
 

 

 
 

 

 

  

　　　　　　　　　　　　　

＊Web併用のハイブリット形式で開催します

8月9日（火）　　学会１日目

時　間

 9：00～ 9：40 開場・受付
 9：40～ 9：45 オリエンテーション
 9：50～10：05 開会式
10：05～10：50 講演① 日本看護学校協議会　会長 　水方　智子　先生
10：50～11：20 講演② 行政からの最新情報　講師：検討中

11：20～12：20 昼休憩

12：20～14：05 講演③ 神戸市看護大学　学長　南　裕子　先生
14：05～17：25 演題発表　（口演/Web参加含む）
 17：30 （1日目　終了）

8月10日（水）　　学会2日目

時　間

 8：30～ 開場・受付
 8：55～ 9：10 オリエンテーション
 9：15～10：45 講演④ 教員のための教育力アップ

株式会社サフィール代表取締役 河野　秀一　先生
10：50～12：20 講演⑤ 地域で育む災害への備え

兵庫県災害医療センター　センター長中山　伸一　先生

12：30～13：30 休憩

13：30～15：30 シンポジウム
テーマ 「自校における新カリキュラムの特色と教育の工夫」

※シンポジスト5名交渉中
15：30～15：40 閉会式

第3４回(一社)日本看護学校協議会  学会

内　　容

内　　容

【学会テーマ】
地域の文化を乗せた寶船の出航

～あらたな看護教育の創造と実践～

ご案内 開催日

会 場

令和４年8月9日（火）･10日（水）

公益社団法人 兵庫県看護協会会館
ハーモニーホール

〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6番24号

プログラム



 

 
 

 

 

 

 

　　　　　　　　第34回　（一社）日本看護学校協議会　学会

　　　　学会長　村本　洋子

　
演題発表者、学会に参加される方は、事前に申し込んでいただく必要があります。
ホームページ掲載の予約サイトより申込をお願い致します。
なお、宿泊予定の方は予約サイトより予約可能です。
学会ホームページ　(一社)日本看護学校協議会　http://www.nihonkango.org/society.html

令和４年４月１日（金）９：３０～7月１日（金）１７：３０ ➡　令和４年７月２９日(月)１７:３０　まで延長

会員校一人　10,000円（会場参加・オンライン参加）　　非会員校一人　12,000円（会場参加・オンライン参加）
当日参加の会員校は11,000円（会場参加）、非会員校は13,000円（会場参加）とさせていただきます。

●学会参加費振込みについて
参加申込み後、申込サイトにてにてクレジット決済又は銀行振込となります。
銀行振込の場合下記の口座に参加費をお振込み下さい。ご請求書等は申込サイトからのダウンロード下さい。
２０２２年７月１日（金）までに費用のお振込みをお願いいたします。
振込手数料はお客様負担となりますことをご了承ください。
【振込先】 みずほ銀行　東武支店 （当座）7807961 　東武トップツアーズ株式会社

　日本看護学校協議会は創立52年目を迎えます。このたび、第34回の学会を「阪神淡路大震災」後、多くの支援を受け、復活・
変化・創世（創造）し続ける「兵庫から初開催」いたします。主催県としてご依頼を受けた時は、新型コロナウィルスにより緊急事
態宣言が出され、「手洗い・マスクの装着・換気」「３密回避」がルーティン化されていました。四苦八苦しながら取り組んでいたリ
モート操作や学内実習は気がつけば“当たりまえ”になっていました。この事は「人のすばらしさ」を感じ得ずにはいられません。
　令和3年度は新カリキュラム作成・申請の特別な年でもありました。コロナ禍で看護基礎教育現場においても、余力がないばか
りか、予想を遙かに超えた計画変更に伴う、授業・実習施設との調整の繰り返しでした。やはり、その根底には「看護を次世代に
つなぎたい」「看護教育に待ったなし」という看護教員に共通する学生を思いやる信念があるからではないでしょうか。今では、こ
れらの試練をチャンスと捉え、より質の高いものを追求しようとシミュレーション教育、ＩＣＴ教育等、看護基礎教育が進化し続ける
ために多数の関係者が協働しながら看護用具・映像媒体等の開発もスピードアップしてきました。
　本学会のメインテーマは「地域の文化を乗せた寶船の出航～あらたな看護教育の創造と実践～」です。コロナ禍という災害時
の看護教育、新カリキュラム導入の記念すべき年に、神戸市看護大学学長　南裕子氏に「未来を担う教員・学生に伝えたいこ
と」、株式会社サフィール代表取締役　河野秀一氏に「教員のための教育力アップ」、兵庫災害医療センター　センター長　中山伸
一氏から「地域で育む災害への備え」、シンポジウムのテーマは「自校における新カリキュラム特色と教育の工夫」としました。先
行して新カリキュラムで進めている学校、手探り状態で進め始めたばかりの学校等、会場・オンライン参加の方々と活発に意見
交換し、それぞれの経験を共有したいと考えております。また、1日目の口演では、遠方の方が参加しやすいようにオンライン参
加も取入れました。
　コロナ禍においても、諦めず・挫けず、叡智を結集し、新たな文化を創りあげていく場作りを、心がけて学会運営に取り組んでい
ます。阪神淡路大震災から学んだ兵庫・神戸から、一人でも多くの皆さまにお届けできますように「兵庫ワンチーム」となり「お・
も・て・な・し」精神で皆さまのお越しをお待ちしております。歴史と文化を乗せた寶船が今から出航いたします。航海中も引き続き
ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。
　最後に学会開催にあたり、ご後援、ご協賛を頂きました団体・企業の皆さま、そして、関係機関ならびに多くの方々に深いご理
解とご支援を賜りましたことに心より感謝申し上げます。

学会長あいさつ

学会参加申し込み方法

参加申込期間

学会参加費

学会参加費振込みについて



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

　

　
看護基礎教育（実習施設も含む）に関わっている方。一般社団法人日本看護学校協議会の会員校、 　　　　
非会員校を問いません。

　　　　　　　　　　　　　　　　　
学会ホームページ掲載の申込サイトにて参加者登録後、一般演題の登録をお申込み下さい。 　　　　　　　　　
登録後、抄録をサイトにてアップロードお願い致します。 　　　　　　　　
申込サイトより用紙をダウンロードするこが可能です。 　　　　　　　　　
（Ａ4横書き1,000字以内、「テーマ」、「発表者氏名」（○）共同研究者名を必ず記載して下さい。）

学会ホームページドレス：　http://www.nihonkango.org/society.html

お申込に関するお問い合わせ先

東武トップツアーズ株式会社　姫路支店 　　
担当：畑中・兼塚
TEL：079-224-5761　　　E-mail：kango34@tobutoptours.co.jp
営業時間：平日 9:30～17:30（土日祝日 休業）

令和4年4月1日（金）～5月31日（火） ➡　令和4年6月20日(月)　まで延長

　
・送付いただいた抄録により、査読委員が選考します。 　　
・採否については、令和4年6月17日（金）までにメールにて通知します。 ➡　令和4年7月4日(月)　までに通知します

　　
　　

　・発表形式は口演になります。演題の発表者は原則として会場参加でお願いいたします。 　　　

　・遠方からの発表者でオンライン参加希望の方はご相談お願い致します 　

　 口演：発表8分（1群終了後質疑応答約10分）　
　  　　　　会場に発表用パソコン及びプロジェクターを準備しておきます。
　　　　　　ソフトは「パワーポイント」になりますので、データ作成の際はご注意下さい。
　　　　　　発表当日にデータ(USB等)をご持参ください。なお、当日の機材の操作については、
　　　　　　発表者側でお願いします。

　　
採用となった場合、学会用集録用原稿を申込みサイトよりアップロードお願い致します。 　
・提出期限 令和4年6月30日（木）必着 ➡　令和4年7月14日(木)必着

・集録の書式は申込サイトよりダウンロード可能です。
学会ホームページ掲載の申込サイトをご参照ください。
・共同研究者がいる場合、全員の氏名を記入して下さい。

・一施設からの複数演題の応募も可能です。
※応募者多数の場合は、１施設１演題等、調整させて頂きます。
・未発表のものに限ります。

（3）

一般演題に関するご案内

１．応募資格

2．応募方法

３．演題募集期間

４．採否について

５．一般演題発表形式

６．学会集録原稿の提出

７．その他



 

 

 

学会参加・一般演題・お弁当・宿泊 

お申込手続きのご案内 
 

この度、２０２２年８月９日(火)８月１０日(水)「第34回(一社)日本看護学校協議会 学会」が開催されますことを 

心よりお喜び申し上げます。学会に関わる各種申込手続きについては、東武トップツアーズ㈱姫路支店が担当させて 

いただくことになりました。大会のご成功に向け精一杯のお手伝いをさせていただきます。 

多数のお申込みを心よりお待ち申し上げております。 

敬具 

東武トップツアーズ㈱姫路支店 

支店長 今 智英 

 

１． 学会参加・一般演題・お弁当・宿泊申込方法 
 

（１）お申込方法―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

学会に参加される方、演題登録される方は、事前に申し込んでいただく必要があります。(一社)日本看護

学校協議会のホームページ掲載の予約サイトより申込をお願い致します。 

なお、宿泊、お弁当のお申込も予約サイトよりご予約可能です。 

学会ホームページ (一社)日本看護学校協議会 http://www.nihonkango.org/society.html 

（２）お申込開始日時及び締切日時―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

開始日時2022年4月1日（金）9時30分 ～ 締切日時2022年7月1日(金) 17時30分➡ 2022年7月29日(金)17時30分 

（３）一般演題に関するご案内―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

学会ホームページ掲載の申込サイトにて、一般演題の登録申込み下さい。登録後、抄録原稿をサイトにて 

アップロードお願い致します。申込サイトより抄録原稿の用紙をダウンロードするこが可能です。 

募集期間  ２０２２年４月１日（金）～５月３１日（火） ➡ 6月20日(月) 

（４）確認書および請求書について―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

申込ウェブサイトから予約関係書類及び請求書等をダウンロード下さい 

（５）お支払方法―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２０２２年７月１日（金）までに費用のお振込みをお願いいたします。➡ 2022年7月29日(金) 
振込手数料はお客様負担となりますことをご了承ください。 
【振込先】みずほ銀行 東武支店（当座）7807961 東武トップツアーズ株式会社 

 

２．学会参加のご案内（旅行契約には該当しません）※(一社)日本看護学校協議会様からの委託による当社代行受付・集金となります 

（１） 期日：２０２２年８月９日（火）、１０日(水) 

（２） 場所：公益社団法人 兵庫県看護協会会館 ハーモニーホール 

(３)    学会参加費：会員校一人 10,000円(会場参加・オンライン参加) 非会員校一人 12,000円(会場参加・オンライン参加) 

          当日参加の会員校一人 11,000円(会場参加)、非会員校一人13,000円(会場参加)とさせていただきます。 

          ※お申込後の学会参加費のご返金はございません 

３．お弁当のご案内（旅行契約には該当しません）  

（１） 期日：２０２２年８月９日（火）１０日(水)  

（２） 場所：会場にて受け渡し  

（３） 料金：１食当たり 1,200円（税込み）  

     (４)  申込方法：学会参加申込サイトよりお申込み下さい 

 ４．宿泊のご案内 

東武トップツアーズ㈱姫路支店が旅行企画・実施する募集型企画旅行にてご案内させていただきます。

別紙の旅行条件書をご確認の上、お申し込みください。 

（１） 宿泊設定日：２０２２年８月８日（月）、８月９日(火) ２泊  

（２） 旅行条件：朝食付、消費税・サービス料込 お一人様１泊あたりの旅行代金です。 

（３） その他 

① 朝食が不要の場合でも特別設定代金のためご返金はできません。 

② 部屋数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。予めご了承ください。 

③ 下記記載のホテルが満室になった場合は、ご相談の上、記載されていないホテルを提案させていただく 

場合もございます。 

④ 最少催行人員は1名様より。添乗員は同行いたしません。 

⑤ この旅行条件・旅行代金は ２０２２年 ３ 月２日現在を基準としております。 

第34回(一社)日本看護学校協議会 学会 



 
 

■ 宿泊施設情報(※下記の旅行代金はお一人様１泊あたりの金額になります。) 

宿  泊  施  設  名  部屋タイプ 旅行代金 

レムプラス神戸三宮 シングル １０，５００円 

ダイワロイネットホテル神戸三宮 シングル １０，５００円 

 

５．変更・取消について 
お申込後の変更・取消しのご連絡は申込サイトよりお願い致します。お間違い防止のため、お電話による変

更・取消しはお受けいたしません。 

旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除される際には、下記の取消料を申し受けます。 

取消日とはお客様が東武トップツアーズ(株)姫路支店の営業日・営業時間内にお申し出いただいた日時

とさせていただきます。 

ご返金が伴う方は、大会終了後にお申込担当者様宛のご指定の金融機関口座へ返金させていただきます。 

【宿泊取消料】（募集型企画旅行契約） 

※旅行開始当日１２時までに連絡が無い場合、無連絡として１００％の取消料を申し受けます。 

※旅行開始当日の取消の場合は下記お問合せ先にご連絡ください。 

※宿泊については申込泊数分が1つの募集型企画旅行契約となります。契約成立後に解除される場合は合計旅行代金に対し下記の取

消料を申し受けます。なお、旅行開始後のお取消については100％の取消料を申し受けることとなり返金はございません。 

取消日 取消料 
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目にあ
たる日以降8日目にあたる日まで 

旅行代金の20％ 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあ
たる日以降2日目にあたる日まで 

旅行代金の30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の40％ 
旅行開始日当日 旅行代金の50％ 
旅行開始後又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100％ 

【弁当取消料】(旅行契約には該当しません) 

 ※８月９日(火)・１０日(水)の利用に関わらず以下の取消料を申し受けます。 
取消日 取消料 

８月５日(金)まで 無料 
８月６日(土)～８日(月)まで 弁当代金の50％ 
８月９日(火)以降  弁当代金の100％ 

６．個人情報の取扱いについて 

当社は今回のお申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡に利用させていただくほか、

お申込いただいた情報交換会・運送・宿泊機関等の提供するサービス受領のための手続きに必要な範囲内でのみ利用させていた

だきます。併せて、情報共有のため実行委員会様に提出させていただきます。それ以外の目的で利用することはございません。

個人情報の管理には当社個人情報保護方針にもとづき適切な体制で臨んでおります。お申込書のＦＡＸ到着後の個人情報の管理

には充分注意しておりますが、ＦＡＸを送信される際にはくれぐれも誤送信等、ご注意ください。 

当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホ－ムページでご確認ください。 

･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

● お申込み・お問合わせは 

【旅行企画・実施】観光庁長官登録旅行業第３８号 

東武トップツアーズ株式会社姫路支店 

〒６７０－０９０２ 姫路市白銀町１８番地 日本生命白銀町ビル ６ 階 

ＴＥＬ：０７９‐２２４－５７６１ ＦＡＸ：０７９－２８８－０１０９ 

営業日 平日(土日祝日休業) 営業時間 ９：３０～１７：３０  
一般社団法人日本旅行業協会正会員 ボンド保証会員

総合旅行業務取扱管理者：今 智英 

 

「第34回(一社)日本看護学校協議会 学会」学会参加・宿泊係   

担当： 畑中、兼塚 

E メール： kango34@tobutoptours.co.jp 

 

客国22-058 


