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平平平平    成成成成    29292929    年年年年    度度度度    事事事事    業業業業    計計計計    画画画画    
    
○○○○    平成平成平成平成 29292929 年度の事業方針―重点事業及び具体的な活動年度の事業方針―重点事業及び具体的な活動年度の事業方針―重点事業及び具体的な活動年度の事業方針―重点事業及び具体的な活動    

看護師等養成所の社会的役割は非常に大きい。会員校が自信と誇りを持って、看護師等の養成に 

専念できるよう、一般社団法人日本看護学校協議会の果たすべき役割を遂行する。 

平成 29 年度の重点事業と具体的活動について示す。 

 

重点事業 具体的活動 

１．看護教育の質の向上に向けての 

継続的、計画的な活動を強化する。 

１）看護学校の経営・管理の充実に向けた 

活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）看護教員の教育実践力向上に向けた活動 

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）看護教育に関する教材開発、書籍出版

をめざす。 

 

１－１） 

（１）学校管理・運営に関する相談・支援を 

行う。 

（２）看護教育課程開発や新しい教育方法・ 

評価について検討し会員校に発信する。 

（３）地域包括ケアシステムにおいて看護師に

求められる基礎的能力の育成にむけた

教育内容・方法について研究・開発を 

行い、会員校に発信する。 

（４）学校自己点検・自己評価の実施率 100％

をめざした支援を行う。 

（５）看護教員のキャリア開発のあり方を検討

する。 

（６）国家試験問題の質担保に向けた検討を 

行う。 

１－２） 

（１）教務主任養成講習会を開催する。 

（２）大学との提携による専任教員養成を 

支援する。 

（３）教育研究・実践報告を中心とした学会

を開催する。 

（４）研究活動に対する助成を行う。 

（５）看護教員のキャリア開発に向けた継続 

教育を実施する。 

①新人期の看護教員に対する授業づくり

研修 

②中堅看護教員に対する授業力向上の 

研修 

③教務主任等への教育課程開発研修 

    

 

１－３） 

業者との協同による、教材開発や書籍出版を

めざす。 
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２．看護教育を取り巻く情勢の変化にすみやかに 

対応するために、関係省庁への協力、関係団体と

の連携を強化するとともに、看護教育に関する 

データを収集し、関係省庁、関係団体への要望・

陳情活動を行う。また、それらの情報を会員校と

共有する。 

 

１）関係省庁への対応、関係団体との連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

２）(一社)日本看護学校協議会共済会との連携を 

強化する。 

 

 

 

 

３）看護師等養成機関の実態調査を実施する。 

 

 

 

 

４）情報交換の場を拡充するとともに、収集した情報

を会員校と共有する。 

 

 

 

 

 

５）対外的にも積極的に情報を発信する。 

 

 

 

 

 

 

２－１） 

(１）関係省庁・関係団体の検討会等へ委員を 

派遣する。 

(２）関係省庁への要望・陳情活動を行う。 

(３) 関係団体との協力体制の強化をはかる。 

(４) 国家試験問題プール制を通して国の施策に 

貢献する。 

(５）看護師免許届出制度の広報活動に協力する。 

２－２） 

(１）(一社）日本看護学校協議会共済会との 

   連携をし、協議会は、会員校と共済会の 

仲介的役割を担う。 

(２) 教育現場のニーズを把握し、共済会の商品 

  開発に協力する。   

２－３） 

(１）看護師等養成所の学校運営に関する定期実態 

調査を実施する。 

(２）その他、必要な調査を適宜実施する。 

 

２－４） 

(１）学校長会、副学校長・教務主任会、事務担当

者会の開催に合わせ実施する。 

(２）情報のネット配信を充実させる。 

(３）都道府県看護教育関連団体情報交換会を実施 

  し、今後のあり方を検討する。 

 

２―５）対外的な広報活動の充実をはかる。 

３. ブロック活動の充実を図り、組織拡大をめざす。 

 

 

 

 

 

 

 

３―１）代表者会議等をとおし、ブロックの 

    看護基礎教育の課題やニーズを把握する。 

３―２）代表者会議を発展させ、各都道府県看護教

育関連団体と当協議会とのパイプ役を担

えるようにする。 

３―３）各ブロックのニーズを反映し、未加入 

校を含めた研修会を企画・運営する。 

３―４）会員増にむけた広報活動を充実する。 

３―５）教育委員会との連携協働をする。 

 

４．内外の諸課題に関する検討を行うとともに今後の 

一般社団法人日本看護学校協議会のあり方につい 

て検討する。 

 

 

４―１）「日本看護学校協議会あり方検討会」を 

    継続実施する。 
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○○○○    事業内容事業内容事業内容事業内容    

1. 学術・教育              

1）教育研修会活動 

平成 29年度教育委員会活動方針 

【ねらい】  

 
教育委員会は一般社団法人日本看護学校協議会の事業方針の中核でもある 

「看護教育の充実と発展」を目的に学術・研究活動を実施している。 

それは、看護師養成に関わる者には『看護の本質』と『看護の専門性追求』を 

核としつつ、社会の情勢を見極め看護を展望し、より資質の高い看護職を育成 

する使命があるからである。 

つまり、資質の高い看護職育成には、専任教員の資質の高さと高い教育実践力や、

教務主任等のマネジメント能力が求められる。その為には専任教員や、教務主任 

等の研修を計画的、継続的に支援するなど、健全な学校運営がなされていること 

が必須となる。教育委員会の活動はまさに、専任教員の様々なステージの自己研 

鑽の場を提供し支援することにある。 

以上のことから、平成 29年度は「看護基礎教育機関における質の高い教育実践 

のための支援」を引き続きのテーマとして活動する。 

なお、教育研修会は、看護教員キャリア別の継続教育に関する内容とする。 

また、学校長会、副学校長・教務主任会の企画・運営に関しては、平成 28年度 

同様、会長、副会長と協議しながら、教育委員会としての役割を担うものとする。 

 更に、ブロック活動委員会との連携を図る。 

  
【具体的な活動】 

1．年 2回の教育研修会の企画・運営 

2．学校長及び副学校長・教務主任会の企画・運営の協力 

3．ブロック活動委員会との連携 

 

 

（1）第 1回教育研修会 

    開催日 平成 29年 8月 1日(火)・2日(水)・3日(木)・4日(金)   

会 場 東京警察病院看護専門学校 

対 象 看護教員養成講習会受講後教育経験 3年未満及び看護教員養成講習会未受講者 

内 容 メインテーマ 「教育実践能力の充実・強化」 

        ① 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）         

     ② グループワーク（授業案の作成） 

        ③ グループワーク成果発表 及び 講評（講評者 新井 英靖氏）       

 

 (2）第 2回教育研修会 

    開催日 平成 29年 12月 19日（火）  

    会 場 東京 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

    対 象 中堅層の専任教員 

内 容 メインテーマ「中堅専任教員の教育実践能力の強化」」 

    ①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 教育研修担当 助教） 

        ②グループワーク 
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2）研究奨励事業  募集 平成 29年 9月 

 

3）第 29回学会   

開催日   平成 29年 8月 25日（金）・26日（土）  

開催県   東京都 

会 場   「御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター」 

テーマ   「看護の専門性を以て地域の人々の命と生活を護る」 

学会長   一般社団法人日本看護学校協議会 会長  

プログラム  

（1）研究発表 

（2）特別講演「学生との良い関係を築く ～アドラー心理学に学ぶ～」 

       講師 岸見一郎氏（哲学者、日本アドラー心理学会認定カウンセラー・顧問） 

（3）講演 ①「看護行政の動向 」 

        講師 （厚生労働省医政局看護課 課長 島田陽子氏） 

      ②「看護の専門性～臨床実践の経験知からエビデンスの構築へ～」 

        講師  紙屋克子氏（筑波大学名誉教授） 

（4）演題発表  口演、示説 

    （5）シンポジウム 

         「地域の人々の命と生活を他職種と護る～食べる力を支える～」 

       コーディネーター  山田雅子氏 

（聖路加国際大学大学院看護学研究科教授、教育センター生涯教育部部長）        

       シンポジスト 医師の立場から  

高瀬義昌氏（たかせクリニック理事長） 

              摂食・嚥下障害看護認定看護師の立場から 

                 齋健太郎氏（ソフィア総合ナースステーション城南） 

              看護教員の立場から 

                 梶井文子氏（東京慈恵会医科大学医学部看護学科老年看護学教授） 

4）研修会等 

（1）学校長会 

      開催日 平成 29年 5月 30日（火）9：45～15：00 

      会 場 東京 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

内 容  

① 情報提供 ア．「看護行政の動向について」 

             講師 関根 小乃枝 氏 

            （厚生労働省医政局看護課 教育体制推進官）  

            イ．「専修学校の予算及び政策に関することについて」 

             講師 白鳥 綱重 氏  

（文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課 

専修学校教育振興室 室長） 

           ウ．当協議会から 

ａ.「看護師等養成所の運営に関する実態調査の報告」 

            ｂ. ｢看護教員・実習指導者の養成及び継続教育の今後のあり方に

関する調査の報告」  
 
② 講演 「 専門学校の振興と質保証 

 ～専門職大学の動向、看護専門学校の現状を踏まえて～ 」 

講師 関口正雄 氏 （東京スポーツ・レクリエーション専門学校学校長、 

            東京メディカル・スポーツ専門学校 校長、 

              全国専修学校各種学校総連合会 常任理事） 

③ 協議「カリキュラム改正に関すること」 
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（2）事務担当者会 

     開催日  平成 29年 10月 4日（水） 

     会 場  東京 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

     内 容  未定 

 

（3）副学校長・教務主任会 

     開催日   平成 29年 12月 18日（月）   

     会 場   東京 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

     内 容  講演 テーマ（仮）「自校の理念に基づいたカリキュラムを考える 

～カリキュラム開発～」 

           講師 岩本 郁子氏 

             （東京医療保健大学東が丘・立川看護学部 准教授） 

       

2．「日本看護学校協議会教務主任養成講習会」 

    開催期間  平成 29年 6月 1日～平成 30年 3月 23日 （84日） 

    開催地   大阪市 （大阪府看護協会 桃谷センター） 

    受講者   22名 

 

3．ブロック活動 

 

平成平成平成平成 29292929年度ブロック活動方針年度ブロック活動方針年度ブロック活動方針年度ブロック活動方針    

【ねらい】  

 ブロック活動委員会は、一般社団法人日本看護学校協議会（以下、本協議会という）の事業  

方針をふまえ、全国 7 ブロックにおいて、地域の看護基礎教育のニーズに基づき、加入校の  

交流を積極的に図りつつ、代表者会議・研修会を開催してきた。代表者会議では、各地域の  

看護基礎教育の実態と課題の共有行っている。そして各ブロックの課題や看護教員の関心に 

応える内容の研修会企画・運営を行ってきた。この研修会は定着してきており、会員校からは

貴重な研修の機会として評価され、参加者も増大している。未加入校からの参加者も増え、 

本協議会の理解に繋がり会員校増に寄与していると考える。  

 また、看護師等養成所運営に関する事務・権限を都道府県に移譲されて 2 年が経過した。  

看護基礎教育機関が抱える課題は、共通のものだけではなく、地域性や各校の状況でも様々で

ある。本協議会が全国のニーズを把握し、看護基礎教育の充実に向けて事業を推進していくた

めにも、ブロック活動の充実が期待されているところである。 

 以上のことから、平成 29 年度の活動内容は、ブロック活動委員会の充実と組織拡大をめざ

し、引き続き各ブロックのニーズを反映し、ブロック毎の課題に自主的に対処し、看護教員の

教育 実践能力の向上をめざした研修を企画・運営する。 

 また、各ブロック該当県の代表者会議を発展させ、各都道府県看護教育関連団体と本協議会

とのパイプ役を担えるようにする。 

 なお、教育委員会との連携協働を図る。 

【活動内容】 

  １．代表者会議等を通し、ブロックの看護基礎教育の課題やニーズを把握する。 

  2 ．前述の代表者会議を発展させ、各都道府県教育関連団体と本協議会とのパイプ役を   

担えるようにする。 

  3．各ブロックのニーズを反映し、未加入校を含めた研修会を企画・運営する。  

4．現行のブロックの組織編成等の見直しを検討する。 

5．会員増に向けた広報活動を充実する。 

6．教育委員会との連携・協働をする。 
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＜ 各ブロックの研修会等（案）＞ 
 
ブロック名 研修会 代表者会議 

北海道 開催日 

会 場 

内 容 

平成 29年 11月 25日（土） 

   

講演 

・「看護教育にいかす協同学習のすすめ 

（第 2弾）」 

・「LTD話し合い学習法 」 

 講師 安永 悟氏 

   （久留米大学 教授） 

 

東北 開催日 

会 場 

内 容 

平成 29年 10月 28日（土） 

岩手県北上市 日本現代詩歌文化会館

講演「発達障害」と思われる学生 

   への支援 

講師 高橋知音氏（信州大学教授） 

 

関東甲信越 開催日 

会 場 

内 容 

平成 30年 3月 

 
・講演及び実践報告 

平成 29年 5月 30日 

アルカディア市ヶ谷（私学会館) 

・組織編成についてなど 

東海北陸 開催日 

会 場 

内 容 

平成 29年 9月 23日（土） 

ハイトピア伊賀 5階学習センター 

講演「学生が主体的に学ぶ授業案 

づくり part2」 

 講師 齊藤茂子氏  

  （東京工科大学名誉教授） 

 同左 

  〃 

近畿 開催日 

会 場 

 
内 容 

平成 29 年 9 月 30 日（土） 

内田洋行大阪支店大阪 

（ユビキタス競創広場 CANVAS） 

講演 

「発達障害のある学生への対応」 

講師 白石邦明氏 

（カウンセリングルーム Acceptance 高確率・  

トレーナー / 発達障害コンサルタント） 

 

中四国 開催日 

会 場 

内 容 

平成 29年 7月 1日（土） 

ピュアリティまきび 

講演「考える看護学生を育てる授業の方法」 

 講師 新井英靖氏 

（茨城大学教育学部准教授） 

平成 29年 7月 1日／12月(予定） 

1. 県担当者の情報交換 

2. 29年度活動の実施状況について 

3. 30年度研修計画について   

九州・沖縄 開催日 

会 場 

内 容 

平成 29年 11月 4日（土） 

福岡商工会議所 402～405会議室 

講演「逆向き設計の授業」 

 講師 糸賀暢子氏 

  （あじさい看護福祉専門学校 

   看護学科 学科長）  

平成 29年 9月 2日（土） 

福岡商工会議所 302会議室  

・情報交換 

・平成 29年度研修計画 

 
4．都道府県看護教育関連団体情報交換会 

  開催日時 平成 29年 11月 16日（木）13：00～17：00 

  会  場 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 

  内  容 鼎談他 
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5．会 議 

1）総 会 

開催日時 平成 29年 5月 29日（月） 14：30～16：40 

会 場 東京 アルカディア市ヶ谷（私学会館） 
         
2）理事会及び常任理事会 

 
3）会長・副会長打ち合わせ会 

 
4）一般社団法人日本看護学校協議会「あり方検討会」 

 

6．委員会 

1）常設の委員会 

  開催日 会場 備考 

教育委員会 

 

4月 13日（木） 
※2ケ月に 1回予定 

当協議会事務局 

 

・平成 28年度の総括及び 29年度活動 

方針、第 1回教育研修会の方向性など 

事務担当者委員会 5月  

平成 30年 2月 

当協議会事務局  

        

・事務担当者会等の企画 

広報委員会   5月 12日（金） 

11月予定 

当協議会事務局 

     〃 

・ニュース 52号の企画 

・ニュース 53号の企画 

ブロック活動委員会 平成 30年 3月 当協議会事務局 ・まとめと次年度の方針など 

学会企画委員会  

 

5月 23日（火） 

9月予定 
平成 30年 2月予定 

当協議会事務局 

〃   

〃    

・平成 30・31年度の開催地について 

・第 29回学会まとめ 

・平成 32年、33年度の開催地について 
 
2)特別委員会 

  開催日 会 場 備 考 

看護教育のあり方 

検討委員会 

※2ケ月に 1回予定   

看護師教育課程 

検討委員会 

4月 13日（木） 

6月 13日（火) 
※2ケ月に 1回予定 

当協議会事務局 ・検討委員会の今後の方針及び検討内容の確認等 

国家試験問題対策

委員会 

5月 16日（火） 

7月 13日（木） 

平成 30年 2月 

     3月 

当協議会事務局 

   〃 

   〃 

〃  

・国試問題プール制への協力及び一年間の計画について 

・プール制への協力準備 

・国家試験問題に対しての要望書 

・国家試験問題に対しての解析など 

回数 開催日 会   場 備 考 

1 

2 

3 

4 

4月 27日（木） 

   7月 13日（木) 

  11月 16日（木） 

平成 30年 

3月 29日（木） 

当協議会事務局 

   〃 

アルカディア市ヶ谷 

        

当協議会事務局   

 

 

 

 

常任理事会 

回数 開催日 会   場 備 考 

1 

2 

3～ 

4月 18日（火） 

   5月 16日（火) 

※毎月 1回予定 

当協議会事務局 

   〃 

 

・理事会の議事内容の確認など 

・総会、情報交換会、学校長会の確認  

及び役割について他 

回数 開催日 会   場 備 考 

1 

2 

3～ 

  5月 12日（金） 

6月 9 日（火） 

※毎月 1回予定 

当協議会事務局 ・平成 29年度の検討事項の 

確認など 
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7．関係省庁への対応、関係団体との連携・協働 
 
1) 厚生労働省 主催 

（1）看護教員養成講習会（通信制）eラーニングの評価委員会 委員長（会長） 

（2）看護教員養成講習会（通信制）eラーニングチューター（常任理事 2名） 
 
2）公益社団法人日本医師会主催 

（1）医療関係者検討委員会 （副会長） 
 
3）公益社団法人静岡県看護協会主催 

・静岡県看護教員養成講習会講師（会長） 
  
4）その他 

 （1）静岡市立清水看護専門学校関係者評価会議委員及び教育課程編成会議委員(理事) 

 
8．要望・陳情活動 

 1）平成 30年度予算及び一般要望書 

 2）国家試験に関する要望書 

 3）その他適宜 

 
9．調査活動 

  1）看護師等養成所の管理・運営に関する実態調査（各年） 

 2）その他（適宜） 

 
10．部会 
 
 1）統合カリキュラム教育実施施設部会 

    開催日時  平成 29年 8月 9日（水）、10日（木） 

    会 場   ポラリス保健看護学院 

    内 容   1日目 講 話：「これからの保健師教育について(仮）」  

講 師：（厚生労働省依頼中） 

          2日目 ・シンポジウム 

               「子どもに関わる社会保障の現状と課題 

                  ―そこから見えてくる保健師教育の在り方―」 

               座長：星 北斗（ポラリス保健看護学院 学院長） 

シンポジスト（交渉中） 
                  
2）准看護師養成所部会 
 

     開催日  平成 29年 10月 27日（金）  

     会 場  高槻市医師会看護専門学校 

       内 容  テーマ「准看護師教育の内容を見直す」 
 

 
11．広報活動 

1）ニュース 

 

 

 

 
2）一般社団法人日本看護学校協議会会報（ＣＤ）発刊予定 

 3）ホームページの活用（適宜） 

 4）プレス・リリースの活用 

 5）当協議会リーフレットの更新 
 
 
12．会員（正会員・特別会員・賛助会員）について    

号数 発刊予定 

 52 

 53 

平成 29年 7月 

 ″ 30年 1月 


