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未来を創る子供たちのために
全国養護教諭連絡協議会
副会長

安藤

季美

会員の皆様には、日頃より本会の活動に対し、深いご理解とご支援、ご協力をいただ
き心より感謝申し上げます。去る２月21日に開催いたしました「第25回研究協議会」に
は、全国各地より多くの方々のご参会をいただき、盛会に開催できましたことに重ねて
お礼申し上げます。
近年、急速なグローバル化、情報化や技術革新により社会は多様化し、その生活は質
的にも変化し、子供たちの心身の健康にも大きな影響を与えています。第３期教育振興
基本計画の中では「生涯にわたってたくましく生きるために必要な健康や体力を育成す
る」と目指す姿を示し、また、新学習指導要領においては「主体的・対話的で深い学びの視点」による授業改善
の推進を求めています。
これらのことから、未来を担う子供たちが、主体的・継続的に自らの健康を保持増進するための資質や能力を
身につけることは、きわめて重要であり、学校保健の充実と推進が期待されているところです。
今回の研究協議会のフォーラムでは「子供たちがたくましく生きるための学校保健の取組を通して」を主題に、
４人のシンポジストの先生方の様々な実践発表を軸に、活発な意見交換をすることが出来ました。本会の基本方
針である、専門職としての深化と資質向上を目指す養護教諭の姿を、追究し深めることが出来たのではないかと
思います。また、自校の児童生徒等一人一人の顔が目に浮かんだ方も多数いらっしゃったことと思います。それ
は、地域や校種が違っても、すべての子供たちが未来を創るすばらしい宝物であるという思いは同じであり、そ
のことが日々の執務の原動力であると共有できた瞬間だったように思います。
また、昨年10月に発行いたしました「平成30年度 養護教諭の職務に関する調査報告書」では、「集団への保健
指導の実施状況について」を新たな調査項目として加え、さらに校種別でグラフ表示し、その特性や課題をとら
えやすいよう工夫しています。自校の健康課題解決のためにも、是非お手に取っていただければ幸いです。さら
に、この貴重なデータを養護教諭の職務環境を整えるために、要請要望活動の根拠としても活用していきたいと
思います。ご多用の中、調査にご協力いただきありがとうございました。
本会は、これからも養護教諭の資質向上、職の充実・発展のための取組を積極的に進めていきたいと思います。
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

文部科学大臣表彰

令和元年度学校保健・安全研究大会 表彰式
（令和元年11月21日 於：埼玉県さいたま市）

千葉県

長生村立長生中学校

深山

結花

先生

東京都

品川区立台場小学校

足助

麻理

先生

新潟県

新潟県立上越総合技術高等学校

足田眞智子

先生

鳥取県

鳥取県立鳥取東高等学校

岡島千賀子

先生

高知県

佐川町立黒岩小学校

河添

先生

受賞おめでとうございます

紀子
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全国養護教諭連絡協議会に期待すること
全国養護教諭連絡協議会に期待すること
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

横

嶋

剛

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・発展に多大なるご尽力をいただいておりますことに、心
より感謝申し上げます。
平成29年３月に小中学校の新しい学習指導要領が告示され、移行期間を経て小学校
は令和２年度から、中学校は令和３年度から全面実施となります。また、高等学校に
おいても平成30年３月に告示され、令和４年度から年次進行で実施されます。今回の
改訂の基本的な考え方として、子供たちに身に付けさせたい資質・能力の育成や社会
に開かれた教育課程、道徳教育の充実や体験活動の重視、体育・健康に関する指導の
充実により豊かな心や健やかな体を育成することなどが示されています。
そのような中、新学習指導要領に基づき保健教育を推進する上で、養護教諭の役割は一層重要なものとなって
います。例えば、体育・保健体育の「保健」においては学習指導要領解説の「内容の取扱い」として、
「指導に当たっ
ては、（中略）学校や地域の実情に応じて、保健・医療機関等の参画を推進すること、必要に応じて養護教諭や栄
養教諭、学校栄養職員などとの連携・協力を推進することなど、多様な指導方法の工夫を行うよう配慮すること
を示したものである。」と記載されており、学級担任や教科担任が養護教諭と連携・協力を推進することについて
言及されています。また、高等学校の特別活動においては、「指導の効果を高めるために、各教科・科目担任の専
門性を生かした指導や、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員などの専門性を生かした指導が行えるよう配慮する
（略）」や、「心身の健康と安全に関わる指導は、学校教育全体を通じて行われる保健や安全に関する指導等との関
連を図る必要があり、（中略）内容によっては養護教諭や関係団体などの協力を得ながら指導することも大切であ
る。」など養護教諭の関わりは保健教育の推進において欠かせないものとなっています。
保健教育の推進の充実により、子供たちが生涯を通じて、心身ともに健康な生活を送れるよう、養護教諭の先
生方のご協力をよろしくお願いします。

全日本中学校長会

会長

川

越

豊

彦

子どもが心身ともに健やかに育つことは、国や地域を問わず、時代を超えた全ての
人々の願いです。また、健康と体力は、「生きる力」の基礎であり、心身の健康が人々
の活力を支えるとともに、社会全体の活力源となります。そのため、学校には、子ど
もたちが健康課題の解決に主体的に取り組み、生涯にわたり心身の健康を育む基礎的
な素養を身に付けさせることが期待されています。しかし、子どもたちを取り巻く社
会環境や生活環境の変化は、生活習慣の乱れ、メンタルヘルスに関する課題、薬物乱用、
性の問題行動など、子どもたちの心身の健康に大きな影響を与え、新たな健康課題を
生じさせています。
学校保健活動を推進する中核的な役割を担っている皆様は、新たな健康課題解決に向けた重責を担われていま
す。しかし、子どもたちを取り巻く健康課題は、多様化、深刻化、専門化しており、適切に対応し解決を図るには、
校内の教職員はもとより、医療関係者や福祉関係者などの地域の関係機関との連携が不可欠となってまいります。
また、情報化の進展により、ネット上には健康に関する情報が溢れています。その中から正しい情報を選び出し、
自分の健康の保持増進に活用できる能力を育成することが求められています。子どもたちが、情報を選択するた
めの正しい選択基準をもつためには、正しい知識を身に付けさせる保健教育も大切であることから、皆様のもつ
知識や技能などの専門性を活用し、保健教育の充実にお力添えをいただきますようお願いいたします。全日本中
学校長会といたしましても、全国養護教諭連絡協議会の皆様とともに、現在、策定中の新たな全日中教育ビジョ
ンに基づき、学校保健を重視し、健康課題に取り組む学校経営を推進してまいります。
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養護教諭の職務に関する調査ダイジェスト報告

№2

１ 保健室登校者がいた学校の経年推移
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〇保健室登校者数は、小・中・高校で平成26年度から増加傾向にある。
〇中・高校は過去２番目、小学校は過去最多であった。（中学校の大規模校が大幅に高くなっていた。）
２ 保護者や教職員からの相談状況
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〇すべての校種で80％前後の養護教諭が保護者からの相談を受けており、不安や疑問・不満を抱える保護者に
とって養護教諭は相談しやすい存在であることが分かる。
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〇すべての校種において、教職員からも相談を受けている割合は高い。 養護教諭が、教職員からも信頼され
相談しやすい存在であることが分かる。

令和元・２年度調査研究委員会始動しました
令和元年10月より「令和2年度養護教諭の職務に関する調査」に向
けて始動しました。５人の新委員が、より分かりやすく、回答しやす
い調査を目指して、協議を重ねています。どうぞよろしくお願いします。
委 員 長：東北・北海道ブロック
副委員長：近畿ブロック
委
員：中部ブロック
関東ブロック
中国･四国･九州ブロック

笹谷
幸
皆木 紀子
畠山 智恵
山岸 元子
勝田美由紀

先生（北海道札幌工業高等学校）

先生（兵庫県神戸市立飛松中学校）
先生（愛知県立半田特別支援学校）
先生（山梨県甲州市立塩山北小学校）

先生（愛媛県立松山盲学校）

調査内容協議中
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開催日：令和２年２月21日
（金） 会場：メルパルクホール

題

「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」

〜子供たちがたくましく生きるための学校保健の取組〜

増上寺の白梅の香りが春の訪れを感じさせるおだやかな日に、文部
科学省初等中等教育局健康教育・食育課課長の平山直子様をはじめ多
数のご来賓をお迎えし、第25回研究協議会を開催いたしました。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大が懸念される中、会場座席等
の消毒や、ホームページでの注意喚起等の感染症予防対策についても
万全を期した上で、全国からの皆様をお迎えすることができました。
厚く御礼申し上げます。
特別講演

「誰も排除しない
『まぜこぜの社会』
をめざして」
女優・一般社団法人Get in touch 代表

東

ちづる 氏

参加者の声
●東ちづるさんが、高い志をもって活動されていることを初めて知
りました。力強く偽りのない言葉が印象的でした。
●「まぜこぜの社会」
というキーワードは、
いま学校で求められてい
る事や社会の課題に合った内容で、
とても参考になりました。東
ちづるさんの明るく朗らかな雰囲気が素敵で、パワーと元気を
いただきました。
●東ちづるさんの熱意が伝わってきて泣きそうになりました。誰も
が「生きづらさ」を感じず、認め合える社会になるように微力な
がら頑張ります。

●特別支援学校の養護教諭をしております。
「まぜこぜの社会」
とっても素敵です。
「支援の仕方によって自立を妨げてしまう」
と
いう言葉は深かったです。
●「子供の心はきれいな白で、周りの大人の言葉や態度で色がつ
けられていく」
という言葉に、現在の日本の課題を感じました。
Get in touchの活動についても興味をもちましたので、機会をみ
つけて参加してみたいです。子供たちが正しい知識を学ぶ機会
を設けることができるよう人権教育をはじめLGBTなどの性に関
する指導も行っていきたいです。

基調講演

「学校保健の課題とその対応」
文部科学省初等中等教育局
健康教育調査官

松

健康教育・食育課

﨑

美

枝氏

参加者の声
●文科省の調査官の松﨑美枝先生から、直接に最新の学校保健
の動向についてのお話を聞くことができ、大変貴重な機会とな
りました。
●虐待については、早期発見、早期対応を目指し、手引きを確認
した上で職員に周知し、危機管理意識を高めていきたいと思い
ました。
●保健教育と保健管理について、文科省や日本学校保健会から
出されている手引きやマニュアルからのお話を伺いました。今日
の内容について、再度復習したいと思います。

●新型コロナ感染症について私たち養護教諭は、管理職とも対
策について相談しながら進めております。今日の講演で学んだ
ことを、
すぐに学校に持ち帰り、子供たちが安心して過ごせるよ
う、感染症対策を行います。
●日頃から文科省や日本学校保健会のホームページを活用しな
がら情報を収集し、正しい判断ができるよう、取り組みたいと思
います。養護教諭に求められる資質能力について、改めて理解
が深まりました。
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フォーラム

「子供たちがたくましく生きるための
学校保健の取組を通して」
小学校
中学校
高等学校
特別支援学校

コーディネーター

埼玉大学教育学部教授

戸

部

秀

之氏

岐阜県岐阜市立茜部小学校養護教諭
群馬県吾妻郡中之条町立中之条中学校養護教諭
香川県立高松西高等学校養護教諭
青森県立七戸養護学校養護教諭

津
関
柳
阿

馬

史
淑
貴
考

壮
子
子
四

シンポジスト

谷
部

先生
先生
先生
先生

参加者の声
●シンポジストの先生方の実践や考察の視点は、
まさに新しい時
代が来たと感じられるものばかりでした。素晴らしい発表が、明
日からの原動力となりました。

●複数配置校の男性養護教諭による、男子の指導を具体的に聞
くことができて良かったと思いました。男性養護教諭ならではの
視点についても、学ぶことの多い貴重な機会となりました。

●それぞれの校種の発表から学べることが多く、大変勉強になり
ました。校種は異なっていても、
すぐに明日からの実践に生かせ
る参考にしたいヒントを、たくさん頂くことができました。

●コーディネーターの戸部秀之先生のまとめが、
とても分かりやす
く素晴らしかったです。
もっとお話を伺いたいと思いました。
これ
から養護教諭としてどうあるべきか、
「道しるべ」をいただきまし
た。
よろし
お願い く
します

令和元・２年度新理事紹介
北海道・東北ブロック
前田 悦子 先生（青森市立東中学校）
関東ブロック
広瀬菜々子 先生（東京都立千歳丘高等学校）
中部ブロック
池田身寿恵 先生（福井市立清水南小学校）
近畿ブロック
森川 真理 先生（大阪市立海老江西小学校）
中国・四国・九州ブロック
柳谷 貴子 先生（香川県立高松西高等学校）

前田

悦子

先生

広瀬菜々子
先生

池田身寿恵

森川

先生

真理

先生

柳谷

貴子

先生

令和２年１月12日（日）13:00〜15:30
於：東京都港区 日本女子会館 大会議室

理事会が開催されました

各ブロックから新しい理事の先生方をお招きし、理事会を開催いたしました。
学校保健の現代的課題や、養護教諭の複数配置について等、各ブロックの現状を情報交換しながら、今後の取組
に向けた意見交流をすることができました。
大変有意義な機会となりましたこと、新理事の先生方や、貴重なご意見をお寄せくださった各ブロックの会員の
先生方に深く感謝申し上げます。

! 全国養護教諭連絡協議会 第23回研修会

速報

会場

三宮研修センター

兵庫県神戸市中央区八幡通４丁目２-12 カサベラＦＲⅡビル

1日目（8月４日㈫）

新潟医療福祉大学
健康科学部
准教授
杉崎 弘周氏
12:40 13:50

法政大学文学部心理学科
教授
法政大学大学院
ライフスキル教育研究所長
渡辺 弥生 氏

閉 講 式

16:20 16:40 9:30 10:00

食

埼玉大学教育学部 教授
戸部 秀之 氏

「心の免疫力についての
理論と支援のあり方」
〜ソーシャルエモーショナル
ラーニング〜

昼

「『主体的･対話的で
深い学び』の実現を
目指した
保健授業」

開 講 式
受
付

12:40 13:50

閉 講 式

和歌山県立医科大学
救急集中治療医学講座
高度救命救急センター
助教
那須 亨氏

食

9:30 10:00

「インターネットと
子供の健康」
〜自己コントロールが
できる子供を
育てる〜（仮）

昼

開 講 式
受
付

「けがや病気の際の
ケーススタディー
救急車を呼ぶべきか
の見極め」

２日目（8月５日㈬）

16:20 16:40
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研究会交流コーナー
◆青森県養護教員会
本会は、昭和22年弘前・青森・八戸の３支部で『青森県
養護教員部会』として会員30名で発足しました。その後、昭
和49年度総会で「学校保健会下部組織として存在するあり
方」が問われ、現在の『青森県養護教員会』に改称しました。
本会は「各郡市養護教員会の連携・協調を図り，会員相互
の研修と資質の向上に努め健康教育の推進発展に寄与する
こと」を目的に、全校種の会員552名で構成されており、事
務局９名、会誌編集委員６名、ホームページ担当３名、県内
10地区の理事と代議員・予備代議員とで協力して会を運営し
ています。
【研修会・研究大会】
毎年、５月に総会を開催し、総会後には講演会を実施して
います。今年度は「手応えのある保健指導のコツ ―児童
生徒の行動変容を促す５つのアプローチ」と題して、おもし
ろ教育研究所（神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部看
護学科 准教授）高橋 佐和子氏に講演いただきました。
また、研究大会では、午前は、３地区からの話題提供によ
る分科会が行われ、午後は「養護教諭のコアコンセプトと保
健室コーチング」と題して、ハートマッスルトレーニングジム
代表取締役 桑原 規歌氏に講演いただきました。
【会報・会誌の発行】
年３回の「会報」と本会の主な事業である総会・研究大
会や県内各地区の研修の様子、各種関係団体との連携や要

あおりんごちゃん

望活動など、一年間の活動を綴った「会誌」を発行していま
す。「会誌」は、今年度50号となる歴史あるものです。会員
から表紙や中表紙の写真を公募するなど、新しい取組も行っ
ています。また、平成28年度には、ホームページ「あおりん
ご」が開設され、各地区の研修内容や関連団体の研修案内、
個人の実践発表などを掲載し、会員同士の連携や学びの共
有をしています。昨年度からはアンケートフォームを活用し、
研究大会の参加申し込みやアンケート回収も行い運用の幅も
広がっています。
これからも諸先輩方が培ってきた歩みを次の世代に引き継
いでいくことを大切にしながら、大きく世代交代を迎えた今、
互いに尊重し、連携を深め、共に学び合いながら資質の向
上に努めていけるように、また、今後も会の目的達成のため
に取り組んでいきたいと思います。
（文責 青森県養護教員会 会長 前田 悦子）

◆新潟県養護教員研究協議会
査〜経験知やつながりを活用した研修
本会は、
「新潟県学校保健会養護教員部」として発足し、昭
和34年に独立して、名称を「新潟県養護教員研究協議会」と や実践の在り方を探る〜」です。養護
教諭同士のつながりを模索しながら、次
改めました。通称を「県養研」とし、
「養護教諭の職務につ
いて研究し、学校保健の発展と会員の資質向上に寄与するこ 世代につなぐ方向性を研究しています。
と」を目的に活動しています。県養研のシンボルマーク（右上） 【研修会の開催】
には、
「子どもを心で受けとめ、未来に向けて育む」との思い
毎年、８月に研修会・総会を開催して
が込められており、本会の合言葉ともなっています。会員は県
います。今年度の研究実践発表では、全県研究の主題に迫
内の幼・小・中・高・特別支援学校の養護教諭で組織され、 る支部の研究実践発表がありました。特別講演では「脳はもっ
現在の会員数は849名、役員21名で運営しています。また、 と成長する！脳番地トレーニング10の秘訣」と題して昭和大学
県内20支部の代議員27名と年２回の会議をもち、県や新潟市
客員教授 脳の学校代表 加藤プラチナクリニック院長 加
教育委員会指導主事等の御指導をいただきながら、研究や研
藤俊徳様より御講演をいただきました。また、支部ごとに毎年
修を計画・推進しています。
実施している「救急法講習会」では、地域消防署員による実
技指導やシミュレーション実習、指導主事・医師等の講義、
【全県研究】
グループディスカッションなどを実施しています。
校種の枠を超え、全会員が「児童生徒が生涯にわたって健
康な生活を送るために必要な力を育成するための養護教諭の 【研究誌・会報「耀（かがやき）
」の発行】
役割」の研究主題
毎年発刊している研究誌は、県養研の活動内容や研究・
のもと、全県調査
職務調査結果等、読み応えのある内容になっており、全養連
研究や支部の 研
研究協議会でも販売しています。会報は年２回発行し、各種
修・研究に取り組
研修会の様子や会員の実践等を掲載し、本会のホームページ
んでいます。令 和
にも掲載しています。
元年・2年度のテー
これからも研究団体として、会員の更なる資質向上を図り、
マは「役割、研修、 充実した会の運営を目指していきたいと思います。
つながりに関する
（文責 新潟県養護教員研究協議会 会長 原 栄都子）
養護教諭の意識調
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◆和歌山県養護教諭研究会
本会は、会員相互の資質向上を図るとともに関係諸団体と 【会報誌の発行】
の連携を密にして、本県の学校保健の向上に寄与することを

会員同 士で

目的とし、諸先輩たちが土台を築き、長きにわたって活動を

情 報を共 有し

続けてこられた歴史のある研究会です。その歴史を今に繋い

な がら更 に 躍

でいます。そして、次世代を担っていく養護教諭に引き継い

進していくこと

でいきたいとの思いを込めたうえで、それぞれに各支部に分

を目的とした会

かれ、子供のために養護教諭のあるべき姿を求めて研究を重

報誌「いしずえ」は、年間１冊発刊しています。誌上面で会

ねています。また、和歌山県全体では校種間を超えた養護

員が研究した成果や課題の提案、参加した各種研究大会や

教諭の交流を更に深め、切磋琢磨しながら子供たちと向き合

研修の記録、職務を通して感じたことなど多岐にわたる内容

い、健康教育に取り組んでいます。

を掲載し、今年度、第68号を迎えました。永きにわたって積

【研究大会の開催】

み重ねてこられた先輩たちの思いを、次世代の養護教諭たち

『豊かな心をもち、すこやかに生きる子供をはぐくもう』を
テーマに、毎年12月に全会員が出席して開催しています。以

へ繋げていく役割をする「いしずえ」です。
【関係機関との連携】

前は２日開催でしたが、なかなか学校を空けることが難しく

関係機関との連携については、学校医師会や学校歯科医

なり、１日開催となっています。研究発表・特別講演と各分

師会、学校薬剤師会と連携をとりながら、子供の健康課題

科会での提案発表・特別講演と各年に内容を交互しながら、

に同じ方向をむいて取り組んでいます。養護教諭にとっては

養護教諭の資質向上のために取り組んでいます。今年度は、

力強い味方です。

講師にNPO法人日本トイレ研究所代表理事
招き「うんちはすごい

加藤

篤氏を

これからも、養護教諭として、時代のニーズに応えながら

〜災害、教育、テクノロジー〜」と

資質向上や学校保健の充実を目指し、そして、みんなが笑

題して、災害時のトイレ事情や、いざという時の心構え、学
校現場でのうんちの大切さを子供の目線に立ち、授業や保健

顔になれる研究会であることを願っています。
（文責

和歌山県養護教諭研究会 会長 川端 泰子）

指導のノウハウをきめ細かくお話ししていただきました。

◆相模原市学校保健会養護教諭部会
活動の活性化
相模原市は平成26年度より全養連へ加入しました。本会
の母体である「相模原市学校保健会養護部会」は昭和39年 並びに内容の
共有化を図
４月に発足しました。その後学校数の増加に伴い組織体制
り、養護教諭
が変わり、平成６年より小学校と中学校がそれぞれの部会で
としての 資 質
主に活動するようになりました。周辺４町との合併を経て平
向 上を目的と
成22年に政令指定都市になったことや、令和３年５月に指定
して、研 究 誌
都市学校保健協議会・交流会の開催都市となることにより、
相模原市としての体制・回答が求められる機会が増えたこと 「あ ゆ み」を
毎年作成・発行しています。
を受け、規約改正に取り組み、令和元年度、小学校・中学
校合同の「養護教諭部会」が会員数119名で再結成しました。 ［関係機関との連携］
相模原市学校保健会研究発表会では養護教諭部会からも
それに先立ち平成29年12月に小中合同養護教諭部会が開催
実践発表をしています。また、よりよい健康診断の実施や学
され、以降年２回の合同部会を開いています。これにより、
校保健に関する意見交換のため、学校医・学校長及び養護
小中９年間を見通した保健教育の視点で考えるようになり、
教諭意見交換会や、学校歯科医部会との歯科保健事業に関
保健管理面でも基本的事項の統一が可能になるなど大きな
する打ち合わせ等を行うなど連携も充実しています。また、
前進がありました。また、教育委員会への要望・回答、健
康診断の反省、保健室の消耗品・備品の調査なども一本化 神奈川県学校保健連合会養護教諭部会に参加し、県の情勢
把握や各地区との情報交換に努めています。新たに小中合
して取り組むことができるようになり、小中の間でもより密な
同の部会となったことにより、会員同士の交流と連携をより
情報共有や連携がとれるようになりました。
深め、更なる学校保健の充実を目指し活動していきたいと思
［研究・研究誌の発行］
研究は小中それぞれの教育研究会の組織で行っています。 います。
小学校では「豊かな心とからだをはぐくむ学校保健」を主題 （文責 相模原市学校保健会養護教諭部会 代表 長田 紀子）
とし、６グループに分かれて２年継続の研究を行っています。
中学校では「学校保健の今日的な課題への取り組み」を主
題に、３グループ、３年継続で研究を推進しています。研究

