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新型コロナウイルス感染症感染拡大防止をしながら、日常生活や経済社会活動を継続できるよう行動制限の緩和の取
組を進めていくという方針が決定され、様々な学校行事等が再開しています。加えて熱中症対策や心の健康課題への対応、
救急処置など、直面する課題は多種多様です。同じ職場の教職員、地域の養護教諭仲間との繋がりなど、チームで取組む
ことの大切さを改めて実感されている方もいらっしゃることと存じます。
第 25 回研修会はＷＥＢ配信が終わりました。収録当日参加していただいた各研究会代表の皆様を含め、ご参加いただ
いた皆様、ありがとうございました。講師御自身の研究や実践を養護教諭に伝えたい、そしてより良い子供の育ちを一緒に育
んでいきたいという思いを受け取ることができた研修会でした。2 年に 1 度発刊する研究誌「瑞星第 13 号」も今冬発刊いたし
ます。仲間のお力を集結し、子供たちの命と健康を守り育てる養護教諭の研修・研究活動をより一層充実させてまいりたいと
思います。

調査研究委員会
今夏、実施しました「養護教諭の職務に関する
調査」は、本会として初めて、学校に勤務される
全会員にご協力いただきました。ありがとうござ
いました。
調査研究委員会では、集計結果を基に養護教諭
の勤務や日々の職務の課題を明確にするために、
分析と検討を始めています。
結果は、報告書として編集して各研究会にお渡
しするとともに、「ダイジェスト版」として会報
に掲載していきます。

瑞星編集委員会
瑞星第 13 号の編集作業も
12 月発刊に向け、最終段階
です。全国の研究会にも発
刊と、販売予約のお知らせ
をさせていただきました。
これからの職務に活かせ
る視点が満載の瑞星第 13 号
を、是非ご購入ください。
（10 冊以上購入の場合、送料
は本会負担でお得です。）
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日本学校保健会「第 1 回成長曲線普及推進委員会」
文部科学省「文部科学部会ヒアリング」
日本学校保健会「アレルギー疾患に関する調査委員会」
日本学校保健会「薬品管理マニュアル改訂委員会」
文部科学省「養護教諭及び栄養教諭の資質能力の向上に関する調査研究協力者会
議」
（第４回）
文部科学省 学制百五十年記念式典
日本臨床矯正歯科医会 「ブレーススマイルコンテスト」審査会
日本学校保健会 会報「学校保健」編集委員会
文部科学省 令和５年度概算要求に係る説明会 ＷＥＢ会議
日本学校保健会 「第２回成長曲線普及推進委員会」
日本学校歯科医会 令和４年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクー
ル審査会
日本学校歯科医会 「第２回口腔機能発達不全関する調査研究委員会」
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第 28 回研究協議会のお知らせ
「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」
～ 新しい時代の保健室経営のあり方とは ～
日
時
令和５年２月１７日（金）10：00～16：30（受付９：30～）
実施方法及び参加定員 ハイブリッド開催 会場（200 人）とオンデマンド動画配信（制限なし）
会
場
浅草橋ヒューリックホール
（〒111-0053 東京都台東区浅草橋 1 丁目 22－16 電話 03－5822-5971）
内
容
特別講演
講師 兵庫県立大学 准教授 竹内 和雄 氏
基調講演
講師 文部科学省初等中等教育局 健康教育・食育課 健康教育調査官 松﨑 美枝 氏
フォーラム 「連携・協働を深化させた新しい時代の保健室経営のあり方を通して」
コーディネーター びわこ学院大学
教
授
岩崎 信子 氏
シンポジスト
横浜市立上菅田笹の丘小学校
副校長
徳永 久美子 先生
岡山県津山市立津山東中学校
養護教諭
石原 亜純
先生
群馬県立下仁田高等学校
養護教諭
中嶋 由佳里 先生
埼玉県立越谷西特別支援学校
養護教諭
渡邊 登志子 先生
参加費
本会会員 5000 円
／ 本会の会員でない方 5500 円（学生 1000 円）
参加申込
申込期間 令和 4 年 11 月 22 日（火）10：00～令和 5 年 1 月 13 日（金）17：00 まで
申込方法
全国養護教諭連絡協議会ホームページ内の「第 28 回研究協議会申込フォーム」から
お申し込みください。お申し込み時に会場参加・動画配信のどちらかを選択
してください。
※ＱＲコードからアクセスできます。
※問い合わせ先
全国養護教諭連絡協議会 事務局
〒105-0011 東京都港区芝公園 2－6－8 日本女子会館４Ｆ
TELO3－3433－5767
FAX03－3433－5768
E-MAIL z-yougo@orion.ocn.ne.jp
ＨＰ
http://www.yougo.jp
動画配信期間
令和５年３月７日（火）～令和５年４月９日（日）分割視聴が可能です。
ただし、それぞれの視聴は配信期間中１回のみとなります。

役員会報告
役員会

日

時

実 施 方 法

第２回

８月 20 日(土）

事務所

第３回

９月 17 日(土）

事務所

第４回

10 月 15 日（土）

事務所

主 な 内 容
（１）第 24 回研修会の反省
（２）第 25 回研修会
（３）第 28 回研究協議会
（４）30 周年記念事業
（５）調査研究
（１）第 28 回研究協議会
全般・フォーラム・予算案
（２）理事会
（３）第 24 回研修会 WEB アンケート報告
（４）第 25 回研修会
（５）３０周年記念誌
（１）第 28 回研究協議会
各係から・フォーラム
（２）第 25 回研修会
（３）30 周年記念誌
（４）調査研究

