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「 瑞 星 」の 輝き のよ うに
全国養護教諭連絡協議会
会長

小林

幸恵

会員の皆様には、日頃から本会に対し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。
本会は、平成３年に発足して今年で30周年を迎えることができました。また、今年は
養護教諭制度80周年目にあたります。この記念すべき年に、約27,000人の会員の皆様に
支えていただきながら、令和３・４年度の新体制をスタートすることができました。
昭和16年、国民学校令が公布され、教育職員としての養護訓導の職制が成立し、昭和
22年、学校教育法の制定により、養護教諭と改称されました。中央教育審議会答申や学
校保健法の改正等により養護教諭の役割等がより明確になり、養護教諭に対する期待はますます高まり、役割も
拡大してきています。保健主事・管理職への登用、兼職発令による保健の授業の単独実施、複数配置の拡充等を
実現するために、多くの諸先輩方のご苦労があり、今日の養護教諭があると思います。
本会の研究誌「瑞星」はみなさんご存じだと思います。そこにこう書かれています。「『瑞星』めでたい兆しを
示すという星。星の輝きは太陽や月ほどに大きくないが、人々の心にほのかで優しい光を与えてくれる。その光
は何光年ものかなたから地球に届き、輝きは途絶えることはない。養護教諭の活躍が、子どもたちの心に光とし
て差し込み、それがよい兆しとなり、子どもたちの前途に洋々たることを。そして、同様に養護教諭の行く手に
も光の道が開けゆくことを願い『瑞星』。」いつの時代であっても養護教諭は、子供たちの命と健康を守り育てる
専門職として、瑞星のように輝いていきましょう。
そのために本会は、研究団体として、養護教諭の将来を見据えた研修・研究活動をより一層充実させていきた
いと考えております。全国組織として、全国の各研究会との連携を密にし、ご意見をいただきながら「全養連の
仲間で良かった」と思っていただけるよう努力していきたいと思います。これからも、会員の皆様のご支援とご
協力をよろしくお願いいたします。

ありがとう
ございました。
浅野会長はじめ、田中
副会長、齋藤常務理事、
深山常務理事、青木常務
理事がご退任されました。
これまで本会の発展に
ご尽力いただきました。
会員一同、心より感謝申
し上げます。
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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・食育課長

三

木

忠

一

貴会の皆様におかれましては、日頃から、児童生徒の心身の健康の保持増進並びに
学校保健活動の充実・発展に多大なる御尽力を賜り、心から感謝申し上げます。新型
コロナウイルス感染症については、全国的にこれまでに経験したことがない感染拡大
を迎える中、新学期を迎えることとなり、貴会の皆様におかれましては、養護教諭と
しての専門性を発揮し、まさに最前線で、学校における感染症対策と教育活動の両立
に多大な御尽力をいただいておりますことに、改めて感謝を申し上げます。
学校は、学習機会と学力の保障のみならず、全人的な発達・成長を保障する役割や、
児童生徒の居場所やセーフティネットとして身体的、精神的な健康を保障するという
福祉的な役割も担っています。その役割の重要性は、新型コロナウイルス感染症が拡大している中においても、
変わるものではありません。児童生徒の学びや健やかな心身の成長が確保されるよう、文部科学省では、学校の
感染症対策のため、必要な財政的支援をはじめ、しっかりと取り組みます。引き続き、地域の感染状況に応じた
学校における感染症対策を徹底し、教育活動の実施に御尽力いただきますよう、お願いいたします。
また、近年の社会状況等の変化に伴い、児童生徒には、生活習慣の乱れやメンタルヘルス等、様々な健康課題
が生じています。これらの解決には、学校内の組織体制の整備を図るとともに、学校、家庭、保健・医療機関を
含めた地域社会が連携して、社会全体で児童生徒の健康づくりに取り組んでいくことが重要です。養護教諭は、
児童生徒の心身の健康の保持増進を図るための資質・能力の育成に向け、保健主事等と連携して学校保健計画等
の作成に関わったり、養護教諭の専門性を生かした健康相談・保健指導の充実を図ったりするなど、学校保健活
動の中心的役割を果たすことが期待されます。貴会の皆様におかれましては、引き続き、児童生徒の健康管理等
について、専門性を生かし、中心的な役割を果たしていただきますよう、お願いいたします。
結びに、全国養護教諭連絡協議会の益々のご発展と、貴会の皆様の御活躍を祈念いたしますとともに、これか
らも文部科学行政への御理解と御協力の下、各学校における健康課題の解決及び新型コロナウイルス感染対策に
向けてより一層の御尽力をいただきますようお願いいたします。

全日本中学校長会会長

宮

澤

一

則

新型コロナウイルスの感染拡大が危惧される中、養護教諭の皆様におかれましては
各学校の中心となって感染防止にご活躍されていることと思います。また、コロナ禍
において、感染による直接的な健康被害のほか、精神的な不安、体力の低下など、子
供たちには二次的な影響も出てきております。このように、現在の子供たちの健康状
態は不安定であり、その症状も多様化しています。これら多くの課題に対して、養護
教諭の皆様が、日常的に専門的な知識を活かしながら、ご尽力いただいていることに
感謝申し上げます。
多くの学校において、養護教諭の皆様は単独での判断が求められることもあると思
います。この点においても、全国養護教諭連絡協議会では、研究や交流を通して全国に情報を発信し、日々の保
健指導や先生方の資質・能力の向上を支援されておりますが、大変重要で意味のあることと思います。そして、
このネットワークが子供たちの健康の増進、そして健やかな成長につながっていると捉えております。
全日本中学校長会では昨年度「全日中新教育ビジョン」を策定し、全国の中学校長が取り組むべき目標として
「10の提言」を示しました。この中の「提言６」に「健康教育・安全教育」を掲げ、生涯にわたり健康で安全に過
ごすための資質・能力を育む健康教育・安全教育の充実を図ることとしています。この取り組みを推進していく
ためには、養護教諭の皆様のご協力が不可欠です。これからも校長の学校経営を支援していただければ幸いです。
新型コロナウイルスの感染予防対策は、これからも継続が必要となります。このような状況の中、子供たちや
教職員の健康・安全を確保しながら、「学びを止めない」活動を進めていく必要があります。今後も、養護教諭の
皆様の専門知識を発信していただき、ともに現在の困難な状況を乗り越えていきたいと存じます。
結びになりますが、全国養護教諭連絡協議会のますますの充実・発展と、会員の皆様のご活躍を心よりお祈り
申し上げ、挨拶とさせていただきます。
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令和3年度総会並びに第23回学校保健連絡協議会報告
１）総

会

令和３年度の総会は昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、書面決議といたしまし
た。各研究会（54団体）の代表者の皆様から「承認書」の提出をいただき、すべての議案について以下のように
「承認」をいただきました。
議 事
（１）令和２年度事業報告
（２）令和２年度会計決算報告
（３）令和３・４年度役員
（４）令和３年度基本方針
（５）令和３年度事業計画
（６）令和３年度会計予算

承認
承認
承認
承認
承認
承認

２）第23回学校保健連絡協議会報告
例年総会後に、「子供たちの心身の健やかな成長を願い、生涯にわたる健康づくりに果たす養護教諭の役割に
大きな期待が寄せられている。養護教諭として学校の教育問題や子供たちの健康課題に適切な対応ができるよう
な研修を深めるとともに、会員相互の連絡・連携を図る。」ことを目的に開催されています。昨年度は中止とな
りましたが、今年度は動画配信（６月12日〜６月21日）という形で実施いたしました。
演題／
「新学習指導要領に基づく保健教育の推進」
講師／国立教育政策研究所教育課程研究センター 教育課程調査官
（併）スポーツ庁政策課 教科調査官
（併）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 氏
次の項目について、関連する刊行物や具体的な授業の事例な
どを示しながらお話いただきました。
１ 学習指導要領とは
２ 中央教育審議会答申
３ 学習指導要領改訂の考え方
４ カリキュラム・マネジメント
５ 学習指導要領の内容
６ 学習評価の進め方
小学校の先生は中学校や高等学校でどのような学びを行うの
かをイメージしながら、中学校の先生は小学校で何を学び、高
等学校で何を学ぶのかをイメージしながら、高等学校の先生は
小・中の学びを引き取り高校が集大成になるように学びを作っ
ていただきたいというお話で締めくくられました。
演題／
「学校保健の課題とその対応」
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
令和３年３月に発行された「学校保健の課題とその対応」よ
り養護教諭の職務に関する調査結果とその考察、今後の学校保
健の推進に役立てていきたい指針となるお話でした。
また健康教育の体系、健康相談、保健の指導、保健室経営の
評価、養護教諭の職務など、幅広く法的根拠、関連する刊行物
などをお示しいただきながら解説していただきました。
中でも確認したいこととして、昨年度学習指導要領の改訂に
伴って見直した「心臓疾患、腎臓疾患の管理指導表」は日本学校
保健会のHPに掲載されていること。「学校におけるアレルギー
疾患に対する取り組みガイドライン」や校内研修等に活用できる
資料は文部科学省のHPに掲載されていること。新型コロナウイ
ルス感染症の対応に関しては「学校の新しい生活様式」を新しい
知見とともに随時更新していることをお話いただきました。

松﨑

美枝

氏
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報告

本研修会は、令和２年度に初の神戸を会場に開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大により延期していました。今年度新しい研修会のスタイルとして、WEB開催（millviポータルによる動画
配信８／21〜９／20）しました。学校保健の現代的課題への対応に向け、４名の講師から多方面にわたる
テーマでご講義いただきました。全国各地より多くの皆様に参加していただき開催できましたことを感謝し
ております。

講義１
講

「コロナ禍における児童生徒の健康を考える」
−養護教諭を対象とした３回の全国調査から見えること−
師

埼玉大学教育学部

教授

戸

部

秀

之 氏

講義内容
日本において令和２年１月から突如始まったコロナ禍について、社会のトピッ
クを時系列で追いながら、全国の養護教諭を対象に実施した３回のWEB調査
［①令和２年３月（起こりうる健康課題とは）、②令和２年７月下旬（休校後学
校現場で実際何が起こっているか）、③令和３年４月（コロナ禍１年を経て）］
の結果について報告していただきました。さらにポストコロナを見通した「Ｗith
コロナの経験を生かした保健教育」と「『行動変容』を促す行動科学を生かした
保健教育について」ご講義いただきました。

■受講者感想

・調査結果から課題等を分析し、養護教諭の立場、学校
保健の中で取り組むべきことを示してくださり、意欲
につながりました。
・全国の養護教諭の声をまとめていただき、あの時、大
変だったけど同じ思いで各地、各校で頑張っていた仲

講義２
講

間がいたことを実感できて心が落ち着きました。
・振り返りの大切さと全国の養護教諭の繋がり、ネット
ワークの強さがこのような非常事態を乗り越える上で
大切だと実感しました。今後の子どもたちのケアと保
健教育に大変参考になりました。

「ケース・スタディで学ぶ
救急車を呼ぶべきかの見極め」
師

和歌山県立医科大学救急集中治療医学講座
同附属病院高度救命救急センター 助教
那

須

亨

氏

講義内容
「救急車を呼ぶべきかの見極めができる」「救急車を要請した後の対応がわか
る」「フィジカルアセスメントについて理解する」を目標に、やけど、外傷性出
血、頭部打撲、熱中症、アナフィラキシーショックについてケース・スタディで
わかりやすく解説していただきました。また日頃よく対応する腹痛と頭痛につい
て保健室でできるフィジカルアセスメントについてご講義いただきました。

■受講者感想

・日頃の生徒対応の振り返りになりました。フィジカル
アセスメントや医師へ伝える内容などわかりやすく、
具体的でとても勉強になりました。早速やるべきこと
も見えてきました。
・生命にかかわるケースから軽傷であっても多くが経験

するケースまで、ケース・スタディで考えながら学ぶ
ことができました。
・教育現場の実態に合わせた指導をしてくださったので、
理解が深まり大変参考になりました。

令和３年９月30日

講義３
講
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「『主体的・対話的で深い学び』の
実現を目指した保健授業」
師

新潟医療福祉大学健康科学部

教授

杉

崎

弘

周

氏

講義内容
保健教育の指導の事例から「保健を学ぶ意味の再確認」を解説していただきま
した。「保健の見方・考え方について」「主体的・対話的に学ぶ保健の授業につ
いて」の基本事項を確認し、楽しい保健授業のための教材の工夫を演習で体験し
ました。さらに新型コロナウイルス感染症による新しい生活様式の保健指導や小
学校保健の授業を例に学習過程についてご講義いただきました。

■受講者感想

・楽しく講義やワークができました。「自分で考えたこ
とでも、一緒に考えたことでも、他のグループの
ちょっと聞こえた意見でも大丈夫だからお話して」と
いう発問がいかに子どもの心をほぐすのか体感しまし
た。
・様々な指導方法や具体的事例を示していただきました。
子どもたちにすぐに対応できる内容もありました。保

講義４
講

健教育を身近に感じ
「やってみよう」「できる」という気持ちになると思
いました。
・具体例がとても参考になり新しい学習指導要領に沿っ
た保健授業のイメージが浮かびました。今後GIGAの推
進の上でも役立つ情報ばかりでした。

「心の免疫力についての理論と支援のありかた」
−ソーシャル・エモーショナル・ラーニング（SEL）
−
師

講義内容

法政大学大学院ライフスキル教育研究所所長
法政大学文学部心理学科 教授
渡 辺 弥

生

氏

「幸せとは何か」「ネガティブな感情への対応」「感情力は育っているか」
「感情研究から見る子どもたちの実態」「子どもたちへのかかわり」「ソーシャ
ルスキルを教えよう」「ソーシャル・エモーショナル・ラーニング（SEL）とは」
「学校環境」について、フロアとのやり取りや動画等を用いてご講義いただきま
した。

■受講者感想

・とても楽しく、笑いあり、対話ありで学ぶことが多く
ありました。
・とても聞きやすい講義で、自分自身を振り返ることが
できました。自分や子どもの見方を考えることができ
ました。
・日頃のコロナ対応により子どもの感情に目を向けるこ
とが不足していたことに気づき、目からウロコが落ち

る感覚でした。当たり
前の日常が当たり前で
はなくなり、感情も知
らず知らずのうちに影響を受けていると感じました。
・子どもの問題を「性格」のせいにしない。トレーニン
グすれば（自分を磨けば）変われると思うことができ
るという話が印象的でした。
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令和２年度養護教諭の職務に関する調査 ダイジェスト報告

No.１

「養護教諭の職務に関する調査」にご協力ありがとうございました。今回は、一人配置校と複数配置校に
分けて調査し、また他教諭への聞き取り調査も行いましたので、順次ご紹介していきます。
※この調査は、全会員から校種別に対象者を抽出し、調査Aは一人配置校6,754人、調査Ｂは複数配置校3,916
人に依頼し、有効回答数は調査A5,775人、調査Ｂ3,337人でした。
１ 文部科学省の定める複数配置校定数法基準
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２ 日常の職務（一人配置校・複数配置校比較）
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〇基準以下で配置されている複数配置校
の割合は、中学校が高い。
《参考》
文部科学省の定める複数配置校定数法
基準
小学校
851人
中学校
801人
高等学校 801人

日常の職務において次のようなことがありましたか
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○「あてはまる」と回答した割合は、一人配置が全ての項目で高い。
○調査Ａ・Ｂ共に、「２ 来室時に十分な時間をとることができない」と回答した割合が高い。
○調査Ａ・Ｂで「あてはまる」と回答した割合で特に大きく差があったのは、「３ 行事や学級指導時の来室者
への対応」「６ 健康診断の準備・実施・事後指導の時間確保」「８ 個別の保健教育の時間確保」である。

全国養護教諭連絡協議会
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瑞星編集委員会
任期：令和３年・４年度
関東ブロックから、７名の先生方に瑞星編集委員会委員として参加いただき、研究誌「瑞星」13号の
編集が始まりました。
社会の変化が加速度を増し、健康課題が多様化するなか、時代の変化に対応した学校保健活動の推進
が求められます。こうした状況のなか、これからの学校保健の更なる充実に向けて、全国の養護教諭が
取り組んだ「学校保健活動の効果的な実践」を通して、共に学び合うことができる研究誌の編集を目指
します。
委員名

所属学校

山口 真理先生
秋山 有梨先生
鍵田 侑奈先生
藤田 徹子先生
石村亜希子先生
井上 由夏先生
平峰 香子先生

潮来市立延方小学校
栃木市立藤岡第一中学校
高崎市立南八幡中学校
新座市立野寺小学校
千葉市立誉田中学校
横須賀市立汐入小学校
横浜市立岩崎小学校

「瑞 星」

めでたい兆しを示すという星

星の輝きは太陽や月ほどに大きくないが、
人々の心にほのかで優しい光を与えてくれる。
その光は、何光年ものかなたから地球に届き、
輝きは途絶えることはない。
養護教諭の活躍が、子どもたちの心に光として差し込み、それが
よい兆しとなり、子どもたちの前途に洋々たることを。そして、
同様に養護教諭の行く手にも光の道が開けゆくことを願い「瑞星」。

調査研究委員会
任期：令和３年・４年度
ブロック

委員名

大木
土屋
杉木
長生
森山

北海道・東北
関 東
中 部
近 畿
中国四国九州

速報

所属学校

亮子先生
律子先生
智子先生
光代先生
直美先生

郡山市立多田野小学校
南アルプス市立白根巨摩中学校
富山市立奥田小学校
海南市立亀川中学校
鹿児島県立鶴丸高等学校

第27回研究協議会のお知らせ
オンデマンド配信で開催決定

「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〜

特別講演講師

フォーラムコーディネーター

東京医薬専門学校・国士舘大学大学院非常勤講師
救急医・小児科医・麻酔医

境

野

高

資

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

びわこ学院大学教授

岩

崎

信

子

氏

皆様の
ご参加をおまち
しています。

