
【特集ラインナップについて】
※とらばーゆ看護の原稿はとらばーゆ（本体）へ転載されます。その際、参画規定に合う場合はとらばーゆ（本体）での特集を設定することが可能です。
※★は、とらばーゆ（本体）の特集にも参画が可能な号です。
※各特集には特集参画規定があります。
※特集の名称・原稿の締め切り時間・曜日は変更になる場合があります。
※原稿作成に要する時間など、詳しいスケジュールは担当営業までお問い合わせください。

2023年4月～6月の特集ラインナップ
掲載開始日 締切日 掲載終了日

特集参画
終了日

関東
特集

関西
特集

東海
特集

4/6（木） 4/5（水） 4/20（木） 4/13（木）
地域医療に力を入れている
病院・クリニック

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

4/10（月） 4/7（金） 4/24（月） 4/17（月） 子育てしながら働きやすい職場
通勤便利！
車通勤・バイク通勤ＯＫの職場

通勤便利！
車通勤・バイク通勤ＯＫの職場

4/13（木） 4/12（水） 4/27（木） 4/20（木） 訪問・介護福祉施設で働こう！
専門医療に力を入れている
病院・クリニック

専門医療に力を入れている
病院・クリニック

4/17（月） 4/14（金） 5/1（月） 4/24（月）
専門医療に力を入れている
病院・クリニック

夜勤なし、残業少なめ…
プライベート充実の職場

夜勤なし、残業少なめ…
プライベート充実の職場

4/20（木） 4/19（水） 5/4（木） 4/27（木）
ブランクがあっても安心
復職看護応援

ブランクがあっても安心
復職看護応援

ブランクがあっても安心
復職看護応援

4/24（月） 4/21（金） 5/8（月） 5/1（月）
プライベートも充実！
クリニック特集

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

4/27（木）
合併号

4/26（水） 5/18（木） 5/4（木）
院長、看護部長・師長が語る
ウチの魅力

院長、看護部長・師長が語る
ウチの魅力

院長、看護部長・師長が語る
ウチの魅力

5/1（月）
合併号

4/28（金） 5/22（月） 5/8（月）
埼京線・西武池袋線・東武東上線
沿線特集

通勤便利！
車通勤・バイク通勤ＯＫの職場

通勤便利！
車通勤・バイク通勤ＯＫの職場

5/4（木） 4/28（金） 5/18（木） 5/11（木）
専門医療に力を入れている
病院・クリニック

専門医療に力を入れている
病院・クリニック

専門医療に力を入れている
病院・クリニック

5/8（月） 4/28（金） 5/22（月） 5/15（月）
復職・経験浅も安心！
サポートがある職場

訪問・介護福祉施設で働こう！ 訪問・介護福祉施設で働こう！

5/11（木） 5/10（水） 5/25（木） 5/18（木）
プライベートも充実！
クリニック特集

プライベートも充実！
クリニック特集

プライベートも充実！
クリニック特集

5/15（月） 5/12（金） 5/29（月） 5/22（月）
ブランクがあっても安心
復職看護応援

ブランクがあっても安心
復職看護応援

ブランクがあっても安心
復職看護応援

5/18（木） 5/17（水） 6/1（木） 5/25（木）
地域医療に力を入れている
病院・クリニック

夜勤なし、残業少なめ…
プライベート充実の職場

夜勤なし、残業少なめ…
プライベート充実の職場

5/22（月） 5/19（金） 6/5（月） 5/29（月） 子育てしながら働きやすい職場 子育てしながら働きやすい職場 子育てしながら働きやすい職場

5/25（木） 5/24（水） 6/8（木） 6/1（木）
プライベートも充実！
クリニック特集

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

5/29（月） 5/26（金） 6/12（月） 6/5（月）
23区外の病院・クリニックで
働こう

復職・経験浅も安心！
サポートがある職場

復職・経験浅も安心！
サポートがある職場

6/1（木） 5/31（水） 6/15（木） 6/8（木）
専門医療に力を入れている
病院・クリニック

専門医療に力を入れている
病院・クリニック

専門医療に力を入れている
病院・クリニック

6/5（月） 6/2（金） 6/19（月） 6/12（月）
復職・経験浅も安心！
サポートがある職場

院長、看護部長・師長が語る
ウチの魅力

院長、看護部長・師長が語る
ウチの魅力

6/8（木） 6/7（水） 6/22（木） 6/15（木）
地域医療に力を入れている
病院・クリニック

プライベートも充実！
クリニック特集

プライベートも充実！
クリニック特集

6/12（月） 6/9（金） 6/26（月） 6/19（月）
ブランクがあっても安心
復職看護応援

ブランクがあっても安心
復職看護応援

ブランクがあっても安心
復職看護応援

6/15（木） 6/14（水） 6/29（木） 6/22（木） 子育てしながら働きやすい職場
夜勤なし、残業少なめ…
プライベート充実の職場

夜勤なし、残業少なめ…
プライベート充実の職場

6/19（月） 6/16（金） 7/3（月） 6/26（月）
夜勤なし、残業少なめ…
プライベート充実の職場

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

地域医療に力を入れている
病院・クリニック

6/22（木） 6/21（水） 7/6（木） 6/29（木）
専門医療に力を入れている
病院・クリニック

復職・経験浅も安心！
サポートがある職場

復職・経験浅も安心！
サポートがある職場

6/26（月） 6/23（金） 7/10（月） 7/3（月）
院長、看護部長・師長が語る
ウチの魅力

プライベートも充実！
クリニック特集

プライベートも充実！
クリニック特集

6/29（木） 6/28（水） 7/13（木） 7/6（木）
地域医療に力を入れている
病院・クリニック

訪問・介護福祉施設で働こう！ 訪問・介護福祉施設で働こう！

7/3（月） 6/30（金） 7/17（月） 7/10（月）
復職・経験浅も安心！
サポートがある職場

専門医療に力を入れている
病院・クリニック

専門医療に力を入れている
病院・クリニック
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