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暑かった夏の日々から一転し、肌寒い日が続く今日この頃です。

今年度は、東日本大震災により教育現場は例年以上に業務多忙な 1 学期だった

ことと思います。2 学期も始まり校内では児童生徒の声が響き渡っている毎日で

しょうか。

さて、第 35 回養護教諭研究大会に向けて事務局・役員は準備を進めていると

ころです。実りある研究大会となりますよう、皆様のご協力をよろしくお願い致

します。

♥♦♠♣ 第３５回岩手県養護教諭研究大会 ♣♠♦♥

研究主題： 「養護」に根ざした養護教諭の教育実践を考える

日 時： 平成 23 年 1１月 18 日（金） 9:２０～１６:０0

会 場： マリオス・アイーナ

内 容： （1）講演 講師 八王子市立南大沢中学校 主幹 養護教諭 中村 泰子 氏

（2）班別研究協議会（７地区の発表・３班編成予定）

盛岡地区 養護教諭 真壁相己子 先生（盛岡市立生出小）

岩手地区 養護教諭 小森 幸代 先生（岩手町立久保小）

胆江地区 養護教諭 田村 尚子 先生（奥州市立東水沢中）

養護教諭 門脇 清子 先生（奥州市立水沢南小）

両磐地区 養護教諭 内田 理利子先生（一関市立滝沢小）

九戸地区 養護教諭 青木 祐美子先生（久慈市立小袖小）

養護教諭 長内 悦子 先生（久慈市立宇部中）

遠野地区 養護教諭 菊池 さとみ先生（遠野市立綾織中）

県立・私立 養護教諭 木村 晶子 先生（県立盛岡農業高校）

（８月２４日現在）

平成 23 年度 事業及び会務中間報告 ～定期代議員総会以降～

月 日 事業・会議名、庶務 等 場 所 出 席 者

６. ５（日）

６.１１（日）

６.１５（水）

６.１６（木）

７. １（火）

７.１３（水）

７.１４（木）

７.１６（金）

７.２８（木）

～２９（金）

８. ５（火）

８. ９（火）

８.１８（木）

８.２９（月）

９. ９（金）

～1１（日）

９.１６（金）

11.１７（木）

11.１８（金）

PTA 連合会総会

全国養護教諭連絡協議会・定期総会

臨時事務局会議

岩手県学校保健会評議委員会

第１回研修係会議

第 2 回事務局・研究部長・震災支援対策

委員会合同会議

岩手県小児保健学会理事会・若生賞選考委員会

岩手県教育研究会連絡協議会合同会議

第４回実践研究に関する研修会

第１回東日本大震災支援対策委員会

臨時事務局会議

第 46 回東北地区養護教諭連絡協議会

第３回事務局会議

県立大学看護学部養護教諭専修免許認

定講座

第２回役員会・常任理事会

研究大会実行委員会

第 35 回岩手県養護教諭研究大会
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岩手県学校保健会養護教諭部会定期代議員総会で承認され東日本大震災支援対策委員会が7月13日

（水）高松小学校にて発足致しました。

東日本大震災支援対策委員会メンバー
委 員 長（1 名） 岩崎 紀子 先生（盛岡市立黒石野中学校）

副委員長（1 名） 多田 淳子 先生（盛岡市立北陵中学校）

会 計（１名） 上野 律子 先生（県立盛岡第三高校）

委 員 及川 なつき先生（盛岡市立大新小学校）

委 員 栃内 裕子 先生（盛岡市立津志田小学校）

委 員 渡辺 淳子 先生（盛岡市立北松園小学校）

委 員 髙橋 トシ子先生（矢巾町立不動小学校）

委 員 瀬川 貴子 先生（県立盛岡商業高校）

3 月の震災以降、被災地の養護教諭に必要物品をはじめとする要望調査を実施し、県教委を通じ

て日本赤十字・岩手県薬剤師会から支援物資を被災地の学校に届けられております。また、子供の

心のケアに関する資料も送付致しました。

今後は、委員会メンバーを中心に被災地の支援活動を進めていきます。よろしくお願い致します。

本県では１０年ぶりの被表彰となります５名

の方々の受賞が決定いたしました。

◎櫻田 妙子 先生

◎澤内 イツ 先生

◎堀篭 ちづ子先生

◎岩田 幸子 先生

◎大越 惠子 先生

永年の学校保健へのご貢献、ありがとうござい

ました。

受賞、おめでとうございます！

本会より受賞された先生方に祝電をお届けし

ました。受賞された先生方を囲んで祝賀会を開催

する予定です。岩手県養護教諭研究大会時にご案

内致しますので、どうぞ皆様ご参加いただきます

ようお願い致します。

岩手県立大学免許法認定公開講座

【養護教諭専修免許】

開講科目 ヘルスケア研究法

（H23 認定講座）

授与単位 ２単位

講 師 白畑 範子 先生

開 講 日 9 月 9 日（金）～11 日（日）

（計３０時間）

受講定員 ３０名程度

受講資格 養護教諭１種免許状有し、教職

経験３年以上の者

受 講 料 10,000 円

申込方法 県立大学 HP より、各自申請

締 切 り 8 月 29 日（月）

岩手県総合教育センター研修会『保健室経営改善』

◆期日 平成 23 年 10 月 7 日（金）

◆講師 大谷 尚子先生（聖母大学 教授）

◆養護教諭の専門性を生かした理論と実践力による保健室経営のあり方

8 月 4～5 日に佐賀県

で開催された全国養

護教諭研究大会にて

表彰されました。

お知らせ！ 締切りが過ぎておりますが、定員に余裕があります。

受講を希望される方は、お申込みください。


