日看大協第 50 号
平成 29 年 12 月 08 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

「平成 29 年度文部科学省委託事業報告会」、
「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標に関する報告会」、
「平成 30 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会」、
「Academic Administration 研修会」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では「１．平成 29 年度文部科学省 大学における医療人養成の在り方
に関する調査研究委託事業：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」
、
「２．看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標に関する報告会」
（看護学教
育評価検討委員会）
、
「３．平成 30 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会」
（高度実践看護師教
育課程認定委員会）、
「４．Academic Administration 研修会」
（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：平成 30 年 3 月 24 日（土）10 時 30 分～17 時 00 分（10 時より受付開始）
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／
大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター3301

〒104-0044 東京都中央区明石町 10-1
http://university.luke.ac.jp/access.html （地図は４ページ参照）
３．タイムスケジュール
１）10 時 30 分～11 時 30 分：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
平成 29 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
・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
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２）11 時 30 分～12 時：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

看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標に関する報告会
※「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」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）13 時 30 分～15 時 45 分：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
平成 30 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会
※「平成 30 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）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3301

高等教育行政対策委員会企画「Academic Administration 研修会」
・大学運営における看護学教育統括者（学長、学部長等）の戦略（仮）
４．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）
５．参加料：無料
６．定員：
１）
「平成 29 年度文部科学省委託事業報告会」
：340 名程度
２）
「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標に関する報告会」
：340 名程度
３）
「平成 30 年度高度実践看護師教育課程申請に向けた説明会」
：340 名程度
４）高等教育行政対策委員会企画「Academic Administration 研修会」
：150 名程度
７．お申し込み方法：9 ページの申込書でご提出ください。
８．申込期日 ：平成 30 年 3 月 12 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 30 年 3 月 12 日（月）までに、FAX またはメールに
てお申し込みください。
９．主なプログラム
１）
「平成 29 年度文部科学省委託事業報告会」のプログラム（５ページ参照）
２）
「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標に関する報告会」のプログラム
（６ページ参照）
３）
「平成 30 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（７ページ参照）
４）高等教育行政対策委員会企画「Academic Administration 研修会」のプログラム（８ページ参照）
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■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 29 年度文部科学省委託事業報告会
看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標に関する報告会
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
２）平成 30 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。
＊11 時 30 分から 13 時 30 分の時間に限り、2 階のラウンジにて飲食可能です。
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【開催地周辺図】
会場：聖路加国際大学
住所：〒104-0044

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3301
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】

アリス・C・セントジョン
メモリアルホール

学術センター3 階に 3301 があります
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一般社団法人
平成 29 年度

日本看護系大学協議会

文部科学省委託事業報告会
プログラム

日

時：平成 30 年 3 月 24 日（土）10：30～11：30

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

10:30～10:50
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

文部科学省看護教育専門官ご挨拶

上泉和子

斉藤しのぶ様

10:50～11:30
Ⅱ．大学における医療人養成の在り方に関する調査研究委託事業報告
「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

看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標
に関する報告会
プログラム
日

時：平成 30 年 3 月 24 日（土）11：30～12：00

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

11:30～11:35
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

11:35～12:00
Ⅱ．
「看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標」発刊のご報告

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 30 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 30 年 3 月 24 日（土）13：30～15：45（予定）

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

13:30～13:40

挨拶

13:40～14:15

全体説明 高度実践看護師教育課程認定委員会委員長

一般社団法人日本看護系大学協議会代表理事

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

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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上泉和子

中野綾美

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

プログラム
日

時：平成 30 年 3 月 24 日（土）15：00～17：00（予定）

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3301

15:00～15:10
Ⅰ．挨拶

高等教育行政対策委員会委員長

井上智子

15:10～16:10
Ⅱ．講演

（

大学運営における看護学教育統括者（学長、学部長等）の戦略（仮）
南 裕子（前高知県立大学学長、高知県立大学特任教授）

16:10～16:30

休憩

）

16:30～17:00
Ⅲ．意見交換（企画中）
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平成 30 年 3 月 24 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

＊平成 30 年 3 月 12 日（月）までにご連絡下さい。
学校コード、学校名をご記入下さい。下の表には、参加ご希望の報告会・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。

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
1.平成 29 年度文部科学省委託事業報告会

10 時 30 分～11 時 30 分

[場所:アリスホール]

2. 看護学士課程教育におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標の報告会 11 時 30 分～12 時
御氏名(職位)

1

ご連絡先（E-mail、TEL）

1
2
3

3.平成 30 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:アリスホール]

御氏名(職位)

2

ご連絡先（E-mail、TEL）

1
2
3

4.Academic Administration 研修会

15 時～17 時

御氏名(職位)

3

[場所: 聖路加臨床学術センター3301]
ご連絡先（E-mail、TEL）

1
2
3

※3 は会場が異なりますのでご注意ください。
※2 と 3 は重複してお申し込みが可能です。
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