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なところで格差が広がっています。中でも教育の
格差、経済格差は深刻であり、昨年秋にユニセ
フ・ユネスコ・世界銀行の3者がまとめた「各国
のCOVID-19対応に関する教育省の調査結果概要」
でも所得による国家間の格差は歴然です。
国内においても同様で、オンラインによる遠隔
授業など、この1年で教員のスキルが格段に向上
し、対面授業より遥かに学習効果の高い授業を享
受できる学生がいる一方、未だ高速回線の準備や
機器が準備できず、回線が切れたり携帯のみで視
聴している学生もいます。本学でも先頃行った学
生生活調査において、一部ではありましたが、生
活に困窮している者がいることがわかりました。
具体的には、必要な食品やマスク、生理用品など
の生活必需品が買えなかったり買い控えをしてい
るなどで、そのような学生の多くが他の学生と比
べ、治療を要する程に精神的ダメージを抱えてい
ることもわかりました。
実際、2019年と比較し2020年では小・中・高・
大学、いづれの校種でも自殺者が増加していま
す。経済的支援に加え、養護教諭や大学の教職員
には益々ゲートキーパーとしての役割が求められ
ていると思います。協議会にとっても、教育の質
保証と同様、喫緊の課題だといえます。
さて、教育の質保証といえば、本年6月18日に
「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関す
る法律」が公布されました。医療的ケア児が医療
的ケア児でない児童と共に教育を受けられるよう
最大限に配慮し、教育に係る支援が適切に行われ
るよう国、地方公共団体、学校の設置者等関連機
関の責務について求めるものです。看護師等、ま
たは喀痰吸引等を行うことができる教職員の配置
についても必要な措置を講ずることと言及されて
います。会員校の皆様とともに検討したい課題で
す。どうぞ宜しくお願い致します。

会長あいさつ
会長 遠藤伸子
（女子栄養大学）
本年4月より3年間、本会会長を務めさせていた
だくことになりました遠藤伸子（女子栄養大学）
でございます。新役員と共に、会員校の皆様の
ご希望にそう協議会運営を行って参りたいと存じ
ます。忌憚のないご意見やご要望、引き続いての
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
さて、コロナ禍における2度目の夏がおとず
れ、オリンピック開催が目前となりましたが、ま
だ調整の済んでいない課題も少なくないようで
す。大学についても同様で、緊急事態宣言やまん
延防止等重点措置が出るたびに授業形式の変更や
学外実習の受け入れ等に変更があり翻弄されてい
ます。幸いなことに、本学含め会員校においての
養護実習・教育実習につきましては、昨年同様、
文部科学省から「教職員免許法施行規則等の一部
改正（令和3年4月13日）」が通知され柔軟な対応
が可能となりましたが、実際には、学校現場の協
力のもと、殆どの学生が養護実習・教育実習は学
校に出向いて行えているようです。
その一方で医療施設における実習につきまして
は、医療現場の逼迫により多くの会員校で昨年同
様、学内で補完する実習を継続するところが多い
と聞いていました。しかし、先月下旬から始まっ
た職域接種により一般の大学生でも早々にワクチ
ン接種を完了できるケースが出て参りました。こ
れにより、ワクチン接種が済んだ者とそうでない
者で病院実習の受け入れについて差が出てしまわ
ないか現在確認中です。
このようにコロナ禍が長く続くことにより様々
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2021年度総会、フォーラム、セミナー（オンライン開催）のご案内
今年度の日本養護教諭養成大学協議会総会ならびにセミナー・フォーラムは感染症対策のため、
期間を1日に短縮し、オンライン開催とします。プログラムは以下のとおりです。皆様のご参加
をお待ちしております。

2021年度
総会・フォーラム等のご案内

2021年度養成教育セミナー
＊日時：2021年9月10日（金曜日）
14：25～16：30

＊日時：2021年9月10日（金曜日）
＊開催方法：オンライン開催

＊場所：オンライン開催
＊日程
9時半 開会

＊テ－マ
養護教諭養成大学教員の教育・研究力の向上

9時30分～9時40分 開会の辞、会長挨拶

＊目的
大学の教員には①教育（講義、学生指導、
公開講座等）、②研究、③社会的活動（学会
活動、委員会、講演などの活動）、④大学管
理運営への貢献の４つが求められています。
特に①教育②研究は重要です。
そこで、本セミナ－では養護教諭養成大学
教員の教育・研究力の向上について協議を行
い、質の高い養護教諭養成教育を保証するた
めの示唆を得ることを目的としセミナ－を開
催します。

9時40分～12時30分 講演
三木忠一氏（文部科学省健康教育・食育課長）
「養護教諭養成大学協議会ならびに養護教諭
への期待（仮）」
朝倉隆司氏（東京学芸大学）
「養護教諭養成に関わる大学教員の資質向上
―研究力の向上（仮）」
13時15分～14時15分 総会
14時25分から16時25分 セミナー
16時25分 閉会の辞

＊概要
①教育・②研究のグル－プに分かれ協議を行い
ます。 申し込みの際に希望グル－プ及び協議し
たい内容等の調査を行います。
協議内容及びセミナ－の詳細につきましては別
紙資料をご確認ください。

16時30分～17時30分 情報交換会

総 会 ・ フ ォー ラ ム
養成教育セミナー
参加申し込みについて
別紙資料ならびに事前にお送
りするグーグルフォーム等か
らお申込みください。
多くのご参加をお待ちしており
ます。

情報交換会のご案内
養成教育セミナーの後は、オンライン情報交換会を開
催します。皆様、ふるってご参加をいただけますと幸い
です。昨年度は、オンデマンド総会開催であったため、
交流の場を提供することは叶いませんでした。今年度、
ライブでの開催は初めての試みであり、担当として緊張
していますが、皆様にとって、忙しい日常を忘れる楽し
いひと時となるよう企画もすすめています。現地開催と
は一味違うオンラインの情報交換会に、「クリック」で
のご参加お待ちしています。
＊参加受付：事前申し込み
＊会
費：無料
（担当：鈴木裕子・松枝睦美・三森寧子）
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委員会活動報告とメンバー募集
日本養護教諭養成大学協議会では、会則に基づき、会の目的を達成するために委員会を置いてい
ます。現在、「教育課程（カリキュラム）検討委員会」と「養成制度（法制度）検討委員会」が
一つの委員会として活動しているほか、「ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）検討委員
会」、「広報・渉外委員会」の３つの委員会が活動しています。

「養成制度検討委員会」
「カリキュラム検討委員会」

「ＦＤ検討委員会」
委員長

委員長 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、前期に、これまでの
検討委員会の成果から、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
しました。
この「養大協版コアカリ2020」を活用する
ことで、どの学問体系を基盤とする養護教諭
養成課程においても、卒業時に習得しておく
べき力の明確化を図ることができ、養護教諭
の資質の担保につながると考えます。
また、教育系・看護系・学際系が加入する
本協議会の合意として、「養大協版コアカリ
2020」を公表することは、大きな意義を持つ
といえます。今後、さらに周知を図ると共に、
定期的に修正を実施していく必要があると考
えています。
この度、日本学校保健学会の機関誌「学校
保健研究研究63巻2号」に、「養護教諭養成課
程コアカリキュラム(養大協版) 2020の開発一
多様な学問体系の大学に活用できるコアカリ
キュラムの提案-」として掲載されることにな
りました。
今期の検討委員会の活動は、コアカリキュラ
ムの効果的な活用方法を検討するとともに、
さ らなる コア カリキ ュラ ムの周 知 ・情 報の
拡散を狙って、学会発表等をする方向で考え
ます。
今後の活動にむけて10名程度の委員を募集
したいと思います。会員の積極的なご参加を
お待ちしております。また、皆様のご支援と
ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

鎌塚優子（静岡大学）

大学教員に必要とされる能力として、専門分
野の知識を持ち、専門領域や学生の実態に即し
た教育内容および教育方法などの教育力の展開
が求められてきました。
昨今では、新型コロナウイルス感染症拡大を
機に急速にオンライン化が進行し、大学教員と
しての新たな教育力が問われている状況下にあ
ります。昨年度は松枝前FD委員長の下、教職実
践演習におけるオンライン授業の方法・指導教
材等、新しい試みについて配信されました。今
期も前期の流れを踏襲しつつ、教育の質を保証
していくための大学教員が備えるべき教育力に
ついて提起していきたいと思います。
本協議会のＦＤ委員会が、大学教員としての
能力を担保するための情報共有や視座を与える
ための機会として、少しでもお役に立てるよう
努めて参りたいと存じます。
今期は特にカリキュラム・養成制度委員会と
の連携強化を深め企画・運営したいと考えてい
ます。
今期よりＦＤ委員会のメンバーが変わります。
新規委員を募集します。会員の積極的なご参加
をお待ちしております。また、皆様のご支援と
ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

委員長 ：大川 尚子（京都女子大学）
副委員長：今野 洋子（北翔大学）

委員長 ：鎌塚 優子（静岡大学）
副委員長：三森 寧子（千葉大学）

委員会活動におきまして、一緒に活動してくだ
さる方々を募集しております。参加を希望され

る方は、7月30日（金）までに、ぜひ本会事務局
までご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたし
ます。
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（前ページから続く）

事務局からのお知らせ

「広報・渉外委員会」

総会、養成教育フォーラム、養成教育セミナー、
情報交換会のご案内を同封しております。
お申込みの際には、Webからの申込みにご協力を
お願いいたします。

亀崎路子（杏林大学）鈴木裕子（国士舘大学）
広報・渉外委員会は、2019年度総会で承認さ
れ設置されました。現在の主な活動は、この機
関紙「Newsletter」の発行と、ホームページの
更新が中心となっています。
本会の活動を広く紹介するとともに、文部科
学省の通知や養護教諭の養成に関連する社会の
動向にアンテナを高く張り、最新の情報を発信
すべく、今後いっそうの活動の充実を図りたい
と考えています。
ホームページやNewsletterをより充実させる
ためのご意見等をぜひお寄せください。
（亀崎路子・鈴木裕子）

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn2h
mSkRvE64FtebbtvhPe2oPFANxLtYU0kk7aJIOVRxBRg/viewform?usp=sf_link
なお、総会にご欠席の場合
は併せて委任状を同封して
ございますので、宜しく
お願い申し上げます。

会計より

協 議会活 動報 告
【第2回役員会】
日時：2021年4月11日（日）10：00～12：00

オンライン開催
＜出席者＞池添、今野、遠藤、大川、鎌塚、鈴
木、竹鼻、松枝、三森（記録：今野）
＜協議事項＞①今期の体制、役割分担②2021年度

今期より会計を担当させていただくことにな
りました。皆様から納入していただいた会費を
厳正かつ有効に使わせていただきます。
今年度は、オンラインでのライブ開催により
業者の協力のもと、はじめて取り組むこともあ
り、予算執行は昨年度とも異なる状況がありま
す。会員校の皆様に還元できるよう努めてまい
りますので、ご協力よろしくお願いします。
会計担当者として、皆様に改めてお願いがあ
ります。会費納入がまだの会員校におかれまし
ては7月末日までにお納めいただくようご協力
お願いします。
（会計担当：松枝睦美）

総会・フォーラム、セミナーについて③ニュー

編集後記

ズレタ－第45号発行計画
【第3回役員会】

役員会もオンライン開催が続き、発信できる情
報も限られているように思います。スピーディ
な情報伝達手段が多様化するなかで紙媒体の果
たす役割について考える今日このごろ。
Newsletterに何を期待しますか？（Ｙ）

日時：2021年6月12日（土）10：00～12：10

オンライン開催
＜出席者＞池添、今野、遠藤、大川、鎌塚、亀
崎、鈴木、竹鼻、松枝、三森（記録：大川）
＜協議事項＞①2021年度総会・フォーラム・セ
ミナーの全体計画について②セミナーについて

日本養護教諭養成大学協議会
http://www.j-yogo.jp/

③総会資料案について④ニュ－ズレタ－第45号
発行計画ならびに事業活動報告書ついて
＜報告事項＞会員校等の登録状況ならびに会費
納入状況について
（庶務 三森寧子）
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【事務局】女子栄養大学
TEL＆FAX：049-282-3609（事務局）
Mail：yogojimu@j-yogo.jp

