日看大協第 41-3 号
平成 29 年 12 月 7 日
一般社団法人日本看護系大学協議会
社員（＝代表者）各位

会員校

一般社団法人 日本看護系大学協議会
代表理事 上泉 和子
【再：一部訂正と追加のご案内】

看護学士課程教育の質を高めるカリキュラム開発に関する研修会
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は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。
9 月 27 日付（公文書、日看大協第 41 号）および 10 月 11 日付（公文書、日看大協第 41-2 号）で、
「看護学士課程教育の質を高めるカリキュラム開発に関する研修会」についてご案内を差し上げて
おりますが、一部訂正と追加のご連絡となります。
11 月以降に予定しておりました「看護学士課程におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標
（案）（旧称：看護学士課程教育のコアとなる構造と内容（案）
）
」の発刊に関しましては、12 月 6
日付（公文書、日看大協第 51 号）でご依頼しておりますとおり、会員校様からの意見聴取のため
大幅に延期することになりました。本研修会には各会員校様に発送した冊子をご持参いただくよう
お願いしておりましたが、当日受付にて配布資料をお渡しするかたちに変更させていただきます。
また、日本学術会議「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準看護学分野」
と、文部科学省「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」をダウンロードした印刷物を、ご出席
される先生方はご持参くださいますようお願いいたします。
なお、
「看護学士課程におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標（案）
」は発刊され次第 JANPU
ホームページに掲載するとともにメールで通知し、各会員校様には冊子を発送いたします。
年末の御多忙の時期に恐れ入りますが、多くの会員校様にご出席いただきますよう何卒よろしく
お願い申し上げます。

【研修会へご持参いただきたいもの】
下記 URL よりダウンロードした印刷物を、お手元にご用意ください。
１．日本学術会議「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準看護学分野」
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-h170929-9.pdf
２．文部科学省「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/078/gaiyou/1397885.htm
＊JANPU「看護学士課程におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標（案）
」は配布資料とし
て当日お渡しいたします。
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記
（＊以下、既にお知らせしております内容に変更はございません）
１．趣旨：
高齢者人口の増大を背景に、地域や在宅での医療・看護のニーズが高まり、多様なヘルスケア
ニーズに対応できる看護専門職の育成が喫緊の課題となり、看護学教育の改革、質の保証への
JANPU の責任は益々重大になってきています。
そこで JANPU では、平成 23 年に示された「大学における看護系人材養成の在り方に関する検
討会最終報告（平成 23 年 3 月 11 日）
」の「学士課程においてコアとなる看護実践能力と卒業時
到達目標（5 群 20 の看護実践能力：コア・コンピテンシー）」を発展的に改良し、この度「看護
学士課程におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標（案）」として発表することに致しまし
た。さらに今般は、看護学教育のカリキュラム編成の参考となるものとして、日本学術会議から
は「大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準看護学分野」が 9 月 29 日に公
表されており、また文部科学省からは「看護学教育モデル・コア・カリキュラム」が 10 月 31 日
に公表されました。
以上のような状況を踏まえ、JANPU では、大学における看護学教育の質の向上を目指し、改め
てカリキュラム開発に関する研修会を、下記のとおり実施することと致しました。

２．日時：平成 29 年 12 月 25 日（月）13：00～16：00（＊12:00 より受付開始）
３．会場：日本赤十字看護大学 広尾ホール（東京都渋谷区広尾４丁目１番３号）
https://www.redcross.ac.jp/about/access（地図は４ページ参照）
４．参加対象者：JANPU 会員校に所属している教員
会場の都合により、１会員校１～２名までのご参加でお願い致します。
５．参加費：会場参加は無料
６．WEB 視聴：本企画は多くの看護系大学教員に参加してもらうことを意図し、後日 WEB 視聴も
可能といたします。WEB 視聴を申し込まれた会員校には、視聴のための ID 等をお送りします。
ID は１会員校内であれば参加人数に制限はありません。尚、WEB 視聴はセミナー当日の約 1
か月後から可能となります。視聴期間は 3 か月間を予定しておりますが、ご要望多数の場合
には延長も可能です。具体的な日程が確定でき次第、WEB 視聴を申し込みされた会員校様に
は改めて JANPU 事務局より連絡いたします。
■WEB 視聴の費用は 10,000 円（１会員校）
会場参加と WEB 視聴の両方に申し込むことも可能です。
７．申込方法：５ページの別紙申込書を FAX または E-MAIL でご提出ください。
８．申込期日：平成２９年１２月１８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１２月１８日(月）までに、
FAX またはメールにてお申し込みください。
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９．主なプログラム：
１）看護学教育の質保証と JANPU の取り組みについて
・・・・・・JANPU 代表理事 上泉和子
２）看護学教育カリキュラム、その制度の理解について
・・・・・・日本看護学教育評価機構（仮称）設立準備委員会 JANPU 担当理事 菱沼典子
３）「看護学士課程におけるコアコンピテンシーと卒業時到達目標（案）
」
－カリキュラム編成への活用について－
・・・・・・・・・・・・・・・JANPU 看護学教育評価検討委員会担当理事 小山眞理子
４）パネルディスカッション “看護学教育質保証 －様々な基準の統合と活用－”
各会員校におけるカリキュラム開発に資するものとして、JANPU「看護学士課程における
コアコンピテンシーと卒業時到達目標（案）
」
、日本学術会議「大学教育の分野別質保証のた
めの教育課程編成上の参照基準看護学分野」
、文部科学省「看護学教育モデル・コア・カリ
キュラム」があります。それぞれをどのように活用して各大学が質の向上に取り組むか、看
護学士教育が目指すべき方向性に関する JANPU としての見解、評価の視点等も含めて議論、
検討し、会員校が理解を深め取り組みを進める機会にしたいと考えます。
パネリスト：高田早苗、内布敦子、菱沼典子、小山眞理子、上泉和子
座
長：井上智子、岡谷恵子

■問い合わせ先
一般社団法人日本看護系大学協議会 事務局
TEL：03-6206-9451
FAX：03-6206-9452

E-mail：office@janpu.or.jp
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会場および地図
会場：日本赤十字看護大学 広尾ホール（東京都渋谷区広尾４丁目１番３号）
https://www.redcross.ac.jp/about/access

広尾キャンパス

渋谷・恵比寿駅からバスをご利用の場合

■渋谷駅東口から（JR・東急・京王・東京メトロ）
・都営バス「学０３」系統 日赤医療センター行 終点下車（約 15 分）
■恵比寿駅西口から（JR・東京メトロ）
・都営バス「学０６」系統 日赤医療センター行 終点下車（約 10 分）
■港区コミュニティバス「ちぃばす」
港区コミュニティバス「ちぃばす」の青山ルートに、「日赤医療センター」バス停が設置されています。
時刻表、運賃などの詳しい情報は港区のホームページでご確認ください。
http://www.city.minato.tokyo.jp/kankyo-machi/kotsu/bus/community.html

地下鉄広尾駅から徒歩で来学の場合

■東京メトロ日比谷線 広尾駅から
上記徒歩ルート（約 15 分）にてお越しください。
※共同住宅敷地内の私道は通行できません。くれぐれもご注意ください。
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平成 29 年 12 月 25 日(月) 13-16 時開催

看護学士課程教育の質を高めるカリキュラム開
発に関する研修会 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
【提出締切】12 月 18 日（月）18 時（WEB 視聴申込みも同日の締切とします）
１．開催日時：平成 29 年 12 月 25 日（月）13：00～16：00
２．会場：日本赤十字看護大学 広尾ホール（東京都渋谷区広尾４丁目１番３号）
３．対象者：会員校に所属している教員（１会員校１～２名までのご参加でお願い致します）
４．参加費：会場参加は無料、WEB 視聴は 10,000 円（1 会員校に１つの ID 等を発行します）
※社員に限らず、会員校の教員の方はどなたでもご参加いただけます。ただし、会場の都合に
より 1 校につき 2 名までとさせていただきます。また、会場参加と WEB 視聴の両方に申し込
むことも可能です。

申込日：
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.会場参加申込（☑にチェックして下記をご記入下さい）
御氏名(職位)

ご連絡先（E-mail、TEL）

1

2

□２.WEB 視聴参加申込（☑にチェックして下さい）
WEB 視聴参加申し込みにつきましては、別途、社員（＝代表者）様に請求書（振込先など）ならびに WEB
視聴用の URL や ID 等をお知らせいたします。
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