
 

         ■ 岩手県学校保健会 養護教諭部会 ■ 

     ■ 平成26年度7月23日.第１号 ■ 

 

 

 

本会は、5月30日に平成26年度の定期代議員総会を終え、新役員体制で心新たにスタートしております。 

今年度も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

役職名 氏名 所属 役職名 氏名 所  属  

会 長 中沢 亮子 
県立盛岡みたけ支援学

校 高等部 

総務部長 

（研修係長） 
高橋 陽子 

盛岡白百合学園中学・高

等学校 

副会長 久保 玉子 盛岡市立米内小学校 
総務副部長 

（研修副係長） 
田村あゆみ 盛岡市立下橋中学校 

副会長 佐々木尚子 滝沢市立柳沢小中学校 研究部長 高橋 悦子 葛巻町立江刈中学校 

事務局長 折舘美由紀 県立盛岡農業高等学校 研究副部長 武田美智子 岩手町立久保小学校 

事務局次長 遠藤 明子 県立平舘高等学校 広報部長 佐々木美代子 矢巾町立不動小学校 

会 計 竹内 幸江 県立雫石高等学校 広報副部長 城内佐江子 盛岡市立好摩小学校 

事務局員 若狭 和子 盛岡市立東松園小学校 監 事 坂下祐子 県立盛岡青松支援学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役職名 氏名 所属 

総務部長 小田 貴子 滝沢市立鵜飼小学校 

研究部長 鎌田 淳子 盛岡市立下小路中学校 

広報部長 工藤里香子 盛岡市立高松小学校 

監  事 佐藤三智子 花巻市立東和中学校 

支援対策

委員 

小野 美保 

上野 律子 

村上 志穂 

紫波町立片寄小学校 

県立盛岡第三高等学校 

県立大船渡高等学校 

研修係 泉山 朋子 盛岡市立米内小学校 

 
 

監 事 佐々木伊佐子 花巻市立八重畑小学校 

支援対策委

員会委員長 
岩崎 紀子 盛岡市立黒石野中学校 

支援対策委員

会副委員長 
石橋 寿子 盛岡市立大宮中学校 

支援対策委

員会会計 
石川眞由美 雫石町立御明神小学校 

支援対策委

員会書記 
和泉由香理 県立盛岡南高等学校 

支援対策委員 芦 浩子 盛岡市立津志田小学校 

支援対策委員 菊池 悦子 大槌町立吉里吉里小学校 

支援対策委員 片座 麻妃 県立宮古高等学校 

ホームページ担当 瀬川 貴子 県立盛岡商業高等学校 

研修係 小野寺淳子 盛岡市立河北小学校 

研修係 東 留美子 盛岡市立見前南中学校 

顧 問 福士 典子 矢巾町立矢巾北中学校 

 

 

 

 

 

 

 盛岡市立河北小学校 

平成 2６年度 養護教諭部会役員（敬称略） 

 

 

お疲れ様 

 でした！ 

役員を退任された先生方（敬称略） 

 



３ 養護教諭が行う健康相談研修講座 

主催：総合教育センター 

  日時：8月26日（火） 

４ 養護教諭のスキルアップ研修   

主催：総合教育センター 

日時：10月21日（火） 

 

３ 養護教諭が行う健康相談研修講座 

主催：総合教育センター 

  日時：8月26日（火） 

４ 養護教諭のスキルアップ研修   

主催：総合教育センター 

日時：10月21日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 食物アレルギー・アナフィラキシー研修会 

主催：一般財団法人 日本学校保健会 

  日時：8月11日（火） 

６ 養護教諭のためのフィジカルアセスメント   

主催：岩手県学校保健研究会 

日時：７月31日（木） 

東 留美子 盛岡市立見前南中学校 

福士典子 矢巾町立矢巾北中学校 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 定期代議員総会並びに研修会の開催 

期日： 5月30日（金） 

会場： いわて県民情報交流センター（アイーナ） 

（１） 総会 

（２） 研修会 

演 題:「学校精神保健における養護教諭の役割」 

講 師:特定医療法人知徳会 未来の風せいわ病院 これ

からの暮らし支援部地域医療連携室 アウトリー

チチーム所属  養護教諭  多田淳子 氏 

■ 各種会議の開催【予定】 

・役員会（４回）・常任理事会（３回）・総務部会（４回）・東日本

大震災支援対策委員会会議（６回）・事務局会議（８回） 

３ 第７回実践研究に関する研修会の開催 

期日：９月２７日（土） 

会場：アイーナキャンパス 

内容：「養護教諭が行う実践研究の理論と実際」 

     ～健康に関わる行動科学から～ 

講師：埼玉大学教育学部 学校保健学講座 教授 戸部秀之 氏 

 

３ 第７回実践研究に関する研修会の開催 

期日：９月２７日（土） 

会場：アイーナキャンパス 

内容：「養護教諭が行う実践研究の理論と実際」 

   ～健康に関わる行動科学から～ 

講師：埼玉大学教育学部 学校保健学講座 

    教授 戸部秀之 氏 

２ 第 38回岩手県養護教諭研究大会の開催 

期日：１１月１３日（木） 

会場：盛岡市民文化ホール、アイーナ 

内容：講演、班別協議会（4班） 

演題「キーマンとしての養護教諭からの情報提供」【予定】 

講師 早稲田大学教育・総合科学学術院 教授 河村茂雄氏  

 ※木曜日開催です。11 月の金曜日は、マリオス館内調整等により使

用不可とのこと。御理解をお願いします。 

 

４ 東日本大震災支援対策委員会活動の継続 

１ 被災地の養護教諭の支援。 

２ 支援対策活動状況等の情報発信の広報活動 

３ 他の関係機関等との連携 

４ 委員会の開催（６回） 

   

 

４ 東日本大震災支援対策委員会活動の継続 

主たる活動内容 

１ 被災地の養護教諭の支援。 

２ 支援対策活動状況等の情報発信の広報活動 

３ 他の関係機関等との連携 

４ 委員会の開催（６回） 

   

５ 各種会議・大会への参加  ＊（ ）内は、派遣割当地区等 

・6/14：全国養護教諭連絡協議会学校保健連絡協議会総会（会長）：東京都 

・7/31～8/2：全国養護教諭連絡協議会第17回研修会      ：東京都 

・8/4：第49回東北地区養護教諭連絡協議会（事務局）     ：仙台市 

・8/4.5：第47回東北学校保健大会（一関地区１名）      ：仙台市 

・8/7.8：全国養護教諭研究大会（事務局・遠野地区１名）    ：山梨県 

・8/7.8：第44回全国性教育研究大会（和賀地区1名）     ：盛岡市 

・2/20：全国養護教諭連絡協議会第20回研究協議会（会長・研究副部長） 

：東京都 

≪関係機関への出席≫ 

岩手県学校保健会評議委員会・岩手県小児保健学会・岩手県医師会思春期保

健対策委員会・岩手県ＰＴＡ連合会評議委員会・岩手県健康いわて２１プラ

ン推進協議会・健康いわて２１プラン口腔保健専門委員会・岩手県性感染症

対策推進委員会・岩手県教育研究会連絡協議会 

 

７ 部会からの情報発信 

・会報「ようご」の発行（１０月） 

・部会誌・研究集録第３９号「ようご岩手」の発刊（２月） 

・事務局だよりの発行（随時） 

・部会HP「ようご岩手」の発信（随時） 

http://www2.iwate-ed.jp/yougo/ 

 

 

２ 第 38回岩手県養護教諭研究大会の開催 

期日： 11月13日（木） 

会場： 盛岡市民文化ホール・アイーナ 

内容： 講演・班別協議会（4班、8本の発表） 

講演の講師は、・・・・・・・・・ 

※木曜日開催です。理由は、平成26年11月中の金曜日がマリオス館内調整等のため使用

不可となりました。ご理解をお願いします。 

 

 

■養護教諭の専修免許取得に関する情報提供について 

標記について、会員より情報提供をしていただき、お知らせしていきます。 

 ◆しめきり：8月29日（金） 

 ◆担  当：副会長 佐々木（滝沢市立柳沢小中学校内） 

 

３ 第７回実践研究に関する研修会の開催 

期日：９月２７日（土） 

会場：アイーナキャンパス 

内容：「養護教諭が行う実践研究の理論と実際」 

   ～健康に関わる行動科学から～ 

講師：埼玉大学教育学部 学校保健学講座 

    教授 戸部秀之 氏 

 

・健康いわて２１プラン口腔保健専門委員会・岩手県性感染症対策推進委員

会・岩手県教育研究会連絡協議会 

６ 部会からの情報発信 

・会報「ようご」の発行（１０月） 

・部会誌・研究集録第３８号「ようご岩手」の発刊（２月） 

・事務局だよりの発行（随時） 

・部会HP「ようご岩手」の発信（随時） 

http://www2.iwate-ed.jp/yougo/ 

 

 

研修・セミナーのご案内 

 

 

研修・セミナーのご案内（７月

～10月） 

 

■ 会費納入につて 

地区毎にまとめ、振り込み依頼書には「地区名、地区理事名、地区理事所

属校」を記入後、納入をお願いします。 

 ◆納入金額：４，３００円 （本採用者は、休業中も納入） 

◆振込期限：７月２５日（金） 

◆担  当：事務局会計 竹内（県立雫石高等学校内） 

 

   

 

■ 会費納入につて 

地区毎にまとめ、振り込み依頼書には「地区名、地区理事名、地区理事所属

校」を記入後、納入をお願いします。 

 ◆納入金額：４，３００円 （本採用者は、休業中も納入） 

◆振込期限：７月２５日（金） 

◆担  当：事務局会計 竹内（県立盛岡農業高等学校内） 

 

   

１ 学校保健研修会 

主催：県教育委員会 

日時：9月8～10日（月～水） 

２ 学校保健講習会 

主催：県教育委員会 

日時：9月12日（金） 

 

 

１ 学校保健研修会 

主催：県教育委員会 

日時：9月8～10日（月～水） 

２ 学校保健講習会 

主催：県教育委員会 

7 第44回全国性教育研究大会 

主催：全国性教育研究団体連絡協議会 岩手県性教育研究会  日時：8月7・8日（木・金）：盛岡市  

■ 養護教諭の専修免許取得に関する情報提供について 

標記について、会員より情報提供をいただき、お知らせしていきます。 

 ◆情報提供しめきり：8月29日（金）    

 ◆担  当：副会長 佐々木（滝沢市立柳沢小中学校内） 

   

役員を退任された先生方 （敬称略） 

 

平成２６年度 事業計画 


