平成 26 年 7 月 2 日
一般社団法人日本看護系大学協議会 会員校各位
看護学教育研究共同利用拠点
千葉大学大学院看護学研究科
附属看護実践研究指導センター センター長 北池

正

ＦＤワークショップ開催のお知らせ
拝啓 時下 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
日頃より本センターの教育研究活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本センターでは平成 26 年 8 月 7 日(木)、ワークショップ「看護系大学教員のためのＦＤ推進
ワークショップ～ＦＤマザーマップの活用を通して～」を開催いたします。 つきましては、添付の資
料をご参照の上、ご参加を検討いただけますと幸いです。 今後とも、本センターへご指導ご鞭撻を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
記
【日時】 平成 26 年 8 月 7 日(木)10：00～16：30
【場所】 佛教大学二条キャンパス
【内容】
講演

FD マザーマップの開発とその活用
和住 淑子

千葉大学看護実践研究指導センター 教授

松岡 千代

佛教大学保健医療技術学部看護学科 教授

難波 峰子

岡山県立大学広域看護学講座 教授

ワークショップ① FD マザーマップによる自己診断
川島 啓二

国立教育政策研究所高等教育研究部 部長

ワークショップ② FD マザーマップを活用したテーマ別グループワーク
②－A 教員個人の到達目標の構築
中島 英博

名古屋大学高等教育研究センター 准教授

②－B 組織的課題の発見
井上 史子

帝京大学高等教育開発センター 教授

ワークショップ③ 全体の共有と振り返り
加藤 かおり

新潟大学大学教育機能開発センター 准教授
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講評 川島 啓二

国立教育政策研究所高等教育研究部 部長

【定 員】 50 名（先着順）
【参加費】 無料
【申込方法】
お名前・ご所属・職位・メールアドレスを明記の上、件名を「ワークショップ参加希望」としたメール
またはＦＡＸにてお申込みください。
mail:nursing-practice@office.chiba-u.jp
fax :043-226-2459
【申込締切】
平成 26 年 7 月 24 日(木)
【お問い合わせ】
千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター
〒260-8672 千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1
T E L : 043-226-2459[直通、FAX 共用]
E-mail : nursing-practice@office.chiba-u.jp
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看護学教育研究共同利用拠点
千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター

看護系大学教員のためのFD推進ワークショップ
〜 FDマザーマップの活用を通して〜
看護学教育研究共同利用拠点として本センターが開発した「看護学教育における FDマザーマップ」を活
用することで、看護系大学教員の能力開発や組織的課題への取り組みのための FDを効果的に進めることが
できます。このたび、高等教育開発の専門家とのコラボレーションによって、そのスキルをわかりやすく
学ぶためのワークショップを開催いたします。

日

８月７日（木） 10：00 〜 16：30

平成 26 年

時

場

所

定

員

（受付開始９：30 〜）

佛教大学 二条キャンパス７階

対

（京都市中京区西ノ京東栂尾町７）

50名（先着順）

象

参加費

看護系大学の FD 担当者
（１大学複数名の参加も可）

無料

プログラム
10：00

11：00
12：00
12：50

15：00

16：20

開会の挨拶
宮﨑 美砂子
千葉大学大学院看護学研究科長
講演 FD マザーマップの開発とその活用
和住 淑子
千葉大学看護実践研究指導センター 教授
松岡 千代
佛教大学保健医療技術学部看護学科 教授
難波 峰子
岡山県立大学広域看護学講座 教授
ワークショップ① FDマザーマップによる自己診断
川島 啓二
国立教育政策研究所高等教育研究部 部長
昼食
ワークショップ② FDマザーマップを活用したテーマ別グループワーク
②−Ａ 教員個人の到達目標の構築
中島 英博
名古屋大学高等教育研究センター 准教授
②−Ｂ 組織的課題の発見
井上 史子
帝京大学高等教育開発センター 教授
ワークショップ③ 全体の共有と振り返り
加藤 かおり
新潟大学教育・学生支援機構 准教授
講評
川島 啓二
国立教育政策研究所高等教育研究部 部長
閉会の挨拶
北池 正
千葉大学看護実践研究指導センター長

※ワークショップ②は当日抽選によって、A・B のグループに分かれていただきます。
※内容は変更になることがあります。最新のプログラムはセンターホームページをご覧ください。

〜 看護学教育ワークショップ（10 月 20 〜 22 日、千葉大学）も同様のテーマで開催予定です。〜

申込方法 お名前
（ふりがな）
、ご所属、職位、ご連絡先
（e-mail アドレス）
を明記の上、件名を「ワークショップ参加希望」
としたメール、または FAX にてお申し込みください。
e-mail：nursing-practice@oﬃce.chiba-u.jp
申込締切

平成 26 年７月 24 日（木）

主

看護学教育研究共同利用拠点

催

FAX：043-226-2459

千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター
看護学教育における FDマザーマップの開発と大学間共同活用の促進プロジェクト
〒260-8672

千葉県千葉市中央区亥鼻１-８-１

e-mail：nursing-practice@oﬃce.chiba-u.jp
協

力

日本高等教育開発協会（JAED）

TEL：043-226-2459［直通、FAX 共用］
HP URL：http://www.n.chiba-u.jp/center/

FAX 送信
ワークショップ申し込み用紙

看護系大学教員のためのFD推進ワークショップ
平成 26 年 ７ 月 24 日（木）までにお申し込みください。
必要事項をご記入の上、送信ください ▶

FAX 043-226-2459

Mail でお申し込みの際も同様に
必要事項をご記入の上、送信ください ▶

Mail nursing-practice@oﬃce.chiba-u.jp

千葉大学大学院看護学研究科 附属看護実践研究指導センター 行
ふりがな

お名前

ご所属・職位

e-mail

●参加受付は受領メールをもって完了とします。定員になり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。
●お問い合わせ先

看護学教育研究共同利用拠点
千葉大学大学院看護学研究科附属看護実践研究指導センター
看護学教育における FD マザーマップの開発と大学間共同活用の促進プロジェクト
〒260-8672

千葉県千葉市中央区亥鼻１-８-１

TEL：043-226-2459［直通、FAX 共用］
e-mail：nursing-practice@oﬃce.chiba-u.jp
●会場案内
周辺マップ

所在地：京都市中京区西ノ京東栂尾町７

佛教大学二条キャンパス ７階
アクセス方法

