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さらなるレベ ルア ップ を

　会員の皆様には、日頃より本会の活動等に関して深いご理解と、ご支援、ご協力をいただ
きありがとうございます。また、２月20日の「第20回研究協議会」には全国各地より、大勢
の皆様にご参加いただき開催できましたことに深く感謝申し上げます。
　本研究協議会は平成８年に第１回を開催してから、今年で20回の節目を迎えることができ
ました。今回の研究協議会では全養連のこれまでの活動報告をさせていただきました。この
研究協議会も、時代の変化とともに主題が変化してきております。その時々で、養護教諭の

課題を取り上げ、養護教諭としてどのように応えていくか、会員の先生方と真摯な態度で一緒に考えてまいりました。
この研究協議会の果たす役割の大きさを改めて確認することができました。今後はさらにこの研究協議会が全国の養護
教諭にとっての指針となり、支えとなるようにしていくことの責任の大きさを痛感しております。
　ご協力いただいております養護教諭の職務に関する調査は、隔年の実施としWeb入力ができるように改善し、効率化
を図りました。忌憚のないご意見をいただければ幸いと思います。調査結果を分析し、養護教諭のもつ課題を明確に
し、職場環境を整えるべく関係機関への要請、要望等の活動の資料として活用させていただきます。また、研究誌「瑞
星」９号も発刊いたしました。内容は全国各地の先生方の実践報告集です。地域性や校種の特性がよく出ており、素晴
らしい実践に触れることで、自校の保健活動推進の振り返りや向上のための一助になるものと確信しております。
　子どもたちの健康課題が複雑で多岐にわたっている中で、私たち養護教諭の職務への期待は大きくなるばかりです。
食物アレルギーを含む各種アレルギー疾患、インフルエンザや麻しん等の感染症、いじめや不登校といったメンタルヘ
ルヘルスに関する問題、未成年の喫煙や飲酒、薬物乱用、性に関する問題行動等々、その対応には、養護教諭を中心と
して取り組むばかりではなく、様々な関係機関との連携が必要となってきます。その際、養護教諭はコーディネーター
としての役割も果さなくてはなりません。学校保健を推進していくだけでなく外部機関との連携を図っていかなくては
なりません。そのためには、養護教諭が学校保健のリーダーとなれるような力量が必要となってきます。
　本会では、養護教諭の力量アップのための研修会を企画していくことは勿論、研修の制度化や複数配置の推進につい
ての取り組みの強化を図っていきたいと考えています。今後とも、ますますのご協力とご支援をよろしくお願いいたし
ます。
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　貴会会員の皆様には、平成３年のご発足以来、今日まで本会の事業や活動に様々なご支援、ご協力
を賜り、厚くお礼を申し上げます。
　さて、平成 27 年度は、本会の重要な事業の一つとして「児童生徒の健康診断マニュアル」の新たな
改訂がございます。この事業に関しましては、現在、貴会からも検討委員会等でのご協力をいただき
ながら、年度内の発行に向けてすすめているところでございます。
　学校の健康診断といえば、明治 11 年に実施された「活力検査」が始まりとされています。しかし、
当時はまだ学校医や養護教諭の制度は確立されておりませんでした。
　学校医は明治 27 年、当時の東京市や神戸市の学校に置かれたことに始まり、明治 31 年の「公立学

校ニ学校医ヲ置クノ件」、「学校医職務規程」の公布により制度化されました。養護教諭は、その前身である学校看護婦が明治 38
年、岐阜県で公費をもって配置されたのが始まりとされています。昭和 16 年に養護訓導として教育職員に位置付けられ、戦後は
養護教諭として現在、ご活躍されている皆様へと続いております。
　その間、「活力検査」は明治 30 年公布の「学生生徒身体検査規程」等を経て、昭和 33 年の学校保健法の施行によって健康診断と
位置付けられ、現在では世界的にも稀なスクリーニング方式の集団検診として確立するまでになっております。
　このように現在の学校健診が全国で一律に実施できているのは、これまで百年以上も学校保健にご尽力されてこられました
養護教諭の皆様方のおかげでもございます。
　しかも、近年の児童虐待や心の問題など健康課題が多岐にわたるなか、皆様方の役割はますます重要となっております。皆様
にはこれまでの保健管理や指導のほかにも、学校健診をはじめ健康相談や学校環境衛生などにおける学校でのコーディネー
ター役として学校三師や保護者、地域の関係機関等との連携強化をこれからもさらに図っていただくことを期待しております。
　日本学校保健会では健康診断のほかにも学校保健に関する様々なマニュアルやガイドライン、指導書や実践事例集などを随
時発行しております。また、各種研修会の開催や学校保健ポータルサイト、学校欠席者情報収集システムなどインターネット時
代に沿った事業も展開しております。皆様にはこのような本会の出版物や活動を学校の保健室だけでなく、貴会での研修会や研
究会等でご活用をいただき、会員の皆様方の資質向上へつなげていただければ幸甚でございます。
　末尾になりましたが、今後とも学校保健の充実に向け、皆様のさらなるご活躍と貴会のご発展を祈念いたしますとともに、こ
れからも本会の構成団体として日本学校保健会の事業・活動にご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　平成20年１月の中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安全・安心を確保する
ために学校全体としての取組を進めるための方策において」では、近年、都市化、少子高齢
化、情報化、国際化などによる社会環境や生活環境の急激な変化は、子どもの心身の健康に
も大きな影響を与えており、多様化する子どもの健康課題への対応には、学校においても、
健康に関する課題を単に個人的な課題とするのではなく、学校、家庭、地域社会が連携し
て、社会全体で子どもの健康づくりに取り組んでいくことが必要であるとされています。
　平成21年４月から施行された「学校保健安全法」では、学校保健の推進に向けて健康相談又は保健指導について地域
の医療機関その他の関係機関との連携を図ることを求めています。一方、学校保健の課題をお伺いすると学校や教育委
員会等の設置者だけで問題を解決しようとしすぎ、特に直接担当することの多い養護教諭が抱え込んでしまっているよ
うな印象を受けます。我が国は、世界でも余り類の見ない学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を学校に置く先進的な制
度があり、それら三師は、個人として専門的な指導や助言をしていただけるだけでなく、所属する組織や専門機関との
つながりからより強力な力となっていただけます。
　上記答申では、養護教諭は、学校保健活動の推進に当たって中核的な役割を果たしていると評価されており、特に学
校と医療等の専門家や専門機関との連携を推進するコーディネーターの役割を担うことを求めています。すなわち、養
護教諭も世界に余り類の見ないかけがえのない役職であり、皆さんを支える心強いサポーターが身近にたくさんいま
す。健康という視点から子どもたちの今を見守り、より良い明日を育む活動に自信をもって取り組んでいただけるよう
お願いいたします。

全国養護教諭連絡協議会に望むこと全国養護教諭連絡協議会に望むこと全国養護教諭連絡協議会に望むこと
公益財団法人日本学校保健会　会長　横　倉　義　武

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課　健康教育調査官　北　垣　邦　彦

学校保健の充実に向けて　～養護教諭への期待～
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　未曾有の被害をもたらした東日本大震災から４年が経過しました。震災直後には、全養連として各研究会の被害状況
と取組に関する調査を実施し、平成23年度基本調査結果とともに報告させていただきました。現在も、まだまだ復旧・
復興のために様々な取組が行われているところではありますが、今後の災害支援の在り方、支援システムづくり等の参
考とさせていただくため、調査の第2弾として、被災地へ支援に行った養護教諭の実態調査を各研究会にお願いしました。
ご協力いただきありがとうございました。結果がまとまりましたので概要をご報告いたします。（詳細は総会時に報告
予定です）
　支援に行った会員数（回答をいただいた人数）は、88名（13研究会）でした。支援先は宮城県が80名、岩手県が４名、
福島県が４名。派遣ルートとしては、所属の教育委員会からの要請（要請に自分の意志で参加した会員を含む）が95%
でした。支援開始時期は４月～７月が51.1%、震災直後が28.4%、夏休みが5.7%で、支援の期間は、７日以内が78.4%、次
に多かったのは３ヶ月以上で10.2%でした。支援の立場は、養護教諭としての立場で派遣されたのですが、現状から、学
校の復旧・復興の支援者の立場となっていたとの報告もありました。支援内容はグラフのとおりです。心のケアや救急
処置等幼児児童生徒への対応に加え、環境衛生管理や清掃の支援も多く見られました。その他としては、支援物資管理
や、養護教諭の専門性を生かし、診療所の受付補助や、避難者や教職員の健康観察・心のケア、感染症対策等の支援の
報告がありました。
※上記以外に、初任者研修等で

学習支援に参加した会員のみ

なさんからも回答をいただき

ました。学習支援のかたわら、

児童生徒のけがの手当てなど

養護教諭としての支援も行っ

たとの報告がありました。

「東日本大震災における養護教諭としての支援実態調査」概要報告

「瑞星第９号」発売しました！「瑞星第９号」発売しました！「瑞星第９号」発売しました！「「瑞瑞星星第９号」発売９号号」発売しま発売しましたした！！「瑞星第９号」発売しました！
実践事例集「今、養護教諭のレベルアップに必要なことは」
～平成23年度調査結果　保健室利用状況に関する調査報告書から～

キーワード：法令、計画、記録、評価、連携

【実践事例】全国の先生方より、24の実践をよせていただきました。
１　保健管理…感染症予防と対応　環境衛生管理　健康観察　連携等
２　危機管理…食物アレルギー疾病等の対応と体制　防災マニュアル等
３　健康相談…児童、生徒への支援のあり方等
４　保健室登校…チーム支援　連携　校内組織等

　事例の他に、平成24年度養護教諭の職務に関する調査結果、第16・17回研修会、　
第18・19回研究協議会、全養連の動向も掲載しています。

是非、ご購入ください　価格　１冊　1,500円
申し込み方法：全養連のHP「瑞星第９号申込書」をFAXでお送りください。
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幼児児童生徒への対応
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　子供たちの健やかな成長を支えるために、養護教諭に求められている資質・能力や役割を明確に捉
え、専門性と実践力を高めることを目指すとともに、本会のさらなる発展のための一歩として開催し
ました。

第20回研究協議会報告 平成27年2月20日（金）メルパルクホール東京

「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」
　　　　　　　　　　　　　～養護教諭の専門性の確立と発展を目指して～

　第20回の研究協議会を迎え、これまでの活動を振り返るとともに、今後の全養連の在り方について参加者と考える機
会となりました。20年の歴史の中で私たち養護教諭に対する制度がどのように変わってきたのか、また、研究誌瑞星に
込められた思い、全国の会員の皆様にご協力いただいている調査から見える子供たちの健康課題や養護教諭の問題につ
いて報告しました。全養連と全国の養護教諭の資質向上に向けたさらなる取り組みへと発展していくことが確認できま
した。

　アップテンポな語りと、笑いが出る映像を巧みに駆使しての講演は、救急医療という現場の第
一線で活躍されているという緊張感を感じさせませんでした。しかし、救急処置のツボはしっか
り押さえてのお話に、会場の参加者は引き込まれていました。また、育児は仕事より大変なこと
で、協力するものではなく、主体的にするものだと話されたことは我々女性にとっては、大きな
励みになりました。
　日々の保健室での対応も、総合診療と相通じるものがあり、改めてその重要性を確認すること
ができました。

福井大学医学部附属病院　総合診療部　教授　林　　寛之氏

知っておきたい救急の常識・非常識特別講演

全国養護教諭連絡協議会活動報告活動報告

主題

●活動報告とこれから　　副 会 長　加藤美智子
●研究誌「瑞星」から　　常務理事　池田みすヾ
●調査研究データから　　常務理事　村井　伸子

＜参加者の感想から＞
・知っている内容も根拠や理由、考え方も含めて話が聞けたので大変わかりやすく納得でき理解できました。
・テンポの良い講演で、2時間引き込まれて話を聞くことができました。子どもたちの命に直面している養護教諭と
いう仕事にさらに前向きに取り組もうと思いました。

＜参加者の感想から＞
・歴史、積み上げ、つなげてきたことの重さを痛感しました。職務についても時代の流れに合わせて見直し、学ぶ
意欲を保ちつつ、個として、組織としてもレベルアップしていけるように努めていきたいとあらためて思いまし
た。

・今日までの全養連の経緯について知る貴重な機会でした。現在の養護教諭の地位や職務が確立されたのは先輩が
たの尽力が大きかったこともあらためて感じました。
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　本年度、北海道・東北ブロックと中部ブロックの２人の
理事が交代となりました。よろしくお願いします。

※平成26年度「養護教諭の職務に関する調査」へのご協力ありが
とうございました。

新理事の紹介

・委員長　　藤本美砂子　　山口県立宇部商業高等学校
・委員　　　齋藤　寛子　　秋田市立飯島南小学校
　　　　　　星埜　京子　　葛飾区立南綾瀬小学校
　　　　　　池ノ本尚子　　和歌山市立新南小学校
　　　　　　池本　恵美　　新潟県立新潟南高等学校

平成25, 26年度調査研究委員紹介

【北海道・東北ブロック】
仙台市立上野山小学校
佐藤　逸子

【中部ブロック】
静岡県立駿河総合高等学校
青嶋　晴美

＜参加者の感想から＞
・保健室経営計画の立て方や在り方について、自分なりに理解できたと思います。具体的な方策を考える中で、課
題から目指したい姿をイメージしていきたいと思いました。

・冊子を見ながらの講義で非常に分かりやすかったです。法的根拠と職務のつながりを意識した経営が重要である
と再認識しました。

・一人職のため、どうしてもひとりよがりになりがちだが、組織の中でより良い学校づくりに関係していることを
改めて感じました。

・岩崎先生と直接質疑応答ができ、とても良い機会でした。

　サブタイトル「養護教諭の職務と課題解決のための保健室経営」の講義をいた
だきました。課題解決型の保健室経営計画の作成についての、演習を交えての講
義は、実際に作成する際のポイン
トを示されました。
　会場の参加者からはいくつもの
質問が出され、有意義な時間とな
りました。

組織的に機能する保健室経営の進め方講　　義

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課　健康教育企画室

健康教育調査官　　　岩崎　信子先生
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◆鳥取県学校保健会養護教諭部会

　昭和22年度、「養護教員会」の名称で発足し、平成16年度、「養護教諭部会」に改め、現
在、小・中・高・特別支援学校・高専・短大の養護教諭、養護助教諭の255名で構成していま
す。年３回、役員研修会を開催して事業推進のための審議と研修を行い、その内容を議事録に
まとめて全会員へメール配信するとともに、全10地区においても同様の研修が展開できるよう、
各地区の役員を核にした運営をめざしています。
　平成20年度、本県で開催した全国養護教諭研究大会直後に、全会員を対象に実施したアン
ケート調査の結果、「研究の視点をもって実践をまとめる力をつけることが本県養護教諭の課
題」として明確化され、平成21年度から、各自の実践をレポートにまとめ、自主研究として研究
集録に掲載する取り組みを始めました。この研究に関しては、スーパーバイザーとして元全国養
護教諭連絡協議会会長、安藤節子先生に多大なご尽力をいただき、養護教諭の役割を再認識
し、専門的力量を高める自主的な取り組みへとつながっています。
　また、毎年秋に開催する研修会は、学校保健・健康教育に関しての職務の充実と向上をねらいとして、午前中は全体会、午後
は、隔年ごとに「分科会」と「シンポジウム」を実施しています。平成21年度にスタートした分科会は、３地区が運営を担当し、連
携を密にしながら企画力・調整力・実践力を高め、日ごろの研究成果を県内に発信する貴重な機会となっています。平成25年度
は、「記録の活用：子どもを元気にするために～生活行動や生活習慣の改善につなげる実践～」、「どうしていますか？健康相
談、つなげていますか？保健指導」、「不登校の早期発見システムとアセスメントについて」の３分科会のもと、会員同士が切磋
琢磨する姿が多くみられました。本年度の研修会は、鳥取県教育委員会事務局指導主事の講義と、静岡大学小林朋子准教授
による「災害時の養護教諭の動きとこころのケアに関する理論」の講演をいただきました。シンポジウムは、３名が保健室経営の
重点課題を実践、研究した内容を発表し、協議の柱に沿った意見交換を行いました。今回は、平成24年度から研修を継続して
いる保健室経営計画に関する「周知」「連携」「評価」について協議し、保健室経営計画を核としたセンター的役割を担う保健
室経営について研修を深めました。また、研修会場内に企画・展示として、担当３地区による「保健室経営計画に基づく実践・
評価」に関する掲示を行い、会員の有意義な研修の場となりました。
　今後も「つながる」「広がる」「深まる」をキーワードに、今までの活動の流れをしっかりと受け止め、新たな研修の輪を県内に
広め、互いに高め、深め合い、健康教育実践者としての養護教諭の資質向上の一翼を担い活動していきたいと思います。

　（文責：鳥取県学校保健会養護教諭部会　部会長　中尾　晴美）

◆群馬県養護教諭会
　本会の歴史は、昭和18年に「群馬県学校看護婦会」を「群馬県護童会」に改名し、第
１回総会を開催したのが始まりです。昭和27年には「群馬県養護教員会」と改め、平成
６年には「群馬県養護教諭会」とし、今年度で70回を迎えました。現在14の支部、634
名の会員で構成されています。
　「研修等を行い、会員相互の資質の向上を図り、学校保健を充実させる」ことを目的
に、平成26年度は、研究主題「生きる力をはぐくむ健康教育の推進」を掲げ、各支部が
研究に取り組みました。
①　養護教諭会の組織運営
　本会は、本部役員６名、監査２名、各支部代表理事14名、顧問３名で運営していま
す。年４回の理事研修会を核に、会誌編集、研修会検討、役員選考（隔年）等の各委員
会を計画的に実施しています。
②　研修会の充実
　会員の資質の向上に向け、研究発表・研究協議、講演会等の研修を実施しています。研究発表・研究協議では、「部会別研
修」として、小学校・中学校・高等学校、特別支援学校の４つに分かれ、各支部の研究発表と健康教育実践校の研究発表を隔
年で実施しています。講演会では、毎年様 な々分野の講師を招いて研修をしています。今年度は、千葉大学医学部附属病院総合
診療部医師の大平善之先生を迎え、「保健室での対応のコツ～問診を中心に～」と題し、ご講演をいただきました。
③　会誌の発行
　養護教諭会や各支部の１年間の研究成果をまとめ、会誌として毎年１回発行しています。会誌発刊のきっかけは、昭和30年に
第６回関東ブロック養護教員研究集会が本県で開催されたことを記念し、創刊号として第１号を発刊したことでした。以来、今
年で第59号の刊行ができました。会誌の表紙には「ひまわり」の絵が飾られています。「私たち養護教諭が、子どもたちにとって
太陽のように暖かい人でありたいと願う気持ち…、太陽に向かってまわっている－ひまわり－敬慕の花言葉にみられるように謙虚
でありたい」という願いを込めて、第１号発刊に際して先輩諸姉が「ひまわり」を表紙にしたものとうかがっています。その心情を
受け継ぎ、諸先輩の築かれた足跡を忘れず、研修会の充実を通して会員の資質向上を図り、次世代へと続く養護教諭会を目指し
てまいります。

（文責：群馬県養護教諭会　会長　小澤　肇恵）                   

研究会交流コーナー

オリジナル
キャラクタ－
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◆千葉県養護教諭会

　私たち千葉県養護教諭会は、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の養護教諭が、公私立の別なく会員となっている研
究団体です。現在、会員が約1,650名おり、平成29年には70周年を迎えます。これまでの諸先輩方が築いてきたものを大切に受け
継ぎつつ、その時々の課題に即した対応を取りながら、今に至っております。
　本会では、６月の「総会・研修会」、１月の「研究発表会」の２大行事のほか、夏季休業中には千葉大学教授を講師とする「研
究基礎講座」、県内外から講師を招いての「緊急支援に関する研修会」の希望研修会を開催しています。「研究発表会」では、
小学校から高等学校まで各校種の研究を発表し合うことで、異校種間における相互理解が深まっていると思います。例えば、特
別支援学校の保健行事への取組に関する研究発表があった時に、とても勉強になった、自分の学校にもこの方法を取り入れた
い、という小中学校の養護教諭からの感想が多かったのも一つの現れです。また、「緊急支援に関する研修会」においては、医
療、応急処置、発達障害、教育相談、クレーム対応、災害対策等、学校現場においてすぐに活かせる支援や対応についての内容
を取り上げ、毎年半数近い会員の参加があります。
　これら本会の活動やその他の各種研修案内・研修報告・調査研究結果等については本会ＨＰに掲載しておりますが、ＨＰ運
営については、会員相互の情報交換や共通資料の活用のためのひとつのツールとなるよう、ＨＰ編集委員が創意工夫をこらしな
がら頑張っているところです。
　さて、もうひとつ創意工夫をこらしたものを紹介いたします。本会調査研究委員会が作成しました「養護教諭のための対応マ
ニュアル～学校で予防すべき感染症～」です。これは、平成21年度に新型インフルエンザが発生した際、各学校ではどのような
対応を行ったのか、どんなことに苦労したのか、何が功を奏したのかを全県下の学校に調査をかけ、そこから見えた感染症対応
について、必要と思われる資料やすぐに使える資料等を写真も入れながら疾病ごとにまとめたものです。迅速さが必要となるの
が感染症対応ですので、マニュアルにはデータ化したＣＤも付け、平成25年１月に本会会員に販売配付をしました。インフルエン
ザや感染性胃腸炎についての活用頻度が高く、中でも保護者や職員への配付資料のページや疾病説明のページ等がよく活用さ
れているというのが、現在の会員の使用状況です。全養連の第19回研究協議会で展示をさせて頂きましたが、大変好評で問い
合わせもあったことから、急きょ増刷に踏み切り、平成26年度に千葉県で開催された関東甲信越静学校
保健研究大会や全養連第20回研究協議会で販売をさせて頂きました。その際に御購入下さいました皆
様、本当にありがとうございました。ご活用いただいていますでしょうか。
　研修を積み、研究活動を重ねながら、多くの共有財産を作り少しずつ力量を高めてきましたが、私たち
の活動は時代の変化に応じて改善し続けなくてはいけないものでもあります。
　今、本会の70周年記念行事の計画を進めているところですが、長年の足跡を見つめ直していく中で、改
めてこれからの学校に必要なもの、これからの養護教諭に求められるものが見えてくるのではないかと
思っています。
　またいつか皆様に紹介できるものを、ひとつでもふたつでも形にできるよう、私たちの研究はこれから
も続いていきます。

（文責：千葉県養護教諭会　会長　深山　結花）

◆神奈川県学校保健連合会養護教諭部会
　本会は、昭和39年３月29日に連合組織として設立された「神奈川県学校保健連
合会」に構成され、昭和39年４月１日に設立されました。会員相互の連携及び県
内22地区との情報交換をはかり、学校保健の資質向上に寄与することを目的とし
ています。政令指定都市３市（横浜市、川崎市、相模原市）を含めた神奈川県内
の県立及び市町村立小・中・高・特別支援学校の養護教諭1,649名で構成されてお
り、役員及び各地区からの幹事計32名で会を運営しています。また、各地区研究
会は、独立して研究・研修を重ねています。
　本会の主な事業は、次の通りです。
　①　年７回幹事会開催、及び神奈川県学校保健連合会が行う事業への協力をし

ています。
　②　年に二回研修会を開催しています。26年度は10月に順天堂大学教授　島内憲夫先生を講師とし「健康な学校づく

り」と題しご講演、また、3月に東京大学大学院教授　本田由紀先生を講師とし、「日本社会の変容と若者の現
状」と題しご講演をいただきました。

　③　各地区の研究・研修内容を収録した部会誌「いず美」を発行しています。会員相互が情報を共有し、養護教諭の
資質向上につなげています。

　④　各地区が研究・研修を重ねた成果として、毎年順番に、「研究誌」の発行、神奈川県学校保健学会での研究発表
を行っています。

　全会員が一堂に会すことはありませんが、幹事会等を通し、学校保健を推進していくうえでの課題についての協議、
児童生徒を取り巻く様々な健康課題等の情報交換、解決に向けての話し合い等を行っています。今後も会員相互の連携
と、養護教諭の執務に関する研究の推進、学校保健に関する調査・研究を重ね、養護教諭の資質向上を目指していきた
いと思います。

（文責：神奈川県学校保健連合会養護教諭部会　部会長　奥山　郁子）

（写真は10月研修会講師島内先生を囲んで）
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速報! 全国養護教諭連絡協議会主催 2015/７/30木・31金・8/1土
ヒューリックカンファレンス（浅草橋駅前）会場

135名（定員になり次第締め切り）募集
定員

募集期間(６月22日～７月10日）に
ホームページの申込書にてお申し込み
ください。

申込
方法

３日参加15,000円
２日参加11,000円
１日参加 6,000円

参加費

内容

今、学びたい！　今、聞きたい！
先生方の要望にお応えし、すぐに役立つ内容を
今回は、　　　　　で用意しました。
ぜひ、夏の研修計画に入れてください！

１日目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「研究、はじめの一歩」　～研究とは、研究テーマとは～
 千葉大学教育学部　　教授　野村　純先生
「目の健康について」　～色覚、カラーコンタクトレンズを含む～
 日本眼科医会常務理事　宇津見　義一先生
２日目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「もう迷わない。　現場に基づいた養護臨床診断。このサインは見落とすな！」
 花見川中央クリニック院長　北垣　　毅先生
「学校の中の性同一性障害の子ども」
 岡山大学大学院　教授　中塚　幹也先生
３日目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「組織的に機能する保健室経営の進め方」～保健室経営計画の作成と評価～
 名古屋学芸大学大学院　　教授　釆女智津江先生

〒111-0053　東京都台東区浅草橋1-22-16　TEL：03-5822-5971　FAX：03-5822-5972

駅近会場


