
全国養護教諭連絡協議会

　副会長　山下　和美

養護教諭の思いと願いを伝えるために

　会員の皆様方には、日頃より本会の活動等に対し、深いご理解と温かいご支援、ご協
力をいただき心より感謝申し上げます。去る２月23日に開催いたしました「第23回研究
協議会」には、インフルエンザA型・B型が同時に流行し猛威をふるう中、全国各地より
多くの方々にご参加をいただき、盛大に開催できましたことに重ねて御礼申し上げます。
　社会環境の急激な変化に伴い、子供たちの心身の健康課題が多様化、深刻化していま
す。これらの健康課題を抱える子供たちに対し、養護教諭には、教職員や専門家スタッ

フ、家庭・地域、専門機関と連携しつつ、専門性を生かしながら的確な支援を行うことが求められています。
　今回の研究協議会のフォーラムでは、シンポジストの方々から、養護教諭の専門性を生かした子供たちの心身
の健康の保持増進に向けた取組が報告されました。どの取組においても、様々な健康課題に対してどのような力
をつけさせたいのか、養護教諭の子供たちへの思いや願いが込められた内容となっておりました。これらの素晴
らしい取組を基に、「チームとしての学校」における養護教諭の役割について、ご参会の皆様方とともに熱く協議
することが出来ました。
　昨年10月に発行いたしました「平成28年度　養護教諭の職務に関する調査報告書」では、児童生徒のアレルギー
疾患の有病率が増加し、現代的な健康課題の一つと捉えられていることから、アレルギー疾患に対する対応の充
実のために、「アレルギー疾患に関する状況について」を新たに調査項目に加えました。その中で、「アレルギー
疾患のある児童生徒への対応」として、９割以上の養護教諭が「アレルギー疾患の把握」「配慮・管理の確認」「教
職員への周知と共通理解」を挙げており、「校内の体制づくり」の必要性につながっていることが考えられます。
これらの調査結果からも「チームとしての学校」における専門職としての働きと養護教諭のコーディネーターと
しての役割を見ることができ、益々養護教諭としての力量アップが必要となってきています。
　子供たちの健康課題解決のためには、まずは、養護教諭自身が自信を持ち、子供たちに対する思いと願いを形
にし、生き生きと「チームとしての学校」の一員として、働き続けることが大切です。本会といたしましては、
扇の要のように全国の養護教諭、各関係団体等をつなぎ、養護教諭の専門性及び力量を高めるための活動をさら
に推進してまいります。
　今後とも、各研究会・会員の皆様方のご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

平成29年度全国学校保健・安全研究大会　表彰式
（平成29年11月16日　於：三重県津市）祝 文部科学大臣表彰

北村　雅子先生（群馬県）　　村井　伸子先生（埼玉県）　　中畑　直美先生（石川県）
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受賞おめでとうございます
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　貴会会員の皆様には、平成３年の発足以来、今日まで本会の事業推進に多大なご支援と
ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
　現在、国においては、「次世代の学校･地域」創生プランに基づいて地域と学校の連携・
協働に向けた改革が進められております。これからの学校は、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強く求められています。
　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、
様々な健康課題が生じておりますが、課題解決のためには、学校と学校医･学校歯科医･学
校薬剤師等の地域の医療専門家との組織的連携を一層強化するとともに、学校保健委員会

を核として家庭･地域社会との連携を深めることが極めて重要であり、本会が切に願うところでございます。
　私は、昨年から第９期中央教育審議会の委員を務めておりますが、昨年９月の中央教育審議会総会において、各地
域の教育委員会、学校保健会、三師会などの学校保健関係機関の恒常的な連携体制の構築について提言いたしました。
この学校と関係機関の連携の要となるのが養護教諭です。養護教諭の皆様は、健康相談等を通じて児童生徒の心身の
状況を的確に把握し、医療関係者及び地域の関係機関との連携を推進するコーディネーターとして、その役割は益々重
要になってきております。そのため、先ほどの中教審総会におきまして、教員の働き方改革に関連して、学校現場で中
核的に活動している養護教諭の複数配置基準の見直しと研修体制の拡充について要望させていただきました。
　本会は、文部科学省の指導、協力の下、学校保健に関する調査報告書やマニュアル等の発行、各種研修会の開催、
会報やポータルサイトにおける情報提供など様々な学校保健の事業を推進しております。貴会におきましては、本会の
事業を会員の皆様方の資質向上にお役立ていただければ幸甚でございます。
　末尾になりましたが、我が国の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、今後も本会の構成団体として、日本学校保健会の事業にご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　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。
　近年、グローバル化や情報化が急速に進展し、社会が大きく変化し続ける中で、学校に
おいても、子供を取り巻く状況の変化や多様化・複雑化した課題に向き合うため、教職員
に加え、多様な背景を有する人材が各々の専門性に応じて学校運営に参画することにより、
学校の教育力・組織力を効果的に高めていくことが求められています。
　このような状況認識に基づき、教職員が指導力を発揮できる環境を整備し、「チームとしての学校」の力を向上させる
ための方策について検討がなされ、「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日 中央
教育審議会答申）」が提言されました。
　この答申の中で、養護教諭は、児童生徒の身体的不調の背景に、いじめや不登校、虐待などの問題が関わっている
こと等のサインにいち早く気付くことが出来る立場であることから、児童生徒の健康相談において重要な役割を担ってい
ること、さらに、教諭とは異なる専門性に基づき、心身の健康に課題のある児童生徒に対して指導を行っており、従来
から力を発揮していた健康面の指導だけでなく、生徒指導面でも大きな役割を担っていることなどが示されています。
　様 な々課題を抱えている児童生徒に適切に対応するためには、養護教諭の専門性を高めるとともに、教職員、スクー
ルカウンセラー及びスクールソーシャルワーカー、学校医等の専門スタッフ並びに関係機関等との連携におけるコーディ
ネーターとしての役割を果たすことが求められています。
　養護教諭がこのような役割を果たすために、貴会において実施されている研修会など、資質向上を図るための取組に
大いに期待しているところです。
　結びに、児童生徒の健康課題の解決に向けてより一層の御尽力をお願いするとともに、貴会のますますの御発展及び
会員の皆様の御活躍を心よりお祈り申し上げます。

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
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平成28年度養護教諭の職務に関する調査　ダイジェスト報告№２

平成29・30年度調査研究委員始動しました

委 員 長：中国・四国・九州ブロック 上野　芳子 先生（倉敷市立西阿知小学校）
副委員長：近畿ブロック 上口　友実 先生（長浜市立虎姫中学校）
　　　　　北海道・東北ブロック 石塚　愛実 先生（南部町立剣吉小学校）
　　　　　関東ブロック 進藤　りか 先生（川崎市立東小田小学校）
　　　　　中部ブロック 竹内　雅子 先生（福井市立豊小学校）

　平成29年10月15日第1回委員会を開催し、「平成30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人の委員で、丁寧に調査
項目の見直しから始めています。よろしくお願いします。

相談内容では「人間関係に関すること」「身体の健康に関すること」「頻回来室者」「不定愁訴」の割合が高い。他に
も「起立性調節障害」「自傷行為・自虐行為」「性に関する問題」「神経症傾向」と相談内容が多岐にわたっている。

健康相談を行う上での問題点や悩み等では「心の健康問題が増加・多様化している」と答えた割合がどの年代でも高く、
「自己の知識や力量に不安を感じる」の割合は経験年数が少ないほど高い。

(1) 健康相談を行った事例の内容

(2) 経験年数と健康相談を行う上での問題点や悩み等との関連　(60%以上の回答があった項目のみを掲載)
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●素敵なお話で心が洗われました。あすかさんの頑張りはもちろ
んですが、あすかさんが愛されていると感じることができる家
族の皆さんの愛の深さを感じ、大変感動しました。

●講演を聴きながら様 な々子供たちの姿が浮かびました。声にな
らない困っている子供たちに気付く、一番近い立場にあると思
うので、それができるようになりたいと思いました。

●一人一人の子供たちに「ありのままのあなたが素敵」と伝え
ていきたいと思います。

●あすかさんのこころの音色と声に涙があふれました。これまで
のご苦労とあすかさんの辛さ、そこからどのように今があるの
かをお聞きすることができ、これから関わる子供たちの気持ち
をしっかりと理解していけるよう努力したいと思いました。

●発達障害のある子供自身の苦しさ、もどかしさ、又その家族
の苦しさを感じると共に、周囲の環境や理解によって、それが
個性と成り、輝けるんだなと言うことがとても嬉しいと思いまし
た。

第23回研究協議会報告 開催日：平成30年2月23日（金）　会場：メルパルクホール

主　　題

「時代の変化に対応した養護教諭の役割を追究する」
　　　　　　　～『チームとしての学校』の力を高める養護教諭の役割とは～

特別講演

「発達障害のピアニストからの手紙
　　　　　　　　～どうして、まわりとうまくいかないの？～」

発達障害のピアニスト　野田あすかの母　野　田　恭　子 氏

基調講演

「現代的健康課題を抱える子供たちへの支援
　　　　　　　　　　～養護教諭の役割を中心として～」

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　松　﨑　美　枝 氏

　降雪の予報も小雨に変わった中、文部科学省初等中等教育局健康教
育・食育課課長三谷卓也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。
　1,000人を超える全国からの参加者と共に「『チームとしての学校』
の力を高める養護教諭の役割」を追究することをキーワードに、養護
教諭の今、そして未来へつながる子供たちへの健康教育の専門職とし
ての資質向上に向けた、大切な時間が共有できました。

参加者の声

●最新のH28年度保健室利用状況に関する調査結果を端的に説
明していただき、又、発行された冊子の重要ポイントの解説
を聞くことができ、大変参考になりました。再度読み直し、
日々の実践につなげたいと思いました。

●健康診断結果を踏まえた子供たちの健康課題と養護教諭が取
り組むべきこと、取り組み方など、とてもわかりやすい内容で
した。

●チーム学校として、養護教諭として情報共有を心がけているつ
もりですが、家庭の様子がなかなか保健室まで届かなくて、
悩んでいたところでした。この冊子を元に積極的にチームの一
員として動いていきたいと思いました。

●養護教諭の役割を再確認できたことや、子供たち一人一人の
ニーズに応じた支援を組織的に対応することが大切だと理解し
ました。

参加者の声
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フォーラム

「養護教諭の専門性を生かした
　　　　　　　子供たちの心身の健康の保持増進に向けた取組とは」

コーディネーター　愛知教育大学長　後　藤　ひとみ 氏　
シンポジスト　山口県光市立浅江小学校　宮　本　妙　子 先生

山梨県北杜市立明野中学校　小　泉　明　美 先生
秋田県立本荘高等学校　村　上　まゆみ 先生

茨城県立水戸高等特別支援学校　山　口　麻由子 先生

●育てたい４つの力を踏まえた取組の発表になっていて、基調講
演で「なるほど」と思ったことを「このように実践しています」
と言う具体的な内容だったので、とても勉強になりました。

●様々な校種によって課題も様々ですが、大切なのは養護教諭
の専門性を生かすことやチームとして機能する学校組織だなと
感じました。

●私は養護教諭の専門性は「総合的にみる」で納得しました。

●どの校種の先生方も、子供たちの為に何ができるかと言うこと
を一生懸命考えて取り組んでいたのが良く伝わってきました。
先生方の実践を見習い、自分なりに課題を見つけたところです。

そして、いつも子
供のために考えら
れる養護教諭でい
たいと思いました。

●後藤先生の鋭いコメントや、フォーラム前段階での3つの視点
の提示などで、充実したシンポジウムに参加できました。そし
て、とても沢山のエネルギーや刺激をいただきました。

●和田前課長の感想と養護教諭へのエールに感激しました。養
護教諭の役割や専門性を意識すると共に、学校保健委員会を
盛り上げていきたいと思いました。

参加者の声

全国養護教諭連絡協議会 第21回研修会
132名（標準収容人数）
＊定員になり次第締め切り

募集定員
3日間参加 15,000円       
2日間参加 11,000円　　　　　　　　　
1日間参加 6,000円

参加費
速報!

平成２９・３０年度新理事紹介
よろしくお願いします

　今年度から理事会として開催は年１回となりました。
　各ブロックの活動と課題、事務局からの連絡をまとめておくことに
より、短い時間ながら密度の濃い内容の理事会となりました。

北海道・東北ブロック　菊地　玲子 先生（盛岡市立米内中学校）
関東ブロック　　　　　森山みちる 先生（板橋区立板橋第二中学校）
中部ブロック　　　　　長瀬　仁美 先生（関市立桜ヶ丘中学校）
近畿ブロック　　　　　吉川　りか 先生（京都市立柏野小学校）
中国・四国・九州ブロック　重政　敦子 先生（山口県立徳山高等学校鹿野分校）

写真右から

平成30年8月2日（木）・3日（金）・4日（土）
ヒューリックカンファレンス（浅草橋駅前）

募集期間（6月18日～7月6日予定）

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

日時

場所

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いたしました。
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。

「今さら聞けない、
　一人でも安心できる保健室対応」

「チーム学校における養護教諭への期待」
　～教育相談・特別支援の充実に向けて～

東京成徳大学大学院心理学研究科長
石隈　利紀氏

たけしファミリークリニック院長
千葉大学医学部臨床教授　北垣　毅氏

1日目（8月2日木）

「多数のけが人が
　　同時に出たときの災害時対応」

「起立性調節障害
～教育現場での対応と心構えを考える～

東京医科大学小児科学分野　助教
呉　宗憲氏

日本体育大学保健医療学部助教
鈴木　健介氏

2日目（8月3日金）

「保健学習における授業づくりの押さえどころ」
　　　　　　　　～新学習指導要領を踏まえて～

「虐待から見える社会」
～養護教諭に求められる気づきの感性　
　　　理論と演習（ケースメソッド）～

静岡大学教育学部養護教育専攻教授
鎌塚　優子氏

埼玉大学教育学部教授　戸部　秀之氏

3日目（8月4日土）
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　本会は昭和24年に「富山県学校衛生会養護部会」として
会員54名で発足しました。会の名称は時代の流れとともに変
わり、平成22年から現在の「富山県養護教諭会」の名称に
なりました。本会は、「会員相互の連携を図り、養護教諭の
職務等について研修と調査研究を行うとともに、養護教諭の
資質を高め、学校保健の向上に寄与すること」を目的とする
教育研究団体です。
　現在、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の養
護教諭、養護助教諭の360名で構成し、役員９名と地区理事
19名が中心となり、会の運営をしています。４月に全会員に
よる総会を開催し、１年の活動を開始しています。本会の主
な活動は次のとおりです。
○夏季研修会の開催
　今年度は、午前中の全体研修会では、本会調査研究部の
研究報告の後、埼玉大学教授の戸部秀之先生から「子供の
動機付け、行動変容、そして自己実現を目指す健康教育」と
題してご講演をいただきました。午後からは、実践力の向上
を目指して６つの分科会〈「保健教育の実際」「重症度判定の
ためのフィジカルアセスメント」「健康教育教材づくり」「健康
づくり推進の実践」「がん教育の実践」「救急法の実際」〉を
企画し、会員は自分のニーズに合わせて意欲的に学びました。
○調査研究
　この２年間は、富山県の事業である「健康づくりノート（と

やまゲンキッズ作
戦）」（生活 実 態
調査）の10年間の
結果から、子供た
ちの心と体の健康
課題を分析し、課
題解決に向けた会
員の実践事例をまとめました。そして、富山県教育委員会と
連携して「とやまゲンキッズ作戦活用実践事例集」を作成し、
各学校に配布しました。今後の富山県の子供たちの健康教
育に有効に活用されることを期待しています。
○会誌･会報の発行
　年２回の会報と会誌「たてやま」の編集と発行を行ってい
ます。会誌は、昭和32年から発行され、様々な研究や取組
を通して会員が共に学び合ってきました。夏季研修会の報告
や調査研究部の報告等とともに、近年では、若手養護教諭
の参考になるよう、若手養護教諭の実践事例も紹介するよう
にしています。
　富山県養護教諭会は、平成30年度で創立70周年を迎えま
す。先輩諸氏の築かれた足跡と高い志を受け継ぎ、更なる
養護教諭の資質の向上と学校保健の充実を目指して、今後も
活動していきたいと思います。

（文責　富山県養護教諭会　会長　渡辺 克美）

研究会交流コーナー

◆富山県養護教諭会

　今年で創設70周年を迎える福井県養護教諭研究会は、県
内の小・中・高・特別支援学校養護教諭340名が全員加入し
ている団結した組織です。昭和23年５月に発足し、６月の福
井大震災で子供達の心のケアなどの夏季巡回指導をしたこと
が最初の活動でした。
①３つの班と２つの専門委員会･･･運営組織
　役員４名と各市町ブロックから選出された22名の理事が、研
究協議会および研修会を運営する「研究・研修運営班」・現
職教育の在り方や執務状況の調査研究を行う「職務研究調
査班」・研究誌の編集をする「研究誌なかま編集班」の３つ
の班に分かれ活動します。さらに、専門部会として、平成16
年の福井豪雨で、養護教諭がサポート隊として被災校の子供
達の心のケアを行ったのを機に設けられ、今も継続されている
「災害時支援委員会」。研究会が県内の養護教諭同士の連携
を深める場として立ち上げたホームページの管理運営をする
「ホームページ作成委員会」があります。
②全会員が参加する「研究協議会」と「冬季研修会（総会
含む）」･･･大きな事業
　会員全員が一堂に会する事業として、研究実践活動の中心
となる「研究協議会」と「冬季研修会（総会含む）」を各年
１回行っています。研究協議会は、昭和28年度に第１回が開
催され、今年度65回目を迎えます。最近は、午前中は７つの

テーマを設け分科
会別に実践研究発
表を行っています。
意義のある会にす
るために、会員が
希望した分科会に
参加できるように調整する、協議内容についての事前アンケー
ト。研究発表後の研究協議が深まるように、KJ法や模擬授業
等工夫しています。さらに、参加者が発表を参考に実践した
ことなどを「サンクスカード」に書き発表者に感謝の気持ちを
伝えています。ただ今年は、福井県養護教諭研究会創設70
周年記念のため、「災害時支援委員会からの発表」「記念講
演」「研修会」を企画しました。
③福井県の養護教諭をつなぐ研究誌「なかま」
　研究誌は、昭和32年より発行されています。当初は新聞形
式であったのが、昭和40年には現在の冊子になり、研究誌「な
かま」として発刊、今年度で第54集となります。来年からは、
80周年に向けて新たな歩みを始めます。研究誌の「なかま」
の名の通り、先輩方の熱い思いを受け継ぎ、未来を見据えて、
福井県の養護教諭同士、学び合い・助け合い・高め合いな
がら、専門職の養護教諭として、深化を図っていきたいと考え
ています。　（文責 福井県養護教諭研究会 会長 竹内 雅子）

◆福井県養護教諭研究会
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　本会は、昭和27年長野県養護教員研究会の名称で県内の
小学校、中学校、高等学校の養護教諭456人で発足しました。
その後、昭和37年に長野県養護教員研究会が発展的解消し、
長野県学校保健会養護教諭部会と名称を改め発足しました。
現在の会員数は739人で本部役員８人、幹事５人が中心となり、
県内20支部の地区代表者と協力して会を運営しています。
　全校種（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支
援学校）の養護教諭が加入している本会は、「学校保健の
向上推進に寄与する」ことを目的に活動しています。
○本県の研究
　本会では２年毎に一つの研究に取り組んでいます。平成
29・30年度の研究としては、「養護教諭が行う救急処置から
はじまるアセスメントを研究テーマに、養護教諭が行う救急
処置時のアセスメントの実態を調査し、事例から支援内容を
分析することで、「チーム学校」の中で養護教諭の専門性を
生かした役割が明らかにできるよう研究をしています。研究
冊子は平成30年度発刊予定です。会員からは発刊が心待ち
にされています。
○「保健のあゆみ」の発刊、「部会報」の発行
　毎年、会誌「保健のあゆみ」を発刊しており、平成29年
度は66集を発刊します。会誌の内容は「実践報告」「大会
参加報告」「研修会・研究協議会報告」「退職された先生か
らのお言葉」「地区の研修・研究」「養護教諭部会の活動よ
り」で構成されており、養護教諭の資質の向上を願って、内
容の充実に努めています。また「部会報」は年２回発行され、
会員の交流の場となっています。

○研究協議会
や大会
　研究の２年目
には、県教育
委員会保健厚
生課と共催し、
研究テーマと関
連した内容で養護教諭研究協議会を企画運営しています。
また毎年行われる長野県学校保健・安全・給食大会では養
護教諭部会から実践発表しており、今年は「海外修学旅行
における保健管理」の実践発表がされました。
○関係機関との連携
　県医師会、県歯科医師会、県薬剤師会とそれぞれ毎年、
懇談会を実施しており、会員からの意見要望をもとに話し合
いの機会を持っています。また、長野県小児保健協会に参
加し、子どもたちの健康課題についてレポート発表をしてい
ます。今年は「地域の特性に応じた発達障がいの子どもた
ちの支援体制づくりと医療の役割」をテーマに養護教諭部会
からは「発達障がいと高校での課題」のレポート発表がされ
ました。
　今後、長野県でも現在大きな層となっている50代が退職を
迎え、若手へ世代交代が進みます。20支部それぞれの地区
代表者を中心に研修を組みながら、県全体では学校保健活
動の継承と養護教諭の資質向上に取り組んでいきたいと思い
ます。
（文責　長野県学校保健会養護教諭部会　部会長　山寺 智子）

◆長野県学校保健会養護教諭部会

　本会は、昭和24年12月に「岡山県養護部会」の名称で組
織されました。その後、名称の変更や会則の改正を行いなが
ら、「児童生徒及び教職員の健康の保持増進を期し、あわ
せて会員相互の研究向上を図る」ことを目的とし、現在は「岡
山県学校保健会養護教諭部会」として活動しています。平
成29年度の会員数は737名で、20名の役員と45名のブロック
理事で活動を展開しています。また、研究部として研修推進
委員会、ブロック研究推進委員会、情報教育推進委員会の
各委員会で取組を行っています。
【研修会の開催】
　全会員を対象とした研修会を６月と１月の２回開催していま
す。平成29年度６月の研修会では佛教大学教育学部教授
原清治先生によるご講演、県内養護教諭によるアドバンス研
修を行いました。１月の研修会では「災害時の学校保健の
役割」と題して、畿央大学の准教授　古川恵美先生、宮城
県気仙沼向洋高等学校の保健主事　阿部葉子先生、養護教
諭　松本敦子先生にご講演をいただきました。
　夏休み中には校種別に、指導連絡、研究発表、講演を内
容とした研修会を開催しています。
【研修推進委員会】
　今後の運営方針や研修内容などについて意見交換し、部
会の方向性を明確にしています。

【ブロック研究
推進委員会】
　養護教諭の
専門職として
の資質向上を
図るため、会
員全員で積み
重ねた実践や研究を共有できるように、「学校保健必携～養護
教諭マニュアル～」「学校保健必携～健康教育編～」の編集
や発行などを行っています。平成29年度は各ブロックから提出
された「保健室経営計画」を編集し、実践事例集を発行しま
した。
【情報教育研究推進委員会】
　岡山県学校保健会養護教諭部会ホームページ「なごみ」
の管理と運営をし、部会からの情報発信をしています。ま
た、年に１回希望者対象で、委員自らで企画・運営・講師を
する養護教諭情報教育研修会を開催し、保健室で使うため
のエクセルやパワーポイントのスキルアップを目指しています。
　岡山県学校保健会養護教諭部会では、今後も世代を越え
て養護教諭同士がつながり、経験年数に関わらず各校でより
よい取組や活動を推進し、専門職としての資質向上と執務へ
の意識を高めるために活動していきたいと思います。
（文責　岡山県学校保健会養護教諭部会　部会長　西田 直美）

◆岡山県学校保健会養護教諭部会
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