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会員の皆様と共に
全国養護教諭連絡協議会
副会長

湯田

厚子

会員の皆様には、日頃から本会の活動への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24日に開催しました第22回研究協議会には、
全国各地より大勢の皆様にご参加を頂き、盛会裏に終わることができましたことに
心より感謝申し上げます。
今回は、児童生徒の健康保持増進のために保健管理の中で中核的に実施されている健康
診断の意義と役割について、あらためて理解を深めることができた協議会となりました。
さて、文部科学省が次期学習指導要領改訂に伴い中央教育審議会教育課程部会で検討した審議結果をまと
め、各関係団体からのヒヤリングを行った際に、本会としては児童生徒の健康課題が深刻多様化する中で、
養護教諭による健康教育の重要性やそのための研修の充実、定数増等についての意見や要望を述べました。
本会は、文部科学省をはじめ厚生労働省や検察庁、日本学校保健会、日本学校歯科医会、養成関係大学等、
多数の専門機関や団体等とも連携を図りながら活動を進めております。私もいくつかの会議に参加させてい
ただいておりますが、学校現場だけでなく、行政や専門家間で養護教諭の職務への期待や理解がさらに深
まってきており、養護教諭の意見や考えが多くの場で求められてきていることを実感しております。そのよ
うな中で、本会の調査研究活動のまとめとなる「基本調査」や「養護教諭の職務に関する調査」結果を根拠
に、現場の意見を発信する機会も増えてきています。
今年度は、「平成28年度養護教諭の職務に関する調査」を各研究会にお願いをしました。今後、調査研究
委員会で結果を分析し課題を明確にして、報告書としてまとめ皆様にお知らせしていくとともに、これから
も関係省庁や関連団体と連携するための資料とさせていただきます。お忙しい中、調査にご協力いただきま
してありがとうございました。
また、研究誌「瑞星」も会員の皆様に支えられ記念すべき10号を発刊することができました。全国各地の
会員の皆様の実践報告が収められております。素晴らしい実践に触れることで、自校の保健活動の振返りや
今後の取組みの一助になるものと確信しております。
本会では、これからも養護教諭の資質向上、職の充実・発展のための取組みを積極的に進めていきたいと
考えております。今後とも、各研究会・会員の皆様のご支援とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

祝

平成28年度 全国学校保健・安全研究大会 表彰式
（平成28年10月27日 於：北海道札幌市）

文部科学大臣表彰
佐藤阿貴子先生（秋田県）
丁子智惠子先生（石川県）
松崎 典子先生（滋賀県）
藤本 悦子先生（徳島県）

青木 美子先生（埼玉県）
岩佐 恭子先生（岐阜県）
西尾美由紀先生（鳥取県）
柳谷 貴子先生（香川県）

木嶋 晴代先生（千葉県）
平山美奈子先生（静岡県）
川島 京子先生（岡山県）
坂井 規子先生（佐賀県）

受賞おめでとうございます
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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
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

小

出

彰

宏

全国養護教諭連絡協議会の皆様におかれましては、日頃から児童生徒の健康の保持増進
と学校保健活動の充実・発展に多大なご尽力をいただいておりますこと、心からお礼申し上げ
ます。
学校保健安全法は、学校における児童生徒等及び職員の健康の保持増進を図るために学
校における保健管理に関して必要な事項を定めたものであり、学校環境衛生基準に基づく学
校の適切な環境の維持、健康診断及び感染症の予防等について規定しています。健康診断で
は規定された検査項目がすべて実施されていますが、学校環境衛生検査は完全実施されて
いないのが現状です。日本薬剤師会が実施した平成26年度全国学校保健調査によると、換気
（二酸化炭素）、温度、相対湿度の測定を行わなかった学校の割合（全国平均）は、それぞれ27.4%、29.8%、45.7%であり、
その他の専門の測定機器が必要となる検査項目の実施率はもっと悪い結果でした。平成27年度の調査では検査を行わな
かった理由を質問しており、検査を計画していなかった、測定機器が整備されていなかったという理由が多くみられまし
た。適切な環境衛生が維持されているかどうかは目で見えないため、測定機器を用いて可視化・数値化して状況を把握す
る必要があります。環境衛生検査を実施しないということは、環境衛生が適切かどうかは児童生徒の健康状態で判断す
ればいいと考えていることに他なりません。学校保健安全法第５条で、学校においては環境衛生検査に関する事項につい
て学校保健計画で計画することになっています。養護教諭には、計画策定の際に、保健主事とともに検査項目が充足して
いるか、また検査を実施しない項目についてはその理由を確認していただきますようお願いします。また、測定機器の不足
で検査ができない場合は、その旨を校長に連絡し、自校で対応するのか、学校の設置者に対応してもらうのかを判断して
もらうことが大切です。
文部科学省では、現在、学校環境衛生基準の一部改訂を行う検討会を実施し、本年４月１日から施行すべく準備をし
ています。環境衛生検査の完全実施に向け、ご協力いただきますようよろしくお願いします。

全国高等学校長協会

会長

宮

本

久

也

全国養護教諭連絡協議会の皆様方には、長年にわたり全国養護教諭の研究組織として、
研究協議会・研修会の実施、研究誌や会報の発行など、児童生徒の今日的な健康課題を解
決すべく、真摯に研究を積み重ねられ、学校教育に多大な貢献をされてきたことに心から敬意
を表します。
近年の経済をはじめあらゆる分野でのグローバル化や携帯電話やスマートフォンの普及を
はじめとする情報化の進展等により、家庭をはじめ社会や地域など子供たちを取り巻く環境
も急激に変化してきました。それに伴って従前からある健康課題に加え、ストレスによる心身
の不調等メンタルヘルスに関する問題や食物アレルギー等のアレルギー疾患、薬物乱用等新
たな健康課題も増加してきています。
これらの課題は、いずれも複合的な要因が背景にあり、学校のみの力で解決することのできない、非常に複雑で難しい
ものが多くなっています。これらの課題の解決にあたっては、教職員の共通理解を図り、校内体制を整備・充実させること
はもとより、家庭や地域、スクールカウンセラーや医師などの専門家、教育委員会や保健所、児童相談所等の外部専門機
関との連携が不可欠であり、それらの活動のまさに中核となる養護教諭の皆様の果たす役割がますます重要なものとなっ
ています。
昨年12月末に、中央教育審議会から次期学習指導要領についての答申が出されました。答申は、2030年の社会と、さら
にその先の豊かな未来において、一人一人の子供たちが、様々な社会的変化を乗り越え、よりよい人生とよりよい社会を築
いていくための具体的な方策を示しています。そしてその基盤となるものが子供たちの心身の健康であることは言うまでも
ありません。
学校教育を取り巻く状況は大変難しいものがありますが、次代を担う子供たちが心身ともに健康で変化の激しい時代の
中をたくましく生きていく力を育むために、養護教諭の皆様に対する期待は大変大きいものがあります。全国高等学校長
協会としても、貴会との連携を一層図り課題解決に取り組んでまいります。
結びに、全国養護教諭連絡協議会の益々の発展と会員の皆様の更なるご活躍をお祈り申し上げます。
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平成26年度養護教諭の職務に関する調査ダイジェスト報告 NO.4
今回は第４弾として、養護教諭が関わった虐待事例について報告します。
児童虐待は、社会的に大きな課題となっています。養護教諭は、特に保健室において子供の訴えにしっかりと耳を傾
け、子供が発するサインを見逃さないようにするとともに、情報を総合的に評価して関係者と連携を取り、「虐待の疑
い」の早期発見に努めることが重要な役割となっています。
１ 養護教諭が関わった虐待事例の種類について
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２ 虐待の事例に関わったきっかけについて
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養護教諭が関わった虐待事例の種類としては、小学校・特別支援学校
では身体的虐待、中学校ではネグレクト、高等学校では心理的虐待が多
いという結果になりました。性的虐待への関わりは全体的に少ないが、
高等学校において他の校種よりも多かったです。
養護教諭が虐待に関わったきっかけとしては、中学校と高等学校が
「本人の訴え」によるものが多く、小学校と特別支援学校では、「教職
員からの相談」によるものが多かったです。
「保健室来室時の問診」がきっかけとなったのは、小・中・高等学校で
約50％を示し、「身体や行動の観察」がきっかけとなったのは、幼稚
園・小学校・特別支援学校で50％を超えました。

よろしくお願いいたします。
新理事の紹介

新調査研究委員の紹介

近畿ブロック
吉川 りか 先生

中部ブロック
土本 倫代 先生

（京都市立柏野小学校） （岐阜県立中津高等学校）
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開催日 平成29年２月24日
（金）
会 場 メルパルクホール

前日の雨も上がり、春めいた日差しの中、文部
科学省初等中等教育局健康教育・食育課課長和田
勝行氏はじめ多数のご来賓をお迎えし、盛大に研
究協議会が開催されました。参加された先生方の
感想に、「遠くから参加していますが、とても充
実していたので、参加した甲斐がありました。」
「１日こんなにたくさんのお話を聞ける機会もな
いので、すごく充実した１日になりました。また
参加させていただきたいと思います。」などがあ
りました。参加した皆様とともに、貴重な時間を
共有できたと思います。

◎ 主

題

「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する
―子供たちの未来を支える健康診断の在り方とは―」
子供たちの健康課題を解決するために、保健管理の中核である健康診断を
最大限に活用し、保健教育や健康相談、組織活動等に発展させた実践から、
健康診断の意義と役割についてあらためて理解を深めることを目的とし開催
しました。

◎ 特別講演

「今を生きる

−心と技で命をつなぐために−」

順天堂大学医学部附属順天堂医院院長

心臓血管外科教授

参加者の感想

・今日の講演を楽しみにしてきました。天野先生
の患者を思う気持ち、医師としての信念は、養
護教諭としても感じる思いは同じであると思い
ました。子供たちと向き合う気持ちを、自分と
して再確認させていただきました。
・自分の仕事に対して真摯な向き合い方、ブレな
い気持ちの強さ、とても素晴らしく自分を振り
返り反省させられました。苦労と握手するまで
にはいけないけれど、タッチすることはできる
よう取り組んでいきたいと思いました。
・感銘を受けました。仕事・人に対して誠実で自
分自身を磨き続けようとする姿勢に見事さを感
じました。
・預かった命は必ず助けるという信念。世のため
人のためというキーワード。チーム力等、プロ
フェッショナルの話はとてもよかったです。
・天野先生のすばらしいお話を直接伺う事ができ
て大変嬉しかったです。先生がおっしゃった「手
の届く目標を立て、一つ一つをクリアしていく事」

天 野

篤

氏

を目 指し た い
と思いました。
公 平に 対 応 す
る 事 も 大 切に
し ていくよう
に、少しでも先
生 に 近 づ いて
い き た いと 思
います。
・世界のトップになられても、ご自身の仕事に厳
しく向き合われているからこそ、常にたくさん
の人を救っていらっしゃるのだと思った。自分
に厳しい方は、周りに優しいと思いました。
・何よりも患者さんのことを大切に思う姿勢がと
ても伝わってきました。天野先生の講演をお聞
し、自分の技術をフルに活用し子供たちのこと
を第一に考え、行動できる養護教諭になりたい
と思いました。
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◎ 基調講演

「健康教育の推進と養護教諭の役割
−子供の現代的な健康課題の解決に向けて−」
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

岩

参加者の感想

・岩崎先生の話は、いつも初心に戻り、やる気が
出てきます。
・大切なことが詰まっていて、みんながきちんと
聞くべき話が多くありました。県単位で学習で
きるとよいと思いました。
・パワフルで大切なことをキッチリ説明していた
だき、忘れていた事、早速確認したい事など聞
いていていつも身が引き締まります。
・毎年思いますが、今、何が話題になっていて、何を
大切にしていかなければならないかが、よく理解で

崎

信

子

氏

きます。 チーム
学校
がん教
育 LGBT 法
律や施行規則を
読み直してみたいと思います。
・養護教諭の歴史、健康診断等のことがまとめら
れていて、情報を整理することができました。
また文部科学省から出されている資料をチェッ
クすることができました。

◎ フォーラム

「子供たちの未来を支える健康診断を目指して」
コーディネーター
東京大学名誉教授

衞

藤

隆

氏

シンポジスト
愛知県安城市立安城北部小学校
富山県滑川市立滑川中学校
栃木県立馬頭高等学校
広島市立広島特別支援学校

養護教諭
養護教諭
養護教諭
保健主事（教諭）
養護教諭

井
山
渡
中
木

参加者の感想

・運動器検診が新しく入った年のフォーラムの内
容だったので勉強になりました。
・健康診断の一部改正に伴って、もう一度考え直
す機会となった。誰のための検診なのかを考え
なければならない。子供たちのためになる健康
診断でありたい。
・校種別に健 康診断の在り方を知ることができ
た。子供が主役となる教育としての健康診断の
実施に努めたい。
・今年の運動器検診で様々な問題が挙げられまし

上
田
部
岡
村

優 子
智 世
るみ子
美 穂
真規子

先生
先生
先生
先生
先生

た。事前指導、検査の工夫、振り返り、来年に向
けての課題把握…やるべきことがたくさんあった
事に気づかされました。４名の方のすべての発表
がすばらしく、私も頑張らなくては！という気持
ちになりました。ありがとうございました。
・映像の多い発表で、大変説得力がありました。
各々の先生の工夫に独創性があり、同じテーマ
でありながら様々な取り組みに感心しました。勉
強になりました。

「瑞星10号」に一部誤りがありました。
＜訂正箇所＞
P12 目次 保健管理５
P30 事例名

サブタイトルの削除
自己肯定感を高める生徒の育成を目指した校内の連携
〜連携を生かした個別肥満指導の実践〜（削除）
P131 P151 日程表の左 （誤）閉講式 （正）開講式
P182 第６号の部分
（誤）H19年保体審答申 （正）H20年中教審答申
会員の皆様、関係の皆様にご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
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研究会交流コーナー
◆栃木県養護教育研究会
本会は、昭和24年５月に「栃木県養護教諭部会」の名称で
県内の小学校・中学校・高等学校の養護教諭28名の会員で発
足し、その後、昭和29年に現在の「栃木県養護教育研究会」
と名称を改め、会員数約690名となるまで大きく成長しまし
た。現在は、「会員の資質向上と学校保健の研究並びに普
及、発展を図る」ことを目的として、本部役員15名が中心とな
り、県内10地区の委員30名と協力して各種活動を展開してい
ます。
本会の主な事業は次のとおりです。
①研修会の開催
全会員対象の研修会を春と秋の年に２回、夏休みには、
会員の内、希望者対象にした研修会を１回開催しています。
春と秋の研修会は、
「会員のニーズに応えた講演と子供た
ちの健康課題解決に向けた研究発表などの内容で開催し
ています。今年度は「養護教諭のヒヤリ・ハット」をテーマに
開催しました。夏休みの研修会は、現場ですぐ生かせる知
識や技能を学び、レベルアップを目指す内容で開催してい
ます。今年度は宇都宮大学教育学部講師 久保元芳先生、
虎ノ門カイロプラクティック院長・早稲田大学講師 碓田拓
磨先生のお二人にご講演をいただきました。参加した会員
からは、実践的な内容で参加して良かったと好評でした。
②会誌・会報の発行
本会の調査研究委員会や各地区の研究会の成果及び研

修内容を会誌「しろ
たえ」に掲載し、毎年
４月に発 行していま
す。会員の共通理 解
や個々の資質向上に
役立っています。会報
「かがやき」は年に２回発行し、会員の情報交換や活動報
告などを掲載しています。
③ホームページの運営と管理
平成23年にホームページを開設しました。研修案内や研
修報告、地区の活動紹介を掲載し、会員の情報共有に役
立っています。さらに、保健室の執務に活用できる共通資料
等、有用な情報提供ができるように取り組んでいきたいと
思います。
私たち栃木県養護教育研究会は、これからも養護教諭の資
質向上と学校保健の発展に貢献するため活動内容の拡充と
深化に努めていきます。そして、養護教諭の職務において不易
の部分「変わらないもの」を大切にしながら、時代のニーズに
も柔軟に対応できる研究会として活動していきたいと思いま
す。
（文責 栃木県養護教育研究会 事務局長 粂川浩子）

◆奈良県学校保健会養護教員部会
本会は、昭和29年に奈良県学校保健会の一部会として組織
されました。現在総会員数は405名で、幼稚園・小学校・中学校
の養護教員が所属する奈良県養護教育研究会と、高等学校・
特別支援学校の養護教員が所属する奈良県高等学校等養護
教育研究会の２団体で構成されています。
○奈良県養護教育研究会（幼・小・中）
役員12名と県内18ブロックを代表する評議員が中心となり会
を運営しています。毎年度６月・２月には会全体で研修会を開
催し、会員の研究発表や、講師を招聘し救急処置、性教育、保
健指導、教育相談などさまざまな分野の講演会・研究協議等
を行っています。今年度６月の研修会には山陽学園大学総合人
間学部教授 近藤 卓先生をお招きし、子どもの自尊感情に
ついてご講演いただきました。また、毎年会員の実践・研修報
告等を掲載した研究冊子「こじか」を編集・発行し、会員の資
質向上の一助としています。会発足時より毎年発行を続けてき
たこの「こじか」も、今年
度で第63号目となりまし
た。諸先輩方が積み重ね
てこられた実践知を受け
継ぐ大切なツールとして、
さらに次代へと繋いでい
きたいと考えています。

○奈良県高等学校等養護教育研究会（高・特支）
県立高等学校長を会長に、同じく校長２名・養護教諭１名
を副会長とし、役員15名で会を運営しています。また、保健関
係諸用紙や保健室管理システム開発を担当している諸用紙
検討委員会と、各校の実態をふまえ必要な研修を精査する
企画委員会を機能させ、充実した運営をめざしています。県
内を５ブロックに分け各ブロックの活動をするとともに、毎年
１学期に総会、２学期に研修会、
３学期に研究大会を開催し、
会全体で研鑚を積んでいます。今年度、研修会では、発達障
害の生徒支援・教育と福祉の連携について奈良県発達支援
センター でぃあーセンター長 森山貴司氏と、運動器検診
について畿央大学健康科学部准教授 福本貴彦先生をお
招きして講演していただきました。どちらもグループワークを
実施し、会員間で情報や意見交換をしました。また、研究集
録を毎年編集・発行し、研究大会において各ブロックの研究
を発表し、資質向上をめざしています。
奈良県学校保健会養護教員部は、会員が互いに養護教諭と
して高め合う場となるよう、今後も更なる研修と実践を重ね、活
動を充実させていきたいと思っております。
（文責 奈良県学校保健会養護教員部会 会長 和束栄美）
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◆東京都私立国公立養護教諭研究会
東京都私立国公立養護教諭研究会は、平成９年に発足しま
した。東京都の養護教諭が、私立・国公立の枠を超えて、とも
に自分自身の研さん、資質向上、これからの時代を生きる児
童生徒の健康・生き方について語り合い、研究し、養護教諭
を揺るぎない職種として確立していくことを大きな目標とし
て、私立・国立・公立の有志の養護教諭が集まり、生まれた自
主的な研究会です。そして、この目標を実現化するために、全
国の養護教諭と共にかかわることを願い、翌年、平成10年度
全国養護教諭連絡協議会、東京での総会において、正会員と
して認められました。
その後、次の４つを中心に研究活動を行ってきました。
①私立国公立学校の養護教諭の連携を図り、共通の学校保
健に関する研究を推進するとともに情報交換を行う ②研究
活動の充実に努める ③研究誌「輪」・会報「輪」を発行する
④全国養護教諭連絡協議会の目的に賛同し協力する 特に
④においては、全国養護教諭連絡協議会の会長に、本会員が
携わり、基盤作りに尽力しています。
ここ最近の活動は、
「学校保健安全法施行規則の一部を
改正する省令（平成26年文部科学省令第21号）」が公布され
たことを受けて、平成28年４月１日から施行される児童生徒等
の健康診断の円滑な実施に向けて、研修会を開催したり、研
究会会報「輪」を活用して、会員の皆様に情報発信をしていま
す。

平成28年度
「SCスクールカウンセラー／SWソーシャルワーカーとの連携」
「子どものこころのケアと最新の知能検査について〜」
平成27年度
「養護実習〜担当者として成功させる秘訣を考える〜」
「おしゃれによる皮膚トラブル」
「平成28年度からの定期健康診断！
〜変更点を整理して、新年度に備えましょう〜」
時代の流れに合った養護教諭に求められる役割や、児童生
徒における心身の健康課題、および会員のニーズを受けて研
究テーマを設定し、会員相互の職務向上に向けて活動してい
ます。
本会は、多様なタイプの学校に所属する会員と研究意欲が
旺盛であるという特徴をもつ小規模な会ですが、会員が相互
に交流を重ね、研究を楽しく継続し、会員の職務向上に寄与
できるように心掛けています。大先輩の方々の創設にかけた
熱い想いやご苦労をかんがみ、先輩方からの強力なサポート
もあり、貴重な時間を共有しています。本会が持つ会員相互の
いたわりや励まし、所属していることが元気につながるアット
ホームな雰囲気を大切に、本研究会を活性化していけたらと
思っています。
（文責 東京都私立国公立養護教諭研究会 会長 高橋裕子）

◆山形県小・中・高等学校教育研究会養護教諭連絡協議会
本会は、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の養護
教諭455名が会員です。設立から68年が経ちました。本会の
運営は総務部・研究部・庶務部・会計部・監事からなる常任
委員22名で、年５〜７回程度の部会と年２回の常任委員会、
県内18地区代表委員の協力の下、年２回の地区代表委員会を
行っています。全国や本県の情報伝達のために広報誌「つど
い」を年２回発刊しています。
本県の課題は、◎大量退職者に伴う世代交代の時期を迎
え若手養護教諭の育成 ◎養護教諭のニーズに合った研修
会の持ち方 などが挙げられます。
課題解決のために「つなぐ・伝える・高まる」をキーワードと
して、各地区で対応してもらっておりますが、本会として力を注
いでいる活動がありますので紹介いたします。
○本県の研究
テーマ 「学校保健活動の推進と養護教諭の役割」
〜つながり高めあいながら専門性を追究する〜
とし、長年各地区での共同研究を行い、研究収録「あしあ
と」を発刊しています。
○夏季研修会
県内を４地区に分け、持ち回りで企画・運営しています。
実行委員長を中心に実行委員会を立ち上げ、主に講演会
（中央の講師による）と３分科会（地区研究の発表の場）
を開催しています。分科会は交流・参加型とし、養護教諭相
互の関わりを重視しています。開催地区のニーズや自主的な
運営で、養護教諭のコーディネート力・実践力が大きく向上

して います。「 研 修
ニーズ調 査 」を数年
ごとに実施・検討し、
先を見通した研修に
つなげていく予定で
す。
○養護教諭ステップアップ支援の充実
本県養護教諭の年齢構成をみると50才以上が56％を超
え、世代交代が始まり大きな課題となっています。若手養護
教諭の育成と、誰でも相談したいときに対応してもらえるセ
イフティネットづくり（支援者募集・名簿作成と配付）を考え
実施に踏み切りました。開始したばかりですが、相談する
側・支援する側、両者のステップアップが大いに期待されま
す。
○関係機関、団体との連携
県教育庁スポーツ保健課（保健・食育主幹に本県初の養
護教諭出身で校長職の方が就任されました。）や山形大学養
護教諭養成課程等と定期的に連絡会を持ち、養護教諭の職
務理解と支援を得られるようにして行きたいと考えています。
終わりに、子どもたちを取り巻く健康問題は、時代の流れ・
環境変化に大きく影響され、そしていつの世もそれらの問題
に対応できる養護教諭が求められます。養護教諭同士の高ま
りで乗り切っていきたいものです。
（文責 山形県小・中・高等学校教育研究会 養護教諭連絡協議会 会長 熊谷 薫）
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第20回研修会
募集 132名
定員 （標準収容人数）（定員になり次第締め切り）
参加費
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会場
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ヒューリックカンファレンス（浅草橋駅前）

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

１日目（８月３日 ）
内容 「子供の外傷と障害」
〜運動器検診にあたって〜

３日参加15,000円
２日参加11,000円
１日参加 6,000円

申込 募集期間(６月19日〜７月７日予定）に
方法 HPの申込書にてFAXで

お申し込みください。

日本臨床整形外科学会 理事長 整秀会 田辺整形外科医院 理事長

秀樹

氏

ノンフィクションライター

秋山

千佳

氏

敦子

氏

２日目（８月４日 ）
「学校の先生に知っていただきたい耳鼻咽喉科疾患」
千葉こども病院 耳鼻咽喉科 部長

仲野

「しなやかさとやさしさを育てる支援の在り方
〜心の予防接種で免疫力を高めませんか〜」
法政大学文学部心理学科 教授

養護教諭の資質・能力向上を目指し、充実した研修
となるよう様々な分野の方に講師をお願いしました。
今から夏の研修計画に加えていただき、ぜひ多くの
皆さんがご参加くださいますようお待ちしています！

田辺

「保健室は
『困っている子』
を救う最前線」

渡辺

弥生

氏

３日目（８月５日 ）
「超簡単！あっという間のクロス集計〜腑に落ちるアンケートデータの活かし方〜」
埼玉大学教育学部 教授

戸部

秀之

氏

中人

氏

「いのちの授業〜いのちを大切にする心を育む〜」
特定非営利活動法人 いのちをバトンタッチする会 代表

鈴木

