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会長挨拶
会長 荒木田美香子
（国際医療福祉大学）

2020年から小学校で新学習指導要領が実施さ
れます。日本養護教諭養成大学協議会は2019年
度の新規加入校（新見公立大学・森ノ宮医療大
学）を迎えることが出来ました。また令和とい
う新しい時代にさらに養成教育の充実につなが
る活動を展開していきたいと思っております。
本会は、広報・渉外委員会が会員校への情報
提供を行い、FD検討委員会は教職実践演習にお
ける会員校の現状とニーズ調査結果をもとに
「実践力を高める演習の進め方」を検討してい
ます。養成制度検討委員会・カリキュラム検討
委員会（合同）では「養護教諭養成モデル・コ
ア・カリキュラム」の構築に向けて取り組んで
います。これらの活動の次に来るものとして
（個人的な見解ではありますが）、本会の役割
として、「養護教諭養成教育の質評価の指標」
作成が必要になるのではないかと考えています。
文部科学省中央教育審議会は、2018年11月に
「2040 年に向けた高等教育のグランドデザイ
ン（答申）」を発表しました。この答申の趣旨
は、日本の人口が減少し、予測不可能な時代を
生きる人材育成を担う高等教育が目指すべき姿
を示すものです。
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その中に「設置基準の見直し」（定員管理、
教育手法、設置設備等について、時代の変化や
情報技術、教育研究の進展などを踏まえた抜本
的な見直し）、「認証評価制度の充実」といっ
た記載があります。
これらの内容は、高等教育の質の確保に関す
るもののようです。高等教育の質の確保・評価
については、医学・歯学・薬学・看護学・リハ
ビリテーション科学では既に分野別認証評価制
度を構築し、実施しています。教育学の分野別
評価がどのような方向性に進むのかはわかりま
せんが、これまでの経験から考えますと養護教
諭養成教育の評価指標設定などは一般教員のも
のに一歩遅れて提示されるのが常のように思い
ます。それはそれとして、本会では「養護教諭
養成教育の質の自己評価指標」を作成すること
は可能です。本会が「養護教諭養成モデル・コ
ア・カリキュラム」を公表することができれば、
その教育をどれぐらい実施できているのか（教
育内容の評価）、これまでも問題になってきま
したが、養護教諭経験のある専任教員が養護概
説を担当しているのか、看護学を教える教員の
要件は何か等（教育体制の評価）、養護実習の
指導状況、アクティブラーニングの実施状況
（教育方法の評価）等の評価指標を出すことが
できます。また、それらの評価指標について、
本協議会が行っている基本調査との兼ね合いを
考慮しながら、毎年調査し、全体結果を会員校
に提供するということも可能になります。この
活動については、今後、役員会の中で検討して
いく予定ですが、高等教育を担う機関として、
重要な事項ではないかと考えています。
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各種委員会報告
「教育課程（カリキュラム）検討委員会」
「養成制度（法制度）検討委員会」
活動計画
委員長

「FD検討委員会」
委員長

活動計画

松枝睦美（岡山大学）

大川尚子（京都女子大学）

教育課程（カリキュラム）・養成制度（法制
度）検討委員会では、一昨年度、養護教諭養成
大学の養護専門科目の教育課程の現状を把握し、
今後の養成カリキュラムの充実と免許法改正に
向けた基礎資料とするため、各大学の養成カリ
キュラムの実態調査を実施しました。
今期（2018～2020年度）の検討委員会では、
これまでの教育課程（カリキュラム）検討委員
会の成果と前期の調査結果を生かして、各大学
の養成教育へ生かすことのできる本協議会独自
の「養護教諭養成モデル・コア・カリキュラ
ム」を作成しています。
そのために、昨年度のセミナーでは、協議会
が実施した「養護教諭養成大学における教育課
程の現状に関する調査」の結果を詳細に報告し、
すでに日本教育大学協会や日本看護系大学協議
会養護教諭養成教育検討委員会が作成している
「養護教諭養成モデル・コア・カリキュラム」
を紹介していただきました。
また、分科会において、「保健室経営の理論
及び方法」「健康教育の理論及び方法」「小児
疾病論」の内容について、グループワークを行
い各大学の開講状況や工夫している内容を交流
し、本協議会の「養護教諭養成モデル・コア・
カリキュラム」の構築に向けて検討しました。
今年度の養成教育セミナーは、日本養護教諭
養成大学協議会が作成した「養護教諭養成課程
コアカリキュラム（養大協版）2020」について
説明し、そのコアカリキュラムをもとにグルー
プワークを実施したいと考えております。
そのために、「養護教諭養成課程コアカリ
キュラム（養大協版）2020」についてのご意見
をお聞かせいただきたいと考えています。7月
中に事務局からご依頼させていただきますので、
ぜひともご協力くださいますようよろしくお願
いいたします。 会員校のご意見をふまえて、
養成教育セミナー及び総会で再度提案させてい
ただきたいと考えています。

FD検討委員会は、養護教諭養成における教職
実践演習の計画とその評価方法モデルを提案し
たいと考え、活動をすすめています。まず初年
度である2018年度は「教職実践演習（養護教
諭）」における現状とニーズを把握するために
調査を実施させていただきました。皆様のご協
力に感謝申し上げます。
本調査結果より、現在実施している「実践的
指導力を身につけさせるための方法と内容」の
回答では、方法として、グループワーク、PBL、
ケースメソッド、シミュレーション、ロールプ
レイ、模擬授業等がありました。内容として
「保健室経営」「健康課題への支援」「特別な
支援が必要な子どもへの対応」「健康教育・保
健指導」「救急処置活動」「危機管理」等の演
習でした。ただし、具体的な進め方には負担感
もあり、授業計画や評価規準様式など、演習の
内容を充実させるための教材やテキストの提案
への要望がありました。
つぎに、今後取り組みたい演習としては「危
機管理体制」「災害時の連携」「個別支援の連
携」「医療機関・地域連携」等、連携に関する
内容でした。
実施評価に関しては、自己評価に併せて相互
評価や他者評価に取り組む会員校もありました
が、取り組みたいが難しいとの回答も寄せられ
ました。
そこで、今年度の活動計画としては、まず、
要望に即してそれぞれの養成大学における到達
目標等に活用可能な演習の実施から評価をパッ
ケージとして検討し作成します。次に、会員校
に試用いただき意見を集約し必要に応じて改善
を行います。さらに、「学生が身に付けた資質
能力の最終確認」のための多面的な評価方法の
検討をすすめる予定です。
2020年度は「取り組みたい内容」としてニー
ズの高い「連携」に関する演習立案に関する養
成教育セミナーの実施計画をすすめていきたい
と考えております。
皆様のご協力をどうぞよろしくお願い申し上
げます。
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日本養護教諭養成大学協議会
2019年度総会および養成教育
フォーラムのご案内

2019年度

総会及び養成教育フォーラム

養成教育セミナーの
ご案内

2019年度

養成教育セミナー

 日時：2019年9月10日（火）
10：00～16：00



日時：2019年9月9日（月曜日）
13：00～16：50

 場所:

きゅりあん・１階小ホール
（東京都品川区東大井5-18-1）



場所：きゅりあん １階 小ホール
東京都品川区東大井5-18-1

 内容：
午前中 総会/委員会報告
午 後 養成教育フォーラム
「養成大学として育成指標を
どのように活用するか（仮）」



内容：日本養護教諭養成大学協議会版
コアカリキュラムの作成に向けて



現在の進捗状況を報告後、グループ
に分かれて、検討を行う予定です。
なお、グループ分け等、詳細につきま
しては、コアカリキュラムのアンケート
をメール配信するときに一緒にご案内さ
せていただきます。

1.

2.
3.
4.

基調講演１
文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課 担当官
基調講演２
全国養護教諭連絡協議会
埼玉県の状況
埼玉県教育委員会・女子栄養大学
横浜市の状況
横浜市教育委員会

＊内容及び発表者は変更する可能性があります

○情報交換会のご案内
養成教育セミナーの後は、養護教諭養成
に係る教員が全国から集い、情報を交換
できる場として、情報交換会を開催しま
す。
それぞれの大学が抱える養成教育の現
代的な課題を交流できる機会となります。
皆様、是非ご参加ください。
参加受付：事前申し込み
会費：5.000円（当日支払い）
会場：「きゅりあん6階」
担当：池添志乃・竹鼻ゆかり
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2018年度からの
新規加盟大学の紹介

筑波大学
出口

新見公立大学
郷木

義子

奈緒子

筑波大学 医学群 看護学類では、学内選抜の後に
指定の科目を履修すると養護教諭一種免許を取得す
ることができます。本学類は2002年に設置され、
2018年度までに177人が養護教諭一種免許を取得し
ています。養護教諭選択者は卒業までに最低146単
位を修得します。
カリキュラムは基礎科目、専門基礎科目、専門科
目よりなります。基礎科目では、学生は教職科目の
授業のために南北約４km、東西約１kmにわたる広大
なキャンパスを自転車で移動して教育学や心理学、
障害学の授業を受講します。専門基礎科目では「こ
ころと行動の科学」「人間と生命科学」「生活支援
科学」を３つの柱として、多様な人間の価値観を理
解し、看護学理論を構成する主要な概念として「人
間」「健康」「生活」「看護」を学びます。臨床心
理士による教育心理学やカウンセリング論は必修で、
特に心理的なケアを必要とする子どもとその家族、
発達障害の傾向のある子どもとその家族への対応の
実際に力を入れています。専門科目では、養護教諭
選択者だけが履修できる授業があります。その他、
学類の先進的な取り組みとして看護の探求、国際保
健学などを学習するとともに、チーム医療の体験と
して医学、医療科学、薬学などの学生と医療チーム
ワーク演習なども実施します。
学生は、限られた時間の中で、授業時間以外にも
ゼミを実施したり、学校にボランティアに行ったり
して努力し、全国各地に就職しています。看護学を
基礎とした学類教育を通じて、多様な価値観を理解
できる養護教諭としての活躍を期待しています。

新見公立大学は岡山県北西部に位置し、自然に恵
まれた人口3万人弱の新見市にあります。「誠実、
夢、人間愛」を建学の理念に1980年に新見女子短期
大学として開学以来、小規模大学の特性を活かし、
教員と学生との距離が近い血の通う教育を基本に、
質の高い教育カリキュラムの構築と改革を繰り返し
つつ、看護、保育、介護の専門職人材を輩出してき
ました。
2019年より2010年に4年制化した看護学科を基盤
として短期大学の2学科を4年制に改組し健康科学部
1学部3学科（健康保育、地域福祉、看護）体制で専
門職としての知識・技能・人間力を磨く学びのスタ
イルを深化させています。これを機にこれまで懸案
だった看護学科での養護教諭1種免許の養成課程を
立ち上げました。これまでにも養護教諭として学校
現場で活躍している卒業生がいますが、ほとんどの
卒業生が本学を卒業後に他大学の別科等に進学し、
養護教諭1種免許を取得し現場に出ていました。こ
のような卒業生の思いや、地域に根差した公立大学
という特色を生かしながら入学してくる学生たちの
選択肢を広げることに繋げていくことができます。
看護学科の定員は80名ですが、このうち10名の学生
が選択により履修することができます。養護実習は
新見市教育委員会との連携のもと、新見市内の小・
中学校で行うことを快諾していただいています。養
護実習だけでなく学習支援、保健室ボランティア、
地域ボランティア等、教育委員会や学校現場の先生
方、地域の人たちとの連携体制もでき始めています。
忙しい看護のカリキュラムの中での養護教諭養成は
日本赤十字秋田看護大学
厳しい面もありますが、看護師資格と併せ持つこと
小笹 典子
の意義は大きいと考えています。
4年後にどのような1期生を
本学は赤十字の「人道：Humanity」の理念を
学校現場に送り出すことが
基調とし、災害看護をはじめ「生きる」を支え
できるのか模索しながら担
るスペシャリストの養成が特色で、看護師養成
当者一同頑張っていきます
のでよろしくお願いします。 123年の歴史ある伝統校です。秋田県には、養
護教諭を養成する大学がないために、希望者は
県外で学ばなければなりませんでした。そこで、
本学に教職課程を立ち上げて、看護師資格と養
護教諭1種免許を同時に取得できるようにしま
した。赤十字の看護6大学の中で、養護教諭の
養成は本学だけです。2018年度からスタートし
ましたので第1期生は現在2年生です。選考の結
果10名程度が免許を取得することになり、来年
度の教育実習の準備に追われています。
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淑徳大学

常磐大学
猿田

常磐大学は、茨城県水戸市にあります。看護学
部看護学科は2018年４月に開設され、「地域に根
ざし、人々の健康課題を解決する看護職の養成」
を目指しております。本学の養護教諭養成では、
１学年の定員が80名の内、選抜制で10名を養成し
ています。少数精鋭で、きめ細やかな指導をして
おります。本学には教育学科があり、教員養成を
していることから、教職に関する授業も充実して
おり、教職センターも設置されているため、教員
養成に関する学生への支援が行き届いています。
養護教諭養成では、２年生からゼミを実施し、養
護教諭を希望している学生が早い段階から養護教
諭としての意識を持つことができるようにしてい
ます。

福井医療大学
南

齊藤理砂子

和美

桂子

本学は、開学３年目で「新田塚医療福祉セン
ター」が母体となっています。病院やクリニック、
介護施設など多くの医療施設を有する事で、これら
の関連施設で、医療・福祉の現場を身近に感じなが
ら学べる事が特徴です。リハビリテーション学科
（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）と看護学
科の２コースでは、それぞれ専門的な知識・技術を
修得できる教育体制を整えており、専門分野を学ぶ
事で様々な資格取得ができます。2017年度に短期大
学から大学に移行し、看護学科で養護教諭１種免許
が取得できるようになりました。
養護教諭１種免許取得のために看護科目と教職科
目、養護科目を１年生から履修することが可能で、
完成年度に向けて４名の専任教員が学生の学びをサ
ポートしています。
一期生は、７０名のうち１７名が養護教諭になる
ことを目指して履修を続けており、学生の８～９割
は福井県出身です。
今後も、地域に貢献できることが期待されている
新しい大学です。

本学の建学精神は「Together with him（彼の
ためにではなく、彼と共に）」であり、いのちあ
るものすべてとの共生を目指しています。この理
念に則り、本学は総合福祉学部教育福祉学科健康
教育コースを開設し、養護教諭の養成を行ってい
ます。今年度で早や開講9年目を迎え、多くの卒
業生たちが養護教諭として、日本人学校を含む
様々な学校で活躍しています。
本学での教員養成の特徴は、教育と児童福祉の
両面から、子どもの心と身体の成長を理解できる
ようカリキュラムが組まれている点にあります。
さらに本コースにおける養護教諭の養成では、養
護教諭一種免許状に加え、認定心理士の資格や中
学校・高等学校教諭一種免許状（保健体育）が取
得できます。
そのため、本学ではスポーツ心理学やスポーツ
社会学、運動学等を学ぶ機会を設けてあり、運動
面からも、子どもの健やかな成長を支援する知識
や技能、健康的な環境づくりを学ぶことができま
す。現在、子どもの健康課題が多様化・複雑化し
ていますが、それに効果的に対応するには様々な
分野の知識があると心強いものです。
また、昨今チームとしての学校づくりが重要視
されており、養護教諭は多職種連携の要たる
「コーディネーター」の役割も求められています。
その要求に応えるため、学生の主体的・自律的な
他職種との関わりを尊重しながら、協働的実践力
を大切にした養護教諭の養成をしています。

香川大学
尾﨑 典子
香川大学医学部看護学科では、2008年より養
護教諭の養成をしています。1年次に希望調査
を行い、養護教諭課程を選択した学生は、教育
学部と医学部で開設される教職課程を履修する
ことにより、養護教諭１種の免許を取得するこ
とができます。総合大学の利点を生かし、養護
実習は、主に教育学部附属の学校で行っていま
す。看護学科の入学定員は60名で、毎年約10名
ほどが養護教諭課程を選択しています。養成の
歴史はまだ浅いですが、現在、西日本を中心に
約40名が養護教諭・養護助教諭として活躍して
います。

日本養護教諭養成大学協議会 Vol.39

協議会活動報告
【2018年度 第６回役員会】
日時：2019年3月17日（日）10:30-13:30
場所：高知工科大学東京サテライト
出席：荒木田、池添、遠藤、大川、鎌塚、下村、高
橋、竹鼻、津島、松枝（50音順、敬称略）
司会：荒木田 記録：竹中
主な審議･報告事項
①2018年度会員登録及び会費請求書の確認
②セミナ－・フォ－ラムの内容についての検討
③各都道府県、政令都市の育成指標の調査について
④委員会活動報告（カリキュラム、養成制度、
ＦＤ委員会、広報・渉外委員会）
⑤2018年度決算報告の経過報告
⑥養護教諭関連団体連絡会報告

【2019年度 第１回役員会】
日時：2019年6月9日（日）12:00-16:00
場所：国際医療大学赤坂キャンパス
出席：荒木田、池添、遠藤、大川、鎌塚、下村、高
橋、竹鼻、津島、松枝（50音順、敬称略）
司会：荒木田 記録：竹中
主な審議事項
①2018年度活動報告書について
②2019年度養成教育フォーラム計画についての検討
③2019年度総会・養成教育フォーラム・養成教育
セミナーの役割分担・時程
④会則の改正について
⑤2019年度養成教育セミナーについて
⑥各委員会活動報告
養成制度・カリキュラム
6月のカリキュラム検討委員会で検討したコアカ
リキュラムを7月に会員校に提示、Web調査で意見
を集約することが承認された。
FD検討委員会
「教職実践演習（養護教諭）について」のアン
ケ－ト調査結果の報告
広報・渉外委員会
ニュ－ズレタ－39号について
⑦会員校等の状況
⑧養護教諭関係団体連絡会報告
⑨2018年決算報告、2019年度修正予算についての
検討
（庶務：鎌塚優子）

編集後記
今号は昨年度からの新規加盟校7校の紹介文を掲
載しています。新たなお仲間が増え、本会として
は嬉しい限りです。（竹鼻、池添）

◎御礼
評議員の登録及び評議員登録・基本調査は全会
員校の登録が完了しました。ご協力に感謝申し上
げます。
なお、今後、代表評議員様にメールで連絡させ
ていただきますので、その際には、学内での周知
をどうぞよろしくお願いいたします。

◎総会（９月９日）及び養成教育セミナー
及び情報交換会（９月１０日）の出席届の
提出をお願いいたします。
案内文書をこのメールに同封しております。申
し込み締切は8月15日までとなります。なお、総
会の議決権は会費を7月31日までに納入された学
校となりますので、ご確認をお願いいたします。
なお、できる限りWebサイトからの提出をお願
いいたします。

申し込みURL とQRコード
https://jp.surveymonkey.com/r/sokai2019

会計から
4月以来、多くの会員校から会費を納入していた
だき、誠にありがとうございました。6月14日時点
ですでに100校から納入いただいています。未だ納
入されていない会員校は、7月末日までにお納め下
さい。ご協力よろしくお願いします。皆様の貴重な
会費は、今年度も節約しながら有効に使わせていた
だきます。
会計担当者として、皆様に改めてお願いがありま
す。会費を振り込んでいただく際には、是非とも
「会員番号 大学名」と記載して下さい。残念なが
ら、会員番号の記載がない大学や「ガッコウホウジ
ン」などの記載によって、どの大学か特定できない
ケースが時々あります。通帳には、カタカナで12文
字までしか印字されないので、法人名は省いて大学
名のみを記載して下さい。大学等の経理担当職員が
振り込む場合は、会員の皆様から一言お伝えいただ
けると助かります。2019年度も引き続きよろしくお
願いします。
会計担当：下村淳子
【事務局】国際医療福祉大学
TEL＆FAX：（事務局）
Mail：yogojimu@j-yogo.jp

