
　糸賀学校長　過去の講演（平成２４年度～平成２８年度）

講演先 講演内容

京都府医師会看護専門学校 プロジェクト学習とポートフォリオについて

岐阜県看護教員再教育研修 ルーブリックを用いた教育評価の実際

兵庫県看護学校教務主任協議会 統合実習とその評価

福岡看護専門学校 看護における教育評価

宝塚市立看護専門学校 学生の自律した学習を促進する指導とは

日総研グループ公開セミナー（大阪） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

福岡看護専門学校 看護における教育評価　～実践編～

日総研グループ公開セミナー（福岡） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

日総研グループ公開セミナー（東京） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

日総研グループ公開セミナー（大阪） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

国立病院附属看護学校　副学校長・教育主事協議会 学生が主体的に考え、行動し、学べる看護教育・評価を目指して

松下看護専門学校 教育における「ルーブリック」の考え方について

関西看護専門学校 ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

安城碧南看護専門学校 基礎看護学実習の評価修正と領域実習への導入の仕方について

沖縄看護専門学校 ポートフォリオを活用した実習指導のあり方

社会保険中京看護専門学校 ポートフォリオ、ルーブリックを用いた評価の理論と実際　Ｐａｒt.2

組合立静岡県中部看護専門学校 学生が主体的に問題解決していく力を伸ばす看護基礎教育の実践

京都府医師会看護専門学校 こうすれば主体的に考えられる。そうすれば実習がもっと楽しくなる！

日本看護学校協議会中四国ブロック研修会 ポートフォリオ・ルーブリックを用いた評価の理論と実際

富士市立看護専門学校 学生が主体的に問題解決していく力をのばす教育（指導）について

照林社「看護教員実力アップセミナー2013」大阪会場 実習評価を中心とした臨床実践能力を伸ばす教育評価法

板橋中央看護専門学校 学生が看護実践能力を向上できる実践評価

照林社「看護教員実力アップセミナー2013」東京会場 実習評価を中心とした臨床実践能力を伸ばす教育評価法

照林社「看護教員実力アップセミナー2013」福岡会場 実習評価を中心とした臨床実践能力を伸ばす教育評価法

都立北多摩看護専門学校・都立荏原看護専門学校 実践力向上のための教育方法・評価について

ＹＩＣ看護福祉専門学校 これまでとこれからの看護基礎教育

神戸看護専門学校 学生が看護実践能力を向上できる実践評価

宝塚市立看護専門学校 学生は実習の中でどんなときに看護する喜びを感じ成長していくのか

岡崎市立看護専門学校 プロジェクト学習とポートフォリオについて

金沢医療技術専門学校 臨地実習の再構築～学生が看護師らしく考え行動できる実習をめざして～

日総研グループ公開セミナー（福岡） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

日総研グループ公開セミナー（大阪） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

旭川荘厚生専門学院 学生の学ぶ意欲を支援するために－ポートフォリオとルーブリック評価導入に向けて－

京都保健衛生専門学校 看護実践能力を育成する実習評価／能力評価・プロセス評価の考え方とルーブリック評価の理解

日総研グループ公開セミナー（東京） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

日総研グループ公開セミナー（名古屋） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

ＹＩＣ看護福祉専門学校 学びの本質、実習とは

松下看護専門学校 教育における「ルーブリック評価」作成にむけて

日総研グループ公開セミナー（沖縄） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価の実践

水戸総合福祉専門学校 臨地実習で学生に何を学ばせるか

足利短期大学 ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた看護教育の実践について

福岡県看護師等養成所研修会 自ら学び行動する専門職者を育成する教育～学生が主体的に考え、行動し、学べる看護教育と評価～

日本バプテスト看護専門学校 学生のやる気を高め、意欲を引き出し、主体的な行動ができる指導者・教員の関わり

沖縄看護専門学校 ポートフォリオ、リフレクションノートを活用した実習指導のあり方

日総研グループ（仙台） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価【導入・実践編】

松下看護専門学校 看護実践力を高める臨地実習指導について

ＹＩＣ看護福祉専門学校 評価とは／ポートフォリオの活用

旭川荘厚生専門学院 ポートフォリオ・ルーブリック評価の実践

旭川荘厚生専門学院 ポートフォリオ・ルーブリック評価の実践



東海アクシス看護専門学校 学生が主体的に考え、看護実践能力を向上させていくことができる実習指導と評価

石巻赤十字看護専門学校 学生が主体的・自律的に看護を学べる教育方法と評価

千葉県立野田看護専門学校 ポートフォリオとリフレクション・ルーブリック評価を用いた能力評価

日総研グループ（大阪） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価【導入・実践編】

日総研グループ（東京） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価【導入・実践編】

愛知県立総合看護専門学校 主体的に学べる教育のありかた

長野県看護教育研究会 学生の看護実践能力を伸ばす教育方法と教育評価

甲賀看護専門学校 臨地実習の評価について

富士市立看護専門学校 自ら考え行動できる看護師の育成を目指した看護教育－パフォーマンス評価を取り入れた実習の実際－

島根県立大学 学生が主体的に学ぶための教育の工夫

京都桂看護専門学校 学生が主体的に問題解決していく力を伸ばす教育のあり方

京都大学大学院人間・環境学研究科 2014年度E.FORUM「全国スクールリーダー育成研修」シンポジウム　「パフォーマンス評価の可能性を探る」

京都保健衛生専門学校 プロジェクト評価と実習指導、ルーブリック評価表作成の考え方

北海道医薬専門学校 学生が活き活きと学ぶ看護教育をめざして

尾北看護専門学校 学生が自らの力で学びを進めていく学習スタイルを身につけるための教育方法

別府市医師会看護専門学校 学生が主体的に学べるための指導方法、学生の学びを促進する実習記録の方法

日総研グループ（福岡） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリック評価を用いた能力評価【導入・実践編】

公益社団法人静岡県看護協会 看護教育方法論

太田看護専門学校 学生の主体性が育つ実習指導のあり方

日総研グループ（岡山） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリック評価を用いた能力評価【導入・実践編】

金沢医療技術専門学校 看護学生が主体的に学べる臨地実習のありかた

ＹＩＣ看護福祉専門学校 カリキュラム導入への具体的方策について

公益社団法人高知県看護協会 学生の自立した学習を促進する指導とは－ポートフォリオとリフレクションの活用－

京都保健衛生専門学校 ルーブリック評価表作成の考え方、プロジェクト学習と実習指導

日総研グループ（大阪） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

一般社団法人日本看護学校協議会　九州・沖縄ブロック 自ら学び行動する専門職者を育成する教育

日総研グループ（東京） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

日総研グループ（名古屋） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

日総研グループ（福岡） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

県立広島大学（広島県看護教員養成講習会）

広島県立三次看護専門学校 学生の実践力が向上する実習を考える～ポートフォリオとルーブリックを用いた評価～

日総研グループ（沖縄） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

長野赤十字看護専門学校 学生の看護実践能力を伸ばす教育方法を学ぶ

別府市医師会看護専門学校 パフォーマンス評価とルーブリックを活用した授業・演習・評価

日総研グループ（東京） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

長崎県看護学校協議会 臨地実習指導の在り方～臨床との連携

静岡医療センター附属静岡看護学校 臨地実習におけるパフォーマンス評価とルーブリック

日総研グループ（大阪） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価【導入・実践編】

獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 ポートフォリオ・ルーブリック評価を取り入れた教育実践

日総研グループ（東京） ポートフォリオとリフレクション・ルーブリックを用いた能力評価【導入・実践編】

日総研グループ（岡山） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

日総研グループ（福岡） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

公益社団法人岡山県看護協会 学生の学ぶ意欲を支援するために～プロジェクト学習・ポートフォリオ・ルーブリック評価～

日総研グループ（札幌） パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習【実践編】

獨協医科大学附属看護専門学校三郷校 ポートフォリオ・ルーブリック評価を取り入れた臨地実習の導入

公益社団法人広島県看護協会 看護実践能力が身につく学習を考える－ポートフォリオとルーブリック評価を用いて－

山陽看護専門学校 ポートフォリオとリフレクション　ルーブリックを用いた能力評価（導入・実践編）

島根県立大学 学生が主体的・自律的に学ぶための教育の工夫

広島県立三次看護専門学校 学生の看護実践能力が向上する実習指導の方法と実際

千葉市青葉看護専門学校 ポートフォリオとリフレクション　ルーブリックを用いたパフォーマンス評価

千葉県看護学校協議会 能力評価の導入と実践

中四九地区医師会看護学校協議会 学校と臨床をつなぐ教育、つなげる教育～学生の看護実践能力を高める効果的な指導～

小林看護医療専門学校 ルーブリックを活用したプロジェクト学習

園田学園女子大学 学生の主体的学習を支える教育方法と指導の心構え、ポートフォリオ、リフレクション評価と活用方法

日総研グループ（福岡） ポートフォリオとリフレクション、ルーブリックを用いたパフォーマンス評価【導入・実践編】

児湯准看護学校 パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業・演習・実習について



日総研グループ（名古屋） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

日総研グループ（大阪） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

一般社団法人日本看護学校協議会　九州・沖縄ブロック 自ら学び行動する専門職者を育成する教育

日総研グループ（仙台） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

日総研グループ（東京） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

日総研グループ（東京） ポートフォリオとリフレクション、ルーブリックを用いたパフォーマンス評価【導入・実践編】

日総研グループ（大阪） ポートフォリオとリフレクション、ルーブリックを用いたパフォーマンス評価【導入・実践編】

日総研グループ（福岡） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

日総研グループ（岡山） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

株式会社照林社　看護教員実力アップセミナー（京都） 看護過程にとらわれない考える力を育てる教育法

日総研グループ（福岡） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

佐渡看護専門学校 考える力を育てる教育方法、学生の主体的・自律的学習を促進する評価

日総研グループ（東京） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価の理論と実際

株式会社照林社　看護教員実力アップセミナー（東京） 看護過程にとらわれない考える力を育てる教育法

熊本看護専門学校 教職員研修会

福岡医健専門学校 ポートフォリオを活用した実習方法

岡山県看護協会 学生の学ぶ意欲を支援しよう

広島県立教育センター 看護実践能力の育成を図る指導方法の在り方

福岡県看護協会　看護教員継続研修 看護教育における評価

宮崎県内准看護学校専任研究協議会 ルーブリックを活用した授業・演習・実習について

鹿児島中央看護専門学校 主体的学習者を育てる実習指導

鳥取市医療看護専門学校 学生の実践能力を向上させる実習を考える

獨協医科大学附属看護専門学校 看護過程の記録にとらわれない看護の力を育てる／これからの看護過程の教え方を考える／パフォーマンス課題とルーブリックを活用した授業の工夫／午前の講義を聴いて、本校の取り組みについて・課題

日総研グループ（福岡） ポートフォリオとリフレクション、ルーブリックを用いたパフォーマンス評価【導入・実践編】

岐阜県看護協会　看護人材現任者研修 パフォーマンス評価－パフォーマンス評価を用いた授業・実習の実際

安城市医師会安城碧海看護専門学校 プロジェクト学習を用いた臨地実習の再考

岐阜県看護協会　実習指導者講習会 実習指導の評価

日総研グループ（東京） ポートフォリオとリフレクション、ルーブリックを用いたパフォーマンス評価【導入・実践編】

岐阜県看護協会　実習指導者講習会 実習指導の評価

岐阜県看護協会　実習指導者講習会 実習指導の評価

日総研グループ（大阪） ポートフォリオとリフレクション、ルーブリックを用いたパフォーマンス評価【導入・実践編】

岐阜県看護協会　実習指導者講習会 実習指導の評価

日本看護学校協議会九州・沖縄ブロック看護教員研修会 「自ら学び行動する専門職者を育成する教育」実践編

日総研グループ（福岡） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【実習編】

札幌保健医療大学 考える力を育てる実習指導のあり方　－学生につけてほしい力とは－

日総研グループ（岡山） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【実習編】

所沢看護専門学校 ポートフォリオ評価とルーブリック導入による臨地実習の実際

日総研グループ（東京） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【実習編】

日総研グループ（仙台） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【実習編】

日総研グループ（大阪） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【実習編】

日総研グループ（那覇） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【実習編】

日南看護専門学校 実習におけるパフォーマンス評価の実際

岐阜大学医学教育開発研究センター 第６３回医学教育セミナーとワークショップ　講師

日総研グループ（東京） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【授業・演習編】

日総研グループ（名古屋） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【実習編】

園田学園女子大学 ポートフォリオとリフレクションを用いた教育評価と活用方法

松下記念病院 「看護実践力を高める新人看護師指導」について

日総研グループ（東京） パフォーマンス課題とルーブリックを活用したパフォーマンス評価の実際【実習編】

日総研グループ（福岡） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【授業・演習編】

日総研グループ（岡山） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【授業・演習編】

熊本看護専門学校 パフォーマンス評価（ゴール）の設計とルーブリックの実際

日総研グループ（大阪） 「真正の評価」を実現するパフォーマンス評価【授業・演習編】


