平成 29～30 年度 第 1 回全国保健師教育機関協議会
公衆衛生看護学を教授する教員〈レベルⅠ〉研修 開催要領
１．研 修 目 的：

公衆衛生看護学における効果的な実習および授業を展開する能力を修得する

２．研修のねらい：

一般社団法人全国保健師教育機関協議会の定める「公衆衛生看護学を教授する教員のキャリアラダ
ー」に基づき、レベルⅠの教員が身につけるべき実習および授業展開の基礎的な知識を理解し、実
習指導および授業計画の立案・実施・評価について実践（OJT）を通じて学ぶ。
第 1 回〈レベルⅠ〉研修は、2 年間 6 日間の Off-JT および OJT で構成し教育能力を育成する。

３．主

一般社団法人全国保健師教育機関協議会

催：

４．日時・場所：

【平成 29 年度】
【平成 30 年度】

平成 29 年 8 月 20 日（日）～8 月 21 日（月）、平成 30 年 3 月 24 日（土）
日本教育会館（東京都千代田区一ツ橋 2-6-2） → 終了しました
平成 30 年 8 月 19 日（日）～8 月 20 日（月）、平成 31 年 3 月 23 日（土）
新大阪丸ビル別館（大阪市東淀川区東中島 1-18-22）

５. レベルⅠの定義：

保健師基礎教育（あるいは公衆衛生看護学）の教育の経験が 5 年以下のすべての教員

６．参 加 資 格：

①保健師教育担当者のうち〈レベルⅠ〉に該当する方
原則として平成２９年度を含めて全ての日程に参加し、フォローアップ研修までの演習課題が実践
できる方
＊全ての日程に参加できない方は、平成 31 年度以降の研修において同内容の科目を受講できます。

②〈レベルⅠ〉教員と同所属で OJT に協力し指導者となられる方
＊実践（OJT）での相談・指導、環境整備にご協力いただき、〈レベルⅠ〉教員の人材育成を通じて、保健
師教育機関の資質向上を目指すため、同所属の指導者となられる方にも多数ご参加をお願いします

◇レベルⅠ研修は平成 29・30 年度の２年で１クールとなっており、平成 30 年度はレベルⅠ研修の新規の申し込み
は受け付けておりません。次期のレベルⅠ研修は平成 31 年度からとなります。
７．研修参加費：

〈レベルⅠ〉教員 会員校・賛助会員
〈レベルⅠ〉教員 非会員校
関係者

1人
1人

10,000 円/年
30,000 円/年
30,000 円/年

＊〈レベルⅠ〉教員と同所属で OJT に協力し指導者となられる方は無料

８．申込み期限：

参加登録・参加費送金ともに 平成 30 年 6 月 4 日（月）～7 月 20 日（金）17：00 締切厳守

９．申 込 方 法：

お申込は、「6.参加資格」の①の方が②の方も含めオンライン登録をお願いします。
＊同所属の OJT に協力し指導者となられる方の氏名、参加日程は、ご登録の際に記入欄があります

①登録

全保教ホームページの事前参加登録システムにアクセスし、お名前・メールアドレス・ご所属・参加
日程、同所属の OJT に協力し指導者となられる方の参加者氏名・参加日程などをご登録ください。
②参加費納入 参加登録後に配信される【受付完了メール】に記載された内容をご確認いただき、同封の払込取扱
票または郵便局備付の払込取扱票（青色）にて、平成 30 年度の参加費用をお振込みください。
㊟払込取扱票記入必須項目：参加受付番号、研修名、参加者氏名、所属、住所、電話番号、振込額

③持ち物

全保教ホームページ：研修ページから【事前課題】の様式をダウンロードし、必要事項をご記入のう
え当日ご持参下さい。あわせて、所属教育機関の公衆衛生看護学シラバスおよび授業資料、看護
師教育課程、保健師教育課程のカリキュラムがわかるものもご持参ください。

10. 振 込 先：

金融機関： 郵便振替口座
口座番号： 00140-6-764972
口座名称： 一社）全国保健師教育機関協議会教員研修会
（注意点）・当日欠席による参加費の払い戻しは致しかねますので、予めご了承ください。
・お申し込みは 1 年単位になります。平成 29 年度のレベルⅠ研修に参加された方で、平成 30 年度
の研修に参加を希望される場合は、お申し込み手続きをお願いいたします。

11．問 合 せ 先（全保教事務局）:〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入ル 中西印刷株式会社 学会部内
メール: japhnei_kenshu@nacos.com㊟件名に「レベルⅠ研修会」をつけてください

○●○公衆衛生看護学を教授する教員の教育レベル○●○
レベルⅠ

レベルⅢ

レベル

レベルⅡ
レベルⅠA

レベルⅠB

レベルⅢA

レベルⅢB

役割・責任

授業：単発試行・補佐
実習：継続的指導下

授業：単元責任
実習：頻回指導下

授業：科目責任

授業：複数科目責任
実習：自立・指導

授業：カリキュラム責任

実習：時々指導下・自立

必須の仕事
経験

授業単発試行経験
自分の教育評価研究

授業単元責任遂行経験
単元の教育評価研究

授業科目責任遂行経験
科目の教育評価研究

科目の教育評価研究
継続指導経験

カリキュラム開発・管理経験

実習：開発・自立・指導

カリキュラム評価研究

必須の研修
(教育力)

教育学/FD/専門
基礎研修

教育学/FD/専門
初級研修

教育学/FD/専門
中級研修

教育学/FD/専門
上級研修

教育学/FD/専門
ベテラン研修

求められる
資格・学位

学士・修士

修士

博士

博士

博士

必要経験年
数(目安)

0 年～2 年

1 年～5 年

◆◆平成 30 年度 研修会場案内◆◆
新大阪丸ビル別館

住所：大阪市東淀川区東中島 1-18-22

電話：06‐6325‐1302

交通のご案内
〔電車 最寄駅〕
●JR 新大阪駅東口
徒歩２分
●地下鉄御堂筋線新
大阪駅⑤、⑥番
改札出口
徒歩８分

会場フロア図
新大阪丸ビル別館
平成 30 年 8 月 19 日(日)
受付：10 階 10-1 号室内
会場：
午前の部 10 階 10-1 号室
午後の部 4 階 4-1 号室
平成 30 年 8 月 20 日(月)
受付：4 階 4-1 号室内
会場：4 階 4-1 号室
講師控室
：2-1Ａ号室
スタッフ控室：2-1Ｂ号室

