教育研修会
新人教員研修
開催日
対 象

平成23年8月18日(木）～ 8月20日(土）
新人教員（経験3年まで）
及び看護教員養成講習会未受講者

平成24年8月26日(日）～ 8月28日(火）
看護教員養成講習会未受講者及び
受講後3年未満の方

平成25年8月19日(月）～ 8月21日(水）
看護教員養成講習会未受講者及び
受講後3年未満の方

会 場
晴海グランドホテル
人 数
71校104名
講演テーマ 「看護学生のためのわかりやすい授業の方法」
及び講師
講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）

東京警察病院看護専門学校
63校87名
「効果的な授業のための指導案について」

東京警察病院看護専門学校
64校78名
「学生が興味を持って参加できる授業案作成の
方法」
講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）

東京警察病院看護専門学校
48校68名
「考える看護学生を育てる授業づくりの方法」

グループ
ワーク

8/2～8/3グループワークにて「授業案」作成
8/4グループワーク結果の発表及び講師講評
まとめ

8/18～8/19グループワークにて「授業案」作成
8/20グループ代表模擬授業（発表）
講師講評、まとめ

8/26～8/27グループワークにて「授業案」作成
8/28グループワーク代表模擬授業（発表）
講師講評、まとめ

8/19～8/20グループワークにて「授業案」作成
8/21グループワーク代表模擬授業（発表）
講師講評、まとめ
各グループでの追加学修（振り返り）

その他

模擬授業「苦痛の緩和」
講師 片野 裕美 氏
(東京警察病院看護専門学校

平成28年8月8日(月）～ 8月11日(木）
看護教員養成講習会未受講者及び
受講後3年未満の方

平成29年8月1日(火）～ 8月4日(金）
看護教員養成講習会未受講者及び
受講後3年未満の方

内

平成22年8月2日(月) ～ 8月4日(水）
・看護教員養成未受講者
・看護教員養成講習会受講後で教員経験の
少ない看護教員

講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）

講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）

容

副校長）

開催日
対 象

平成26年8月19日(火）～ 8月22日(金）
看護教員養成講習会未受講者及び
受講後3年未満の方

平成27年8月22日(土) ～ 8月25日(火）
看護教員養成講習会未受講者及び
受講後3年未満の方

会 場
人 数
講演テーマ
及び講師

東京警察病院看護専門学校
52校70名
基調講演
「考える看護学生を育てるための授業展開と
指導技術」
講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）

東京警察病院看護専門学校
東京警察病院看護専門学校
55校70名
69校76名
基調講演
基調講演
「考える学生を育てるための授業構想と授業設計」 「アクティブ・ラーニング時代の看護学校の
授業づくり」
講師 新井 英靖 氏
講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）
(茨城大学 教育学部 准教授）

グループ
ワーク

8/19～8/21グループワークにて「授業案」作成
8/22 全グループポスター発表、
代表グループ模擬授業、講師講評、まとめ
各グループでの追加学修（振り返り）
講義「授業つくりの基本的知識について」
講師 池西 静江 副会長

8/22～8/24グループワークにて「授業案」作成
8/22 全グループポスター発表、
代表グループ模擬授業、講師講評、まとめ
各グループでの追加学修（振り返り）

内

容

その他

開催日
対象
内

容

平成30年8月7日(火）～ 8月10日(金）
看護教員養成講習会未受講者及び
受講後3年未満の方
会場
東京警察病院看護専門学校
人数
58校65名
講演テーマ 基調講演
及び講師
「アクティブ・ラーニング時代の看護学校の
授業づくり」
講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）
グループ
ワーク
その他

8/7～8/9グループワークにて「授業案」作成
8/10 全グループポスター発表、
代表グループ模擬授業、講師講評、まとめ
各グループでの追加学修（振り返り）

東京警察病院看護専門学校
68校74名
基調講演
「アクティブ・ラーニング時代の看護学校の
授業づくり」
講師 新井 英靖 氏
(茨城大学 教育学部 准教授）

8/8～8/10グループワークにて「授業案」作成
8/1～8/3グループワークにて「授業案」作成
8/11 全グループポスター発表、
8/4 ポスター発表(模擬授業発表以外)
代表グループ模擬授業、講師講評、まとめ
代表グループ模擬授業、講師講評、まとめ
各グループでの追加学修（振り返り）

教育研修会
継続教育
現任教員研修
開催日
対 象
内
会 場
人 数
講演テーマ
及び講師
容

平成19年8月22日(水）～ 8月24日(金）
看護師等養成施設カリキュラム編成の中心となる者
東京警察病院看護専門学校
8/22 242名
8/23 236名 8/24 226名
1．｢21年度から実施予定のカリキュラムの説明とその理解」
講師 小山 眞理子 氏
(神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部看護学科 学科長)
2．｢職業技術教育の基本」
講師 新井 吾郎 氏
(職業能力開発総合大学校能力開発学科）

グループ
ワーク

各領域別担当者によるカリキュラム編成

その他

中堅教員研修
開催日
対 象
内
会 場
人 数
メインテーマ
講演テーマ
及び講師
容

グループ
ワーク
その他

平成29年12月19日(火）
中堅専任教員(教育経験5年以上)

平成30年12月19日（火）
中堅専任教員(教育経験5年以上)

アルカディア市ヶ谷（私学会館）
141校169名
「中堅専任教員の教育実践能力の強化
～シミュレーション教育の充実を図る～」
講演
「シミュレーション教育の充実を図る」
講師 内藤 知佐子 氏
（京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター
クリニカルシミュレーションセンター 教育研修担当 助教)
情報提供
「看護実践能力に資する効果的な教育方法に関する研究」結果
講師 佐々木 幾美 氏
（日本赤十字看護大学 看護教育学 教授）

アルカディア市ヶ谷（私学会館）
141校184名
「中堅専任教員の教育実践能力の強化
～シミュレーション教育の充実を図る～」
講演
「シミュレーション教育を充実させるファシリテーターの役割」
講師 内藤 知佐子 氏
（京都大学医学部附属病院総合臨床教育・研修センター
クリニカルシミュレーションセンター 教育研修担当 助教)

テーマ「シミュレーション教育の効果を高めるために」
1．ファシリテーターの役割
2．シナリオづくり

内容を基に
1．ファシリテーターの役割
2．自校で実施のシミュレーション教育の課題と解決策
VTRの視聴
『シミュレーション教育の実際について』

教育研修会
国家試験
開催日
対象
会場
内 人数
講演テーマ
及び講師

平成21年12月15日（火）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
私学事業団会議室
121校133名
1．｢国家試験出題基準の改定と問題作成の
あり方」
講師 平賀 元美 氏
(厚生労働省医政局看護課 看護教育指導官）

容

2．「国家試験分析と対応」
池西 静江 氏
(京都中央看護保健専門学校 副校長）
「国家試験問題のブラッシュアップ」

グループ
ワーク

平成22年12月16日（木）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
晴海グランドホテル
105校125名
1．｢国家試験出題基準と問題作成のあり方」
講師 矢野
章永 氏
(共立女子短期大学 看護学科 学科長）
2．｢看護学校学生の学力向上のための試験
問題の作り方」
講師 新井 英靖 氏
(茨城大学教育学部 准教授）
「国家試験問題のブラッシュアップ」及び
発表

平成23年12月20日（火）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
63校87名

2．「国家試験分析と対応」
池西 静江 氏
(京都中央看護保健専門学校
「国家試験問題のブラッシュアップ」及び
発表、講師講評

その他

開催日
対象
会場
内 人数
講演テーマ
及び講師

平成25年12月17日（火）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
101校113名
基調講演
「国家試験出題基準の改正と試験問題の
考え方」
講師 矢野
章永 氏
(共立女子短期大学 看護学科 学科長）

「国家試験問題のブラッシュアップ」発表
及び講評（まとめ）

その他

開催日
対象
会場
内 人数
講演テーマ
及び講師

平成30年 5月 8日（火）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
51校51名
講演
1．｢教育評価としての問題作成における
考え方を学ぶ」
講師 当協議会会長 池西 静江

容

2．｢国家試験・資格試験につながる客観テスト
作成にむけて」
講師 三井 明美 氏
（株式会社武田看護教育研究所 代表取締役）
グループワーク
「ブラッシュアップをやってみよう！」
発表及び講評（まとめ）

グループ
ワーク
その他

副校長）

「国家試験問題のブラッシュアップ」
情報提供
「保健師・助産師・看護師国家試験制度
改善検討部会｣から出された報告書内容
(抜粋)の紹介

平成26年12月18日（木）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
91校93名
基調講演
「国家試験出題基準の改正と試験問題の
考え方」
講師 矢野
章永 氏
(共立女子短期大学 看護学科 学科長）

平成27年12月18日（金）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
79校79名
基調講演
「看護師国家試験出題基準と問題作成の
あり方」
講師 矢野 章永 氏
(共立女子大学 看護学部 教授）

容

グループ
ワーク

平成24年12月11日（火）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
105校116名
1．｢国家試験出題基準と問題作成のあり方」
講師 矢野
章永 氏
(共立女子短期大学 看護学科 学科長）

「国家試験問題のブラッシュアップ」発表
及び講評（まとめ）

「国家試験問題のブラッシュアップ」発表
及び講評（まとめ）

平成28年12月16日（金）
校長・副学校長・教務主任・専任教員
アルカディア市ヶ谷（私学会館）
103校106名
講演
1．｢現象学的人間観と看護教育」
講師 榊原 哲也 氏
(東京大学大学院人文社会系研究科 教授)
2．｢学生の思考過程を重視した教育
～状況設定問題の作問をとおして～」
講師 矢野 章永 氏
(共立女子大学 看護学部 名誉教授）
グループワーク
発表及び講評（まとめ）

