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副会長　嵯峨山文子

「たくましくしなやかに生きる子供を育むために」

会員の皆様には、日頃から本会の運営等に対し温かいご理解とご支援・ご協力をいた
だいておりますことに、深く感謝申し上げます。
また「第27回研究協議会」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本
年度もWEB開催といたしましたが、３月10日からのWEB配信では、全国から多くの皆
様にご視聴いただきましたことに、厚く御礼申し上げます。
多様なベクトルが同時に存在・交差し、変化が激しく先行きが不透明なこれからの時
代には、子供たちが生涯を通じて心身ともに健康な生活を送るための資質・能力を育成

することがきわめて大切です。
そこで今回の研究協議会のフォーラムでは、連携・協働の深化により、健康課題解決を目指した保健室経営の
あり方を追究いたしました。校種の異なる４人のシンポジストの方々の御取組を共有した上で、その後の意見交
換により、さらに学びを深めることができました。時代と共に刻々と変化する新たな健康課題を養護教諭の視点
で的確に捉えながら、PDCAサイクルに則った保健室経営の実践を積み重ねる意義を、改めて共有する一助とな
りましたら幸いです。
「一隅を照らす」新しい時代をたくましくしなやかに生きる子供を育むため、学校という場において、養護教諭
の私たちが、子供や子供を取り巻く健康課題に真摯に向き合い「子供たち一人一人の一隅を照らす」取組ができ
れば、それは、やがて大きな明かりとなることを信じてやみません。
さて、各研究会のご協力をいただき、「令和２年度　養護教諭の職務に関する調査報告」を昨年６月に、発刊す
ることができました。調査内容は、皆様のご意見をいただきながら、常に改善に努めているところです。今回は
新型コロナウイルス感染症対策についての項目も追加し、現状と課題を明らかにすることができました。この貴
重なデータを、今後の要請要望活動に生かしていきたいと思います。
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。会員の皆様におかれまし
ては、感染対策も継続しながら新学期を迎えられ、大変お忙しい日々をお過ごしのことと存じますが、くれぐれ
もご自愛いただきますようお願い申し上げます。

令和３年度学校保健及び学校安全表彰祝 文部科学大臣表彰
栃木県　栃木県立那須拓陽高等学校　安藤　季美　先生
埼玉県　さいたま市立浦和中学校　　吉田由美子　先生
千葉県　千葉県立市原八幡高等学校　田上あゆみ　先生
山梨県　市川三郷町立六郷小学校　　有野　久美　先生
岐阜県　岐阜県立岐阜北高等学校　　川田由美子　先生
奈良県　香芝市立関屋小学校　　　　上村　陽代　先生
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全国の養護教諭の皆様におかれましては、日頃より学校の中心となって学校保健活
動の推進にご尽力いただいておりますことに心から敬意を表し、感謝申し上げます。
また、本会の事業推進に多大なご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。近年、社会環
境や生活環境の急激な変化が子供たちの心身の健康に大きな影響を与え、様々な教育
課題が生じております。特に、新型コロナウイルス感染症は大きな課題であり、養護
教諭の皆様には、対応に多大なるご尽力をいただき、改めて感謝申し上げます。
さて、第３期教育振興基本計画では、「保健教育及び保健管理等を推進するため、そ
の中核的な役割を担う養護教諭をはじめ教職員の資質・能力の向上を図る」と示され
ており、令和３年中央教育審議会答申「『令和の日本型教育』の構築を目指して」では、

養護教諭の適正な配置とともに養護教諭には、その専門性や学校保健推進の中核的なコーディネーターの役割を
発揮し、組織的な学校保健を展開する必要が述べられています。養護教諭の複数配置については、毎年、多くの
学校保健会より要望が挙げられており、本会では教員の働き方の視点からも養護教諭の複数配置基準の見直しに
ついて文部科学省への要望を強化しております。
一方、改訂となった学習指導要領では、開かれた教育課程のもと多様な地域人材等と連携・協働して教育活動
を充実していくことが求められております。保健教育においても「学校医･学校歯科医･学校薬剤師」いわゆる三
師会と呼ばれる地域の医療系専門家との組織的連携が極めて重要であり、その要となる養護教諭の役割は益々重
要になってきております。
本会は文部科学省の指導の下、昨年度全国の養護教諭の皆様にご協力いただいた調査結果をもとに『学校保健
の課題とその対応」改訂版を発行しました。今年度は「学校保健の課題とその対応」「アレルギー講習会」等の研
修会を開催し、多くの養護教諭の皆様に出席いただきました。新型コロナウイルス感染症への対応は続いており
ますが、今後も新たな課題は発生します。本会の事業が養護教諭の皆様にとって新たな健康課題への対応力と専
門性向上への一助となることを願っております。我が国の未来を担う子供たちの心身の健康と成長に大きくかか
わる養護教諭の皆様による全国養護教諭連絡協議会が担っている役割は、今後もより一層大きなものとなってい
きます。養護教諭の皆様には、より学校保健活動の推進にご尽力いただきますようよろしくお願い致します。

新型コロナウイルス感染症の感染状況は、令和３年秋からは少し落ち着いてきたよ
うです。しかし、大勢の児童・生徒が集う学校では、気を緩めることはできません。
各学校では、教職員が一丸となって対応しており、中でも養護教諭は学校保健の専門
家として、その知見を生かして活躍しています。
現在、学校では、感染拡大の防止に取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症
が子供たちの心身の健康に及ぼす影響についての対応も必要です。令和２年の春以来、
学校では一斉臨時休業や、短縮授業、分散登校などの措置がとられ、身体活動量が確
保できず、運動不足になっている子供がたくさんいます。また、勉強以外でスマート
フォンやゲーム、テレビなどに費やす時間が増加し、慢性的な寝不足を抱えている子供も少なくありません。様々
なストレスに影響を受けやすい子供には、専門機関と連携して指導していくことが必要な場面もあると思います。
学校では、こうした子供たちを支えています。
学校保健の課題は新型コロナウイルス感染症のことばかりではありません。昨今の夏の酷暑に対して、熱中症
防止の対応を忘れてはなりません。また、我が国の死亡原因の第１位を占めるがんについては、生活習慣病など
の予防で「がん教育」の取組が推奨されており、健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理し、
がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい知識をもつという「がん教育」を、学校教育全体を通じて充
実させていくことも必要です。
全国養護教諭連絡協議会は、「養護教諭の職務に関する調査」の実施などの調査研究活動を基に、子供たちの健
やかな成長発達を願い、ヘルスプロモーションの理念に基づいた学校保健の推進に取り組まれています。生涯を
通じて心身共に健康な生活を送るための資質・能力を育成することはきわめて重要であり、こうした活動により、
日々、学校保健の中心的立場として子供たちの健康課題に対応している養護教諭の専門性をさらに高められ、全
国の学校で保健指導が一層の充実を図られることを期待いたします。

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　中　川　俊　男

全国高等学校長協会　会長　杉　本　悦　郎
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第27回研究協議会

・アレルギー、健康診断等複数の視点から丁寧にお話しいただき
勉強になりました。養護教諭の職務について、重要な点や改訂
された点をわかりやすく説明していただいたことで学びを深める
ことができました。
・日頃から学校保健の課題解決を意識した対応を心がけていき
たいです。今回の講演で学んだことを生かして現場でしっかり専
門性を発揮したいです。

参加者感想

・それぞれの先生の保健室経営に個性と工夫がありとても興味深かった。その学校の
実態と課題に応じた取り組みをされていて勉強になりました。
・専門職だからかこそ、活動を積極的に啓発することが大切だと実感しました。自分自身
も日頃のコミュニケーションを通して信頼関係を築いていきたいと思います。
・保健室経営は多角的な視点から実態を把握し子供たちの健やかな成長を目指した保
健室経営ができるように養護教諭としての資質、能力を高めていきたいです。
・職務の「見える化」は相互理解につながる。知らせたいことは、わかりやすくインパクト
のある掲示を考えるなどのコツを教えていただきました。
・自分の育成指標を意識した保健室経営計画の作成という視点も大切だということに
気づきました。

参加者感想

・コロナの影響で救命救急講習会などに参加できなかったので、
ガイドライン2020から最新の情報等を取り入れたお話は、大変
勉強になりました。
・緊急時において必要な情報「ＧＵＮＢＡ」は大変覚えやすく緊急時
の問診票にも早速付け加えたいです。
・頸椎保護のための頭部保持や止血、刺し傷の処置などをわかり
やすくお話しいただき大変参考になりました。止血後の保温は、悪
循環を断ち切る重要な蘇生行為の一つということを学びました。

参加者感想

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・食育課　 健康教育調査官

松　﨑　美　枝 氏

コーディネーター　びわこ学院大学 教授
岩　崎　信　子 氏

フォーラム

「連携・協働の深化により健康課題解決を
　目指した保健室経営のあり方を通して」

特別講演

「救急車が来るまでに養護教諭が
　できること／すべきこと」

フリーランス医師
（救急医・小児科医・麻酔科医）
境　野　高　資 氏

　瑞星編集委員会では、委員長の秋山 有梨先生
（栃木県）を中心に、瑞星第13号の発刊に向け編
集を進めています。

◇瑞星第13号実践事例集テーマ
「時代の変化に対応した学校保健活動の推進
　―連携・協働を深める養護教諭の役割―」
実践分野は「保健室経営」「保健教育」「保健管理」
の３分野です。各研究会から推薦された21名の養
護教諭に執筆を依頼し、幼稚園・小学校・中学校・
高等学校・特別支援学校での実践を掲載します。
　現代的な健康課題の解決に向け、教職員や家庭、
地域の専門機関と連携・協働を深めた実践、
PDCAサイクルを生かした実践など。自校の実践
に活かせる視点や、ヒントが得られる実践の数々
が掲載されます。
　令和４年12月の発刊を予定しています。

　調査研究委員会では、委員長の森山 直美先生
（鹿児島県）を中心に、隔年で行うWEBアンケー
ト調査「養護教諭の職務に関する調査」の準備を
進めています！
　今回の４年度の調査は、大きな節目の調査にな
ります。

予定調査時期：令和４年８月
　調査にご協力いただく方は、学校に勤務してい
る会員全員です。

　会員の勤務や職務の状況、会
員の思いを集約し、その結果は、
文科省をはじめとする関係機関
への要請要望に活用します。詳
細は、改めてお知らせします。
ご協力をどうぞよろしくお願い
いたします。

調査研究委員会 瑞星編集委員会

神戸市立南落合小学校
養護教諭

尾崎枝理子先生

千葉県いすみ市立大原中学校
養護教諭

鈴木　教予先生

埼玉県立川口北高等学校
養護教諭

岩﨑　雅美先生

静岡県立袋井特別支援学校
養護教諭

熊切　展子先生

シンポジスト
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　本会は昭和36年度に発足し、諸先輩方が土台を築き、長
きにわたって活動をしてきた研究会組織です。近年は「子ど
もの問題を見極める力、共通認識を図り組織を動かす力、専
門職として連携できる力を高める。」を目標に掲げ、今年度
は266名の会員で構成されています。
【研究活動】
　例年５月に行われる総会は、感染症拡大防止のため、昨
年度より書面決議となりました。８月に実施している研修会
は、昨年度は中止でしたが、今年度はZoomを利用して、大
規模に行うことができました。
　研修内容は、平成27年度から研究を重ねてきました「生活
習慣の改善に向けての手立て」について、児童生徒の肥満の
実態や対応を中心にした研究成果の発表、専門科医師や大学
教授によるより高度で専門的な視点での講義など、これまで
の研究の集大成としての研修会を実施することができました。
また、調査の中で明確になった実態、取組の好事例、指導用
資料など、会員が活用の際に使用できる冊子にまとめたものは
貴重な資料となりました。コロナ禍における研修として、初め
ての試みではありましたが、役員の挑戦する前向きな気持ちと
会員の職務に対する熱い意思を感じることができました。今年
度からは、新たな調査研究に向けて内容を精査しています。
過去には「養護教諭の行う健康相談」をテーマに「保健室登
校」「保健室以外登校」について長年調査研究を行い、明確
になった実態とその考察から導き出された養護教諭の関りにつ

いての資料は、冊子にまとめられ、今もって養護教諭の専門
性を生かす職務の礎になっています。
【広報活動】
　発足当時より発行している会誌も今年度で60号となり、会
員の活動実践や各種研究会の報告などが掲載され、それぞ
れの時代や子どもたちのニーズに合わせた実践が豊富にあ
り、私たちの財産となっています。研究会だよりは年４回発
行し、県内の各支部の研究会の様子を会員に周知していま
す。
　大きく世代交代を迎えた今、これまでの歩みを次世代にバ
トンを渡せるよう、会員相互の連携や絆を深めながら今後も
取り組んでいきたいと思います。

（文責 山梨県養護教員研究会 代表 土屋 律子）

研究会交流コーナー

◆山梨県養護教員研究会

　養護教諭の歴史は、明治38年に本県の竹鼻小学校と笠
松小学校に、全国に先駆けて学校看護婦が公費で雇用され
たのが始まりです。その後明治41年には、初の「専任学校
看護婦」として広瀬ます先生が岐阜市立京町小学校に配属
され、子供たちの健康を守るために奔走されました。本会は
その心を引き継ぎ活動しています。昭和22年に「養護教諭
連盟」として発足し、「養護部会」「養護研究部会」「学校
保健研究部会」の時代を経て、昭和53年より管理運営研究
会の中に養護教諭研究会が位置づけられて、現在の専門職
の組織団体となり、「小中学校教育研究会養護教諭研究部
会」として、今年度は会員数552名で活動しています。
【研究の概要・会誌「ようご」の発行】
　研究テーマを「養護教諭の専門性の向上を目指す～主体
的に健康課題の解決に取り組む子供の育成～」とし、「チー
ムとしての学校」の中で養護教諭が専門性を発揮し健康教
育を総合的に推進するために、一人一人の資質の向上を目指
しています。その上で、現代社会の中で生きている子供たち
が、自らの健康課題に気づき、主体的に課題解決のために
取り組む力を付けることを目的とし研究を進めています。
　研修会、講演会、研究大会の流れで研究を深めており、
今年度は、研究のまとめとして研究大会を開催しました。県
の研究テーマを受けて各郡市で研究を
進め、「保健教育」「健康相談」「保健
管理・安全管理」についての研究発表
を行い、学びを深めました。その内容
は、ホームページや会誌「ようご」にま

とめ、次の研究に生かすようにしています。
【関係機関との連携】
　本県は、小中学校と高校・特別支援学校とで分かれて研
究を進めていますが、同じ岐阜県の養護教諭として連携する
ために、自主研という形ですが「岐阜県養護教諭会」として
研修を行い、地区ごとに小中・高特で交流を行っています。
そこでお互いの状況を理解して業務の改善を図り、それぞれ
の研究に生かしています。学校保健会や教育委員会との連
携も密にし、子供の健康問題に早く対応できる体制を作って
います。
　これからも、目の前の子供が元気に生きていくことを願い、
養護教諭自身が力を付けることができる研究部会の運営を目
指したいと思います。
（文責 岐阜県小中学校教育研究会養護教諭研究部会 部会長 河合 淑恵）

◆岐阜県小中学校教育研究会養護教諭研究部会
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　三重県養護教諭連絡協議会は1997年に、養護教諭の資質
を高め、健康教育を推進するため全国の教育実践に学ぶこ
とを目的とし、全国養護教諭連絡協議会に加入しました。本
年度で設立24年目となります。教育現場で日々奮闘する養護
教諭が集い、会員どうしのつながりを強め、学びを深める機
会とし、資質向上をめざしています。県内の幼稚園・小学
校・中学校・高等学校・特別支援学校・その他に勤務する
養護教諭で構成され、現在は会員数412名（うち役員24名）
で運営しています。
【総会・研修会】
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会員が全員集
まることが難しい状況でしたが、どちらも感染症対策を行い
ながら、今、できることをできる形で進めていこうという思い
をもって、開催することができました。総会は、当初５月に
開催予定であったものを７月に延期し、対面形式でおこない
ました。活動の意義や目的を確認する大切な場としています。
研修会は役員のなかの学習部が中心となって企画し、第５波
と第６波の間に、対面形式・WEB形式を併用しておこないま
した。今年度は、講師に三重大学教養教育院　瀬戸美奈子
教授を招き「学校における児童生徒のチーム援助の在り方に
ついて」という演題での講演でした。子どもが抱える問題に
対し、支援に向けて、かかわる者たちがチームとして機能す
るために、どのようにとりくんでいけばよいかをわかりやすく
お話していただきました。講演のなかのグループ討議
（WEB参加者はミーティングルーム）では、校種や年代がち
がうメンバーで、さまざまな意見や思いを交流することができ

ました。２年ぶりに仲間とともに学びあう有意義な時間とな
り、たがいにつながり、研さんをしたいという熱が伝わり、
とても心強く、また嬉しく感じました。
【会誌の発行】
　会誌「はなしょうぶ」を年１回発行しています。研修会の
まとめを主な内容とし、今年度、第20号となりました。これ
まで先輩方が積みあげてきた成果と実績を守り、培ってきた
歩みを次世代に引き継いでいきたいと思います。
　新型コロナウイルス感染症は感染拡大を続けています。変
わりゆく生活環境にともない、子どもたちの生活や心に与え
る影響ははかり知れません。わたしたち養護教諭は、専門的
な立場で健康課題をとらえ、どのような役割を担っていくか
を、ぶれずに柔軟に考えながら研修をすすめていかなければ
なりません。困難な状況にも前を向き、パワーが充電できる
ような組織の活動をしていきたいと思います。

（文責 三重県養護教諭連絡協議会 会長 田端 恵実）

◆三重県養護教諭連絡協議会

　本会は、昭和21年（1946年）戦後日本国民の健康状態が
著しく低下していた時期に、学童の健康状態を回復させるこ
とが喫緊の課題となり、養護訓導の大幅増員が勧告された
同年に大阪市養護教員会として結成されました。今年で結成
76年になります。
　大阪市立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校に勤務す
る養護教諭をもって組織された研究会で、現在500人を超え
る会員が所属しています。子どもたちが生涯にわたって心身と
もに健康な生活を送るために必要な力の育成をめざし、養護
教諭の専門性を活かした保健教育の研究を進めています。
会長、副会長、顧問・研究推進の役員の他20名の運営委員、
35名の常任幹事をもって、校種間を越えた研究・研修会等
を企画し、養護教諭の資質向上と学校保健の充実に向けて
取組んでいます。
【全体会・研修会等の開催】
　例年は、７月に全体会、９月・12月に定例研修会、３月に
定期研修会と年４回の研修の機会を設定していました。令和
２年度・３年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止のために全体会は総会を書面決議とし、講演会については
中止、定期研修会は、会員数を４分割しての実施とするなど、
その時その時での対応をしながらの活動となっております。し
かし、令和３年11月を過ぎてからの全国の感染状況が、一旦
落ち着きをみせていたこともあり、去る12月には、感染防止対
策を行った上での研究発表会を２年ぶりに開催いたしました。
【研究誌『あゆみ』の発刊】
　本会の研究誌『あゆみ』には、校種別の共同研究発表の
内容と、本会研究部の組織的に行った研究についても掲載し
ています。その他、講師を招聘しての講演会の内容も掲載
し、貴重な研修の資料のひとつとして発刊を続けております。

【保健月報】
　本研究会の特色ある取組として、『保健月報』があります。
毎月、保健室に来室する子どもたちの状況を、内科的要因、
外科的要因、その他と分類し、日々データ入力を行い、その
結果を校種別に分析し、全市の傾向をつかみます。また、
当月の出欠状況や、各校園で取り組んだ保健行事、委員会
活動、学校保健委員会等についても、内容や実施状況等を
月々のデータとして同じように入力し、大阪市の保健室での
取組のビッグデータとしています。全市の養護教諭でその結
果を活用し、自校園の取組に活かすなど、『保健月報』は、
資料としても貴重なものになっています。（『あゆみ』に年間
分析したデータとして掲載しております。）
【ホームページ】
　大阪市養護教員会のホームページに是非、アクセスしてみ
てください。トップページでは、昭和37年から研究会等で必
ず斉唱をしている会歌を聴いていただくことができます。
　令和４年度からは、高等学校が大阪府に移管措置となるこ
とから、幼稚園、小学校、中学校の３校園種の研究会にな
ります。これからもずっと私たちは、養護教諭同士のつなが
りを大切にしながら、子どもたちの安心・安全のために活動
を続けていくことができる組織でありたいと思います。

（文責 大阪市養護教員会 会長 森川 真理）

◆大阪市養護教員会

R3.12.24研修会　講師先生と役員、学習部のみなさん
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全国養護教諭連絡協議会 第24回研修会

１　開催方法：WEB開催（オンデマンド）
２　配信期間：令和４年８月８日（月）～９月５日（月）
３　内　　容

４　そ の 他：参加費5000円（４口座一括）
　　　　　　　参加申し込み開始は、令和４年６月頃を予定しています。

「身近な解剖学
－からだの仕組みを楽しく学ぼう－」

文京学院大学保健医療技術学部
教授　樋口　桂氏

「子どもたちと生命倫理について考える
－海外渡航移植と国内臓器提供－」

「小児新型コロナウイルス感染症のこれまでとこれから」
富山大学　学術研究部医学系小児科学　講師　種市　尋宙氏

「対応が難しい保護者への理解と対応
～アンガーマネジメントの活用～」

早稲田大学教育学部　教授　本田　恵子氏

「救急医から伝える救急処置のコツと、
学校における緊急対応計画（Ｅmergency Ａction Ｐlan）の策定」

千葉市立海浜病院　救急科主任医長
NPO法人ちば救命・ＡＥＤ普及研究会理事長　本間　洋輔氏

　養護教諭の資質・能力向上を目指し、充実した内容の研修会を企画いたしました。感染症対策としてWEB開催し
ます。学校でも自宅でもご都合の良い時間に安心して参加することができます。今から夏の研修計画に加えていただ
き、私たちと一緒に学びませんか？
　多くの先生方の参加お待ちしています。

速報!

令和３年度　理事会
今年こそは、東京で理事会を開催したいと計画しておりましたが、新型コロナウイルス（オミクロン株）
感染症の急拡大のために、令和４年１月15日（土）会場及びZOOMによるハイブリッド開催をいたしました。

【理事の先生方】
北海道　東北ブロック　　　堀　川　智　恵（北海道）
関東ブロック　　　　　　　東　　　真理子（東京都）
中部ブロック　　　　　　　小　林　友　美（愛知県）
近畿ブロック　　　　　　　中　島　理　恵（兵庫県）
中国・四国・九州ブロック　金　丸　真　美（宮崎県）

各係･委員会等の経過及び進捗状況についてご報告した後、関係団体との連携について資料でご確認いた
だきました。また、本会は令和３年度に設立30周年を迎えましたがコロナ禍により、なかなか進めることが
出来なかった設立30周年記念事業の計画について承認していただきましたので、６月の総会での折に詳細に
ついて報告させていただき準備を進めてまいります。
さらに「WEB等での研修会開催における利点や課題について」「コロナ禍における学校保健活動での効果
と課題について」情報交換し、その他の要望等について、各ブロックからのご意見をいただきました。いた
だいたご意見は要請要望活動に活かしてまいります。貴重なご意見をお寄せくださった先生方、ありがとう
ございました。休日の中、ご参加いただきました理事の先生、重ねて感謝申し上げます。
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文部科学大臣表彰祝
養護教諭制度80周年記念学校保健功労者表彰として、232名の先生方が受賞されました。
おめでとうございます。

北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

北海道教育大学
福島大学

お茶の水女子大学
東京学芸大学

小笠原麻実子　瀧尻澄恵　佐藤智子　北村泰子　佐藤芳美　十川光穂　山田敬緯子　夏井寿
八木澤明美　八戸和子　岩間文子　米内山和代
入駒一美　瀬川貴子　中下玲子　福士典子
菅井理恵　阿部富子　千葉淳子　相澤知子　山家好美
藤嶋浩子　畑中裕子　髙瀬優子　萩庭千加子
柴﨑聖公　小国由美　小松ひろみ　長岡奈保子
喜多見久美　宍戸朋子　塩田咲江　田邊真佐子　酒井るり子
浅野明美　笹川まゆみ　小口博子　渡邊恭子　三次章江
増渕裕子　木村晴美　渡部るみ子　大畠秀子
佐藤敦子　霜田敦子　大谷由力里　小林幸恵
直井由美子　永島志乃　本庄朋香　石川美和子　大山洋子　辻野智香　坂本咲子
寺本久美子　木原薫　中澤恵津子　須田浩美　三上よしみ　一鍬田裕美　岸平直子
広瀬菜々子　井上眞理子　牛島三重子　佐草佐恵子　三木とみ子　山本志津子　西川路由紀子　川崎浩美
矢野和佳乃　前田智子　山岡昌子　鈴木芳子　松浦和代　今井真理子　萩野典子　後藤里美
志賀淳子　田中和子　原栄都子　小出園子　浅井里恵子
加賀谷満知子　湊良子　五十嵐恵美子　山田恭子
小坂富美子　宮田好子　⻆広美　座主真知子
酒井緑　奥田康子　小澤淳子　五十嵐利惠
岩間千恵　山坂浩子　深澤浩美　中野国代
小出まゆみ　中村まゆみ　宮田恭子　苅部あゆみ　長坂久子
田邉美和子　堅田伸子　藤田祐子　西田倫子　長瀬仁美
稲川秀子　藁科順子　西川美紀　清水佳代子　宮城友子　内田智子
遠山久美子　堀井道子　森英子　古田扶三子　中村恵美子　秋山志津子　渡邉律子　加藤晃子
髙山純子　久野弥生　近藤佳代子　小林恭子　吉田眞津子
山本直子　中村三恵　今堀直子　谷田淳子
堀井登志美　金澤眞弓　柴原和代　山﨑幸代　山本元美
瀨崎浩美　濱田美奈子　福池昌子　大西雅美　宮永啓子　小島美幸　米倉淳子　札場尚美
西村惠子　足立人美　野澤章子　髙宮城治美　田正司公代　竹内佳子　嵯峨山文子
澤井美智　喜多絹子　浅芝好子　長岡令子
青木京子　増井夕美　角谷雅美　尾﨑弘美
山本影子　下根ゆかり　中前緑
渡邊順子
神田美紀　坪井明子　上田江利子　冨岡淑子　太田泰子
葛原昭子　山田智子　内海民子　本岡千草　林久美子　
重政敦子　藤本恵子　江藤葉子　福光由紀恵
橘晴子　赤池幸子　布川美保　土橋茂美
宮脇貴子　佐藤明美　石川美保子
毛利弘子　木山裕美　村田ゆかり　谷本明美
森尾美子　白石直子　門田紀佐子　入吉美貴
中田雅子　山口典子　吉山祐子　原田美智子　中島かおる　佐藤利惠　内田素子
副島千鶴　藤﨑眞由美　向和子　村井勢津子
林明子　山田利香　大町尚美　森史江
松島裕美　川下裕美子　後迫貴利子　濱本祐惠
圖司和子　大渡文子　濱田寿美　田中生弥子
中平紫　田中ちどり　吉瀬恵子　赤塚悦子
川畑まゆみ　原田弥生　樋渡順子　境田純子　田野尻晃子
與儀真須美　宜保久美子　宮城克枝　大城直子
白石直美
森紀子
増田かやの
中谷千恵子

都道府県名 氏　　　　　　　　　　　　　　　名
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