加開催することとなりました。 

つきましては、すでに多くの会員校の皆様から出欠のご連絡をいただいておりますが、追加申込ならび

に、申込内容の変更がございましたら、申込書を改めてご提出くださいます様、お願い致します。 

プログラムの追加に関しまして、ご案内が遅くなりましたことをお詫び申し上げますとともに、できる

だけ多くの方々にご参加賜りたく、お忙しい時期とは存じますが何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．日時：平成 29年 3月 25日（土）10時～17時 15分 

午前の部 

■１）10時～11時 30分： 

平成 28年度文部科学省委託事業：「看護系大学学士課程における臨地実習の現状並びに課題に関す 

る調査研究」報告会 （9時 30分より受付開始） 

・看護系大学学士課程の実習とその基準作成に関する調査研究 

 

午後の部 

★13時～14時 30分：平成 28年度臨時社員総会（12時より受付開始） 

※詳しくは、公文書 32号をご覧ください。 

 

 

■２）15時～17時 15分：平成 29年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会 

（14時 30分以降、臨時社員総会終了後ご案内します） 

  ※「平成 29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。 

 

■３）15時～17時：「看護系大学における国際コミュニケーション力の向上を目指して 

～先駆的な取り組み例から学ぶ～」研修会 （14時 30分より受付開始） 

・看護系大学における国際化への課題について実践例の紹介 

 

≪追加開催≫ 

■４）15時～17時：「“Academic Administration”とは何か？」研修会（14時 30分より受付開始） 
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２．場所：聖路加国際大学 アリス・C・セントジョン メモリアルホール／日野原ホール／3階 3301  

〒104-0044 東京都中央区明石町 10-1  

http://university.luke.ac.jp/access.html （地図は 3頁参照） 

 

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）、 

      ※国際交流推進委員会企画の研修会は、各会員校 3名以上、学部生・大学院生の参加も 

可能です。 

 

４．参加料：無料  

 

５．定員：アリス・C・セントジョン メモリアルホール＝約 340名、 

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター 日野原ホール＝約 240名、3階 3301＝約 150名 

 

６．お申し込み方法：10ページの「申込票：返信用 FAX紙」でご提出ください。 

    ※2月 10日現在、既にお申し込みされた方で、申込内容を変更される場合は 10ページの申込票を 

   再度ご提出ください※ 

 

７．申込期日 ：平成 ２９ 年３月１３日（月）まで 

当日の参加も可能ですが、資料準備の都合上、平成２９年３月１３日（月）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．「平成２８年度 文部科学省委託事業報告会」のプログラム（４ページ参照） 

 ２．「平成２９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（５ページ参照） 

 ３．「看護系大学における国際コミュニケーション力の向上を目指して 研修会」のプログラム 

（６ページとポスター参照） 

 ４．「“Academic Administration”とは何か？」研修会のご案内とプログラム（８ページとポスター参照） 

 

■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）・平成 28年度文部科学省委託事業報告会 

  ・「看護系大学における国際コミュニケーション力の向上を目指して」研修会 

  ・「“Academic Administration”とは何か？」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 

 

２）平成 29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 

〒781-8515 高知県高知市池 2751-1 高知県立大学看護学部看護学科内  

E-mail: janpu-cns1@cc.u-kochi.ac.jp  FAX: 088-847-8810 

中野綾美（委員長）、田井雅子、有田直子 

 

■ご注意事項：昼食について 

会場付近には飲食店がございません。午前の報告会と午後の臨時社員総会、説明会/研修会の両方にご参

加される方は、お弁当などをご持参することをお勧めいたします。 

（アリス・C・セントジョン メモリアルホールの 2階にある学生食堂は営業しておりませんが、11時～

13時迄、場所のご利用は可能です。） 

http://university.luke.ac.jp/access.html
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【開催地周辺図】 

会場：聖路加国際大学 

アリス・C・セントジョンメモリアルホール、 

大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター 日野原ホール／3階 3301  
  

住所：〒104-0044 東京都中央区明石町 10-1  TEL：03-6226-6366 

http://university.luke.ac.jp/access.html   

行き方：  

・東京メトロ 日比谷線 築地駅 ３番出口または 4番出口を出て、デニーズを左手に直進（徒歩 3分） 

・東京メトロ 有楽町線 新富町駅 ６番出口を出て、一つ目の道を右折して直進（徒歩 5分） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【拡大図】 

学術センター3階：3301  

学術センター地下 1階：日野原ホール 

アリス・C・セントジョン 

メモリアルホール 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会 

平成 28年度 文部科学省委託事業報告会 

プログラム 

 

日 時：平成２９年３月２５日（土）10：00～11：30 

場 所：聖路加国際大学 アリス・C・セントジョン メモリアルホール 

 

10:00～10:20 

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 

       文部科学省看護教育専門官ご挨拶 斉藤 しのぶ様 

 

10:20～11:30 

Ⅱ. 大学における医療人養成推進等委託事業報告 

「看護系大学学士課程の実習とその基準作成に関する調査研究」 

 

質疑応答 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会 

平成 29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：平成２９年３月２５日（土）15：00～17：15 

場 所：聖路加国際大学 アリス・C・セントジョン メモリアルホール 

 

15:00～15:10  挨拶  一般社団法人日本看護系大学協議会代表理事  

上泉 和子  

 

15:10～15:45 全体説明 高度実践看護師教育課程認定委員会委員長  

中野 綾美 

高度実践看護師教育課程申請に関する説明 

申請手続きの変更点に関する説明 

 

15:45～16:00   質疑応答 

16:00～16:15  休憩 

16:15～17:15  共通科目・専門看護分野別相談会 
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一般社団法人 日本看護系大学協議会 

国際交流推進委員会 

看護系大学における国際コミュニケーション力の向上を目指して 

～先駆的な取り組み例から学ぶ～ 

プログラム 

 

日 時：平成２９年３月２５日（土）15：00～17：00 

場 所：聖路加国際大学 日野原ホール  

 

 

１．挨拶  国際交流推進委員会 委員長 山本 則子 

 

２．看護系大学における国際化への課題について 実践例の紹介 

 

１）留学生の受け入れ    千葉大学 岩崎 弥生 氏 

 

２）教員の留学       神戸大学 本田 順子 氏 

 

３）学部生の短期交換留学  東京女子医科大学 田中 美恵子 氏 
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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 

高等教育行政対策委員長 岡谷恵子 

 

「“Academic Administration”とは何か？」研修会のご案内 ≪追加開催≫ 

 

会員校の皆様におかれましては、年度末のお忙しい日々をお過ごしのことと思います。 

 さて、現在、看護系大学は 254校となり、今年の 4月にはさらに 10校程度増えるのではないかと言われ

ています。看護系大学が増えるのは喜ばしいことですが、あまりにも急激な増え方であるために、教員の

確保や実習施設の不足等様々な問題が生じております。また、補助金の削減等もあり大学の経営を取り巻

く状況も厳しくなってきております。今や、管理者だけでなく教員は、教学についてはもとより大学組織

や財政にまで視野を広げて学科・学部の運営に当たることが求められています。 

 高等教育行政対策委員会では、数年前から、年々増加する看護系大学を取り巻く課題に教員がどのよう

に対応していくべきか、学長のガバナンスが強化されている中で学部や学科の管理・運営をどうしていけ

ばよいのかといったことについて理解を深め、管理能力の向上を目指すために、Academic Administration

に関する研修について検討しておりました。この度、Academic Administrationについて教育研究をされ

ている諸星裕先生をお迎えして、下記の日程で研修会を開催することを計画いたしました。 

研修会は、本会の臨時社員総会後に引き続いて開催することにしております。研修会には、会員校の教員

どなたでも参加できます。参加をご希望の方は、事前申し込みのフォーマットにご記入の上、FAXにてお

申し込みください。開催のお知らせが、１ヶ月前になってしまい日程調整等でご迷惑をおかけしますが、

多くの方の参加をお待ちしております。 

 

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 

「“Academic Administration”とは何か？」研修会 

プログラム 

 

日 時：平成２９年３月２５日（土）15：00～17：00 

場 所：聖路加国際大学  

大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター 3階 3301  

 

１．挨拶  高等教育行政対策委員会 委員長 岡谷 恵子 

２．管理能力の向上を目指すための Academic Administration に関する研修会 

              
講師：桜美林大学大学院  

大学アドミニストレーション研究科教授   諸星 裕先生 

 

 

追加プログラム 



【事前参加申し込み先】JANPU事務局 Email : office@janpu.or.jp 

JANPU高等教育行政対策委員会企画 研修会 

“Academic Administration”

とは何か？ 

日時 2017年3月25日（土） 15時～17時 

聖路加国際大学  

大村進・美枝子記念聖路加臨床学術センター 
（3階 3301） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜美林大学大学院大学アドミニストレーショ
ン研究科教授。主に「大学行政管理日米比
較」の科目を担当。 

「大学破綻」（単著）、「危ない大学」「危機の
大学論」（共著）など多数の本を執筆し、大学
管理に関する講演を多数行っている他、「とく
ダネ！」や「ザ・サンデー」などのテレビ番組
にコメンテーターとして出演。 

講師：諸星 裕先生(Ph.D. Allied Health) 

管理能力の向上を目指すために、Academic administration

に関する研修を開催いたします。年々増加する看護系大学
を取り巻く課題に教員がどのように対応していくべきか、学長
のガバナンスが強化されている中での学部や学科の管理・
運営などについて理解を深めることを目的としています。 
当日参加も可能ですので、是非ご参加ください。 

JANPU高等教育行政対策委員会委員長 岡谷恵子  

会場 
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※既にお申し込みされた方で、申込内容を変更される場合、 

こちらの申込票を再度ご提出ください※ 
 

平成 29年 3月 25日(土)開催の報告会/説明会/研修会 
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 

＊3月 13日（月）までにご連絡下さい。 

 
 

学校ｺｰﾄﾞ      （4桁） 貴学校名                   
 

 

１ 

平成 28年度文部科学省委託事業報告会 10時～11時 30分        

[場所: アリス・C・セントジョン メモリアルホール] 

 御氏名(職位) ご連絡先（E-mail、TEL） 

1   

2   

3   

 

 

２ 

平成 29年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会 15時～17時 15分  

[場所: アリス・C・セントジョン メモリアルホール] 

 御氏名(職位) ご連絡先（E-mail、TEL） 

1   

2   

3   

３ 

平成28年度国際交流推進委員会企画 研修会 15時～17時        [場所:日野原ホール] 

 （★学生の方々のご参加も可能です★） 

 御氏名(職位) ご連絡先（E-mail、TEL） 

1   

2   

3   

※ポスターとチラシを各会員校の国際活動推進担当教員様宛に 2月 17日～21日頃に郵送致します。 

http://www.janpu.or.jp/file/poster.pdf からもダウンロードできます。 

４ 

Academic Administration研修会 15時～17時                [場所:3階 3301] 

 御氏名(職位) ご連絡先（E-mail、TEL） 

1   

2   

3   

■2、3、4は同時間帯に開催ですが、会場が全て異なりますのでご注意下さい。 

■いずれも参加費無料、当日参加可能です。 ■本申込票は、

http://www.janpu.or.jp/wp/wp-content/uploads/2016/11/FAX.docxからダウンロードできます。 

臨時社員総会を同日 13時～14 時 30分に開催致します。別紙の出欠票・委任状(FAX 用紙)を必ずご提出下さい。 

【午前の部：10 時～11 時 30分】 

【午後の部：15 時～17 時 15分】 

http://www.janpu.or.jp/file/poster.pdf



