
授業科⽬名 看護学Ⅰ

授業担当者名 ⽵中 ⾹名⼦

単位数 2 開講期（年次学期） 1年次後期 

教員担当形態 単独 備考 ⼦どもケア専攻、実務経験のあ
る教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

養護教諭として的確な健康管理の実施するための基礎的基本的知識および技術について学
習する。
健康の概念や看護の概念・役割について理解し、児童⽣徒の⼼⾝の健康状態の観察、判
断、対応についての理解と実践ができること⽬標とする。また、教職員や保護者、医療機
関などの地域関係機関との連携の必要性とその⽅法について理解することを⽬標とする。
（「知識及び技能」◎、「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」〇）
＜231-1NUR1-01＞ 

授業の概要

⼦どもの発育・発達の特徴を学ぶとともに、⼦どもに多く⾒られる症状と具体的な対応に
ついて学習する。また⼦どもに多い疾患について、グループワークで資料を作成しグルー
プ毎に講義を⾏う。これは2年次の看護学Ⅱで学習する、児童⽣徒に多い疾患に伴う看護
を理解する上での前提となる。さらに、⾃然災害や⼈的災害時における被災弱者である⼦
どもとその家族への対応について、養護教諭として必要な内容を学習する。 

学⽣に対する評価の⽅法
①授業への参画態度（20％）
②授業内容の理解度をチェックする試験（⼩テスト含む）（80％）
以上2点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス、看護とは、看護の機能と役割
第02回 ⼩児看護とは、⼦どもの成⻑・発達と健康課題（乳児期、幼児期）
第03回 ⼦どもの成⻑・発達と健康課題（学童期、⻘年期）
第04回 ⺟性看護とは、成⼈・⽼年看護とは
第05回 ⼦どもの健康状態の把握①（健康の保持増進とケア、ヘルスアセスメント）＊レ
ポート
第06回 ⼦どもの健康状態の把握②（フィジカルアセスメント）
第07回 ⼦どもに多い症状と対応①（発熱、咳嗽、⿐汁等）
第08回 ⼦どもに多い症状と対応②（腹痛、下痢、嘔吐等）
第09回 ⼦どもに多い症状と対応③（頭痛、けいれん、意識障害等）
第10回 ⼦どもに多い症状と対応④（創傷、打撲、捻挫、⾻折等）
第11回 ⼦どもに多い急性・慢性疾患①（感染予防、感染症）
第12回 ⼦どもに多い急性・慢性疾患②（アレルギー疾患）
第13回 ⼦どもに多い急性・慢性疾患③（腎・⼼疾患 糖尿病）
第14回 医療的ケアの必要な⼦ども、看護師の倫理綱領
第15回 試験と授業全体の振り返り 

使⽤教科書 藤井寿美⼦編 『養護教諭のための看護学 四訂版』⼤修館出版
内海裕美監著『園・学校でみられる⼦どもの病気百科』少年写真新聞社 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

既習科⽬と関連づけて学習し、授業計画に記した次回の授業範囲を予習すること（週60
分）。また、授業の中で紹介する事例や参考書物等を読み、テキストからさらに実践的発
展的な学習をすること（週60分）。常に⼦どもの健康に関する話題やニュースなどに関⼼
を持って学習すること。 

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 看護学実習

授業担当者名 ⽵中 ⾹名⼦、藤井 佳代⼦

単位数 2 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 複数 備考 ⼦どもケア専攻養護教諭コース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

学校保健の推進者として専⾨的な役割を担うための基礎となる看護の実践⼒をテーマとす
る。
既習の知識を統合し、基礎的基本的な看護技術について主体的に学び、必要に応じて活⽤
できることを⽬標とする。看護⾏為に共通する援助技術の基礎を理解し、養護教諭として
根拠を基に看護技術を実践できる⼒を⾝につけることを⽬標とする。
（「知識及び技能」◎、「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」○） 

授業の概要

看護技術の特性と実践の基礎的基本的要件について、担当項⽬ごとにグループワークにて
資料を作成し、グループ毎に講義を⾏う。その後ジグゾーグループにて演習を⾏い、知識
と実践が統合することを⽬指す。授業の内容は、感染予防や⽣命徴候を観察するための知
識・技術および看護援助に共通する基本技術を中⼼に学習する。主体的に繰り返し演習を
⾏うことを通じて、実践能⼒を⾝につける。 

学⽣に対する評価の⽅法 ①授業への参画態度（20％）、②⼩テスト・課題レポート（40％）、③実技試験（40％）
以上3点から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス、看護とは、看護技術とは、コミュニケーションについて ＊グルー
プワーク
第02回 感染予防の技術（スタンダードプリコーション）＊グループワーク
第03回 感染予防の技術実技試験
第04回 感染予防の技術実技試験の振り返り

   ⽣命徴候の観察（呼吸・脈拍・体温・意識 記録）＊グループワーク
第05回 ⽣命徴候の観察（⾎圧 記録）＊グループワーク
第06回 安全・安楽と⽣活環境調整＊グループワーク
第07回 よい姿勢と安楽な体位（体位変換）＊グループワーク
第08回 活動・移動（⾞椅⼦移動・松葉杖移動）＊グループワーク
第09回 ⽣命徴候の観察 実技試験
第10回 ⽣命徴候の観察実技試験振り返り＊グループワーク
第11回 ⾷事援助・⽔分管理技術 

 感染予防の技術（吐物の処理・スタンダードプリコーション）＊グループワーク
第12回 排泄援助技術 ⾐服の着脱援助 ＊グループワーク
第13回 診察の補助技術（温冷罨法・包帯法）＊グループワーク
第14回 清潔・⼝腔ケア・整容援助 ＊グループワーク
第15回 診察の補助技術（創傷処置・与薬）

感染予防の技術（滅菌法・消毒法）＊グループワーク 

使⽤教科書
藤井寿美⼦編 『養護教諭のための看護学 四訂版』⼤修館出版 
⾓濱春美・梶⾕佳⼦編『看護実践のための根拠がわかる基礎看護技術 第3版』メヂカル
フレンド社

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

各項⽬のグループによる講義の理解を深めるため、関連する既習の⾝体のしくみⅠ、衛⽣
学、公衆衛⽣学、看護学Ⅰ等を復習して、講義に臨むこと。技術について、疑問点は質問
し明確にして、各⾃繰り返し練習し習得すること。 

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 健康相談の理論と⽅法

授業担当者名 井澤 昌⼦

単位数 2 開講期（年次学期） 2年次後期 

教員担当形態 単独 備考 ⼦どもケア専攻養護教諭コース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

近年、社会環境の急激な変化により、⼦どもの抱える課題は複雑化・多様化している。⼦
どもをとりまく社会や家庭環境の変化に伴い、⽣活習慣の乱れ・いじめ・不登校・児童虐
待など、⼦どもの抱える⼼⾝の健康課題は深刻化し、養護教諭の役割はますます重要とな
ってきている。養護教諭が⾏う健康相談は、⼦どもの発達段階や⼼⾝医学等の基礎理論を
理解した上で、職務の特性や保健室の機能を⽣かして⾏う必要がある。本講義ではこれま
でに学修した法規や基礎理論を健康相談と結びつけて考察し、健康相談を⾏うために必要
な知識・技能を⾝につけることを⽬標とする。
具体的な到達⽬標は以下の3つとする。
１．健康相談に関する法規や基礎理論等を理解する
２．養護教諭の職務の特性や保健室の機能を⽣かした健康相談について理解する
３．健康相談に必要な知識・技能を⾝につける
（「知識及び技能」◎、「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」○）
＜231－1HCO1-01＞ 

授業の概要

授業の前半は、これまでに学習した⼦どもの成⻑発達・⼼⾝医学等の基礎理論と健康相談
を結びつけて理解を深める。具体的には、関係法規・⼦どもの⼼⾝の発達・⼼⾝医学・カ
ウンセリング理論・タッチング理論等を健康相談に⽣かす⽅法について考察していく。授
業毎に⼩テストを⾏い、必要な知識を習得しているか確認しながら進めていく。
授業の後半は、基礎理論を⽣かした健康相談の基本的な対応について学習する。具体的に
は、腹痛・頭痛等の訴えで来室した児童⽣徒への対応から、養護教諭の職務の特質や保健
室の機能を⽣かした健康相談について考察していく。さらに、健康相談における学内外の
連携や組織活動についても学びを深める。 

学⽣に対する評価の⽅法 授業前半で実施する⼩テスト5回（50％）、学習ノート等の提出物（50％）で総合的に評
価する。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス（授業の⽬的・概要等） 
第02回 健康相談の法的根拠および関連法規
第03回 養護教諭の職務の特質・保健室の機能を⽣かした健康相談
第04回 健康相談に⽣かす諸理論①発達段階別⾝体の健康問題の特徴と理解
第05回 健康相談に⽣かす諸理論②発達段階別⼼の健康問題の特徴と理解
第06回 健康相談に⽣かす諸理論③⼼⾝医学の基礎知識と理解
第07回 健康相談に⽣かす諸理論④発達障害の基礎知識と理解
第08回 健康相談に⽣かす諸理論⑤カウンセリングの技法（ペアワーク）
第09回 健康相談に⽣かす諸理論⑥タッチングの技法（ペアワーク）
第10回 健康相談の進め⽅と⽀援体制づくり
第11回 健康相談の実際①基本的対応（グループワーク）
第12回 健康相談の実際②腹痛・頭痛の対応（グループワーク）
第13回 健康相談の実際③その他の対応（グループワーク）
第14回 健康相談の実際④不登校及び保健室登校への対応
第15回 授業の振り返り、まとめ 

使⽤教科書
⽂部科学省「教職員のための⼦どもの健康相談及び保健指導の⼿引」⽇本学校保健会
参考書︓三⽊とみ⼦／徳⼭美智⼦編集「新訂 養護教諭が⾏う健康相談・健康相談活動の
理論と実践」ぎょうせい 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

授業の前半（第03〜07回）は、前回の授業内容に関する⼩テストを実施するため、各⾃で
復習をしておく（週90分）。
授業の後半（第08〜14回）は、テキストや事前に配布された資料等を読み、⽤語等を調べ
るなどして予習をしておく（週30分）。授業内容は学習ノートにまとめ、次週提出する
（週60分）。 

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 健康相談演習

授業担当者名 井澤 昌⼦

単位数 2 開講期（年次学期） 3年次前期 

教員担当形態 単独 備考 ⼦どもケア専攻養護教諭コース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

近年、社会環境の急激な変化により、⼦どもの抱える課題は複雑化・多様化している。⼦
どもをとりまく社会や家庭環境の変化に伴い、⽣活習慣の乱れ・いじめ・不登校・児童虐
待など、⼦どもの抱える⼼⾝の健康課題は深刻化し、養護教諭の役割はますます重要とな
ってきている。本講義では、2年次の「健康相談の理論と⽅法」の講義で習得した知識・
技能をもとに、健康相談の組織的な対応や健康相談・保健指導の実践について学びを深め
る。具体的には、危機管理的対応・継続的対応が必要な事例の検討を通して組織的な対応
について理解を深めるとともに、保健室来室者や保護者・学内外の関係者への対応に関す
る実践的な演習を通して健康相談・保健指導の技能を⾼めていく。
具体的な到達⽬標は以下の⼆つである。
1．健康相談の組織的な対応について理解を深める
2．健康相談・保健指導の技能を⾼める
（「専⾨知識」◎、「問題発⾒能⼒」〇）
＜231－2HCO2-02＞

授業の概要

授業の前半は、危機管理的対応・継続的対応が必要な事例について⽀援計画を⽴てる。⽀
援に必要な情報を調べ学習でまとめるとともに、プレゼンテーション・ディスカッション
等を通して組織的な対応や有効な⽀援⽅法について考察していく。
授業の後半は、保健室来室者・保護者・学内外の関係者等への対応についてロールプレイ
を⾏う。様々な理由で来室する児童⽣徒に対し、健康相談の必要性を⾒極め、養護教諭の
職務の特質や保健室の機能を⽣かした健康相談を⾏い、保健指導に繋げていく⽅法を⾝に
つける。養護教諭のみでなく、児童⽣徒・保護者役を通して相⼿の⽴場を考慮した⽀援⽅
法を学ぶとともに、担任・管理職・専⾨職等の役割を通して連携・協働の⽅法や組織的な
対応について考察を深めていく。 

学⽣に対する評価の⽅法 課題（40％）、学習ノート等の提出物（40％）、授業への参画態度（20％）等で総合的に
評価する。総合評価のため、再評価は実施しない。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス、確認テスト 
第02回 事例検討①危機管理的対応・継続的対応の基本
第03回 事例検討②情報の収集と資料の作成（PBL①調べ学習）  
第04回 事例検討③⽀援計画の⽴案（PBL②個⼈ワーク）
第05回 事例検討④⽀援計画の検討（PBL③グループワーク）
第06回 事例検討⑤発表（PBL④プレゼンテーション・ディスカッション1）
第07回 事例検討⑥発表（PBL⑤プレゼンテーション・ディスカッション2）
第08回 危機管理的対応・継続的対応のまとめ（学部講師）
第09回 実践演習①児童⽣徒に対する対応の基本
第10回 実践演習②保健室来室者への対応（ロールプレイ1）
第11回 実践演習③保健室来室者への対応（ロールプレイ2）
第12回 実践演習④保健室来室者への対応（ロールプレイ3）
第13回 実践演習⑤保護者への対応・学内外の連携・協働
第14回 チーム学校を⽣かした健康相談、個別の保健指導のまとめ
第15回 課題のフィードバック、まとめ 

使⽤教科書
⽂部科学省「教職員のための⼦どもの健康相談及び保健指導の⼿引」⽇本学校保健会
参考書︓三⽊とみ⼦／徳⼭美智⼦編集「新訂 養護教諭が⾏う健康相談・健康相談活動の
理論と実践」ぎょうせい 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

授業の初回に確認テストを⾏うため、2年次「健康相談の理論と⽅法」で学んだ内容を復
習しておく（90分）。授業前半で⾏う事例検討は、収集した情報をよく吟味し、他の教職
員や保護者にも分かりやすいように⼯夫した資料を作成し、⽀援計画を⽴案するようにす
る（週90分）。グループディスカッション・プレゼンテーションは、効果的な提⽰⽅法を
⾃⼰学習しておく（週30分）。事例検討を通して学んだことを学習ノートにまとめる（週
60分）。
授業後半で⾏う実践演習では、養護実習やボランティア等の体験をもとに、養護教諭の職
務・保健室の機能を⽣かした健康相談について⾃分なりの考えをまとめておくとともに、

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



健康相談から繋がる保健指導ついても⾃⼰学習しておく（週30分）。実践演習を通して学
んだことを学習ノートにまとめる（週60分）。

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 養護概論Ⅰ

授業担当者名 近森 けいこ

単位数 2 開講期（年次学期） 1年次前期 

教員担当形態 単独 備考 ⼦どもケア専攻、実務経験のあ
る教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

養護概論Ⅰは、養護教諭の職務に関する基礎的な事項について理解を深めることをテーマ
とし、それに基づき⾃分なりの養護教諭観、求められている養護教諭像について主体的に
考える姿勢を⾝につけることを到達⽬標とする。
（「知識及び技能」◎、「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」〇）＜231-1YOG1-01＞ 

授業の概要
養護教諭に関する歴史、法律における規定、教育者として求められる資質、職務内容（保
健管理、保健教育、健康相談、保健室経営、組織活動）と役割等について、講義及びグル
ープワーク等の演習を交えて学ぶ。 

学⽣に対する評価の⽅法

①授業への参画態度（10％）
②⼩テスト・レポート（50％）
③試験40％
以上から総合的に評価する。

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 ガイダンス（授業の内容と⽬的・進め⽅など説明）
※随時、授業時にワークシートやレポート課題を課し、次回に確認作業を⾏った後、フィ
ードバックする。
第02回 養護教諭の歴史・養護教諭の配置
第03回 法律における養護教諭に関する規定
第04回 答申と学校保健安全法から⾒る養護教諭の役割
第05回 教育者として求められる資質能⼒・養護教諭に求められる⼒・職業倫理
第06回 【⼩テスト】・学校教育と学校保健-1（学校教育と学校保健関係法令）
第07回 学校教育と学校保健-2（教育課程と学習指導要領）
第08回 現代的な健康課題と対応-1(アレルギー等の健康問題の推移)
第09回 現代的な健康課題と対応-2(不登校・児童虐待等)
第10回 【⼩テスト】・養護教諭の職務内容（5領域保健管理、保健教育、健康相談、保
健室経営、組織活動）
第11回 保健管理-1（救急処置）
第12回 保健管理-2（健康診断）
第13回 保健管理-3（健康観察）
第14回  試験とまとめ
第15回 試験に対するフィードバック、及び授業で⼗分説明できなかった事項等に関する
解説

使⽤教科書
教科書︓「新養護概説第9版」 編集代表 ⾤⼥智津江 少年写真新聞社 、学習指導要
領解説体育・保健体育編（⼩・中・⾼等学校）、学習指導要領解説特別活動編（⼩・中・
⾼等学校） 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

シラバスあるいは授業時に⽰される次回の授業で扱われる内容について予習する。また、
授業時に⽣じた疑問点等についてはそのままにしておかず、積極的に質問するようにす
る。授業計画は授業の進⾏状況に応じて前後することがある。

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 養護活動演習

授業担当者名 伊藤 琴恵、杉⼭ 素⼦

単位数 2 開講期（年次学期） 2年次前期 

教員担当形態 複数 備考 ⼦どもケア専攻養護教諭コース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

養護教諭の専⾨領域である「保健管理」、「保健教育」、「健康相談」、「保健室経
営」、「保健組織活動」について、⼀年次に概論を学ぶ。その学びを基盤に養護教諭の職
務と役割の理解を深め、養護活動において実践できる⼒を培う。具体的には、保健室の経
営と運営について理解し実践できる。
（「思考⼒・判断⼒・表現⼒等」◎、「知識及び技能」〇）  231-2YOG2-03 

授業の概要

養護教諭の実践が⽇々展開される保健室は、学校の教育活動を進めるためのセンター的な
役割があり、保健室経営は学校教育⽬標を具体的に実現させることを⽬指して⾏われる。
保健室経営が円滑に実施できるために保健室経営計画について学び、計画案を作成する。
また、保健室経営⽬標達成のための具体的な⽅策のひとつである保健だよりを作成する。
作成にあたり「学校・地域の実態や健康課題をどのようにつかむか」について理解し実践
できる⼒をつける。
本演習での学びを３年次の養護実習での実践に活かす。

学⽣に対する評価の⽅法 提出物・発表（50％）、授業態度（20％）、試験（30％）などで総合的に評価を⾏う。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション 養護教諭の職務と役割、学校保健活動と養護教諭
学校経営案と学校組織、校務分掌、組織の中の養護教諭

第02回 健康実態の把握と課題① 学校保健情報とは 健康実態の把握⽅法
第03回 健康実態の把握と課題② 現代的健康課題とは 

健康課題を解決するための保健管理・
保健教育の⽅法
第04回 保健室の経営と運営① 保健室経営とは、保健室経営の構造と進め⽅

 養護教諭の職務・役割と保健室経営
 学校教育⽬標・学校経営⽅針等との関連
 学校経営案と保健室経営計画

第05回 保健室の経営と運営② 保健室経営計画⽴案までの流れ（計画・実践・評価）  
第06回 保健室の経営と運営③ 保健室経営計画の作成（健康課題・重点⽬標）
第07回 保健室の経営と運営④ 保健室経営計画の作成（具体的⽅策）
第08回 保健室の経営と運営⑤ 保健室経営計画の作成（評価）
第09回 保健室の経営と運営⑥ 保健室経営計画の発表
第10回 保健室経営⽬標達成の具体的⽅策① 保健だより（⽬的と意義 発⾏⼿順 起案
書）
第11回 保健室経営⽬標達成の具体的⽅策② 保健だよりの作成
第12回 保健室経営⽬標達成の具体的⽅策③ 保健だよりの作成（グループでの検討）
第13回 保健室経営⽬標達成の具体的⽅策④ 保健だよりの発表 
第14回 保健室経営⽬標達成の具体的⽅策⑤ 保健だよりの発表
第15回 授業の振り返り、試験

使⽤教科書 新訂版 学校保健実務必携 第4次改訂版
采⼥智津江（編集）「新養護概説＜第10版＞」少年写真新聞社 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

⼀年次に学んだ概論を復習し、授業時に⽰される次回の授業で扱われる内容について予習
する。授業後は、授業時に⽣じた疑問をそのままにせず、深めたい内容とともに調べ学習
をし、整理してノートにまとめる。 

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 教職実践演習（養護教諭）

授業担当者名 伊藤 琴恵、浅⽥ 謙司

単位数 2 開講期（年次学期） 4年次後期 

教員担当形態 オムニバス、クラス分け 備考 ⼦どもケア専攻養護教諭コース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

⼤学で学んだ知識と養護実習等で得られた実践⼒とのさらなる統合を図り、新たな健康課
題解決のために、他の教職員、各関係機関、保護者と連携協働して効果的に解決するため
の実践的指導⼒を有する養護教諭としての資質の構築とその確認を⾏うことを⽬標とす
る。
テーマ︓➀使命感や責任感、教育的愛情の育成

②社会性や対⼈関係⼒の育成
③表現⼒・発信⼒の育成
④養護教諭としての実践的指導⼒の育成

（「意欲・⾏動⼒」◎、「専⾨技能」〇、「コミュニケーション能⼒」〇） 

授業の概要

教職と養護に関する科⽬の実践演習を半々に実施する。教職関係の授業を先に⾏い、養護
関係を後に⾏うグループと、反対に養護関係を先に⾏い、教職関係を後に⾏うグループが
ある。具体的な内容は、グループ討議、ロールプレイング、事例研究、模擬授業などを盛
り込み、更には健康課題や保護者・⼦どもへの対応など、養護教諭としての使命感・責任
感・教育愛、社会性、指導⼒、専⾨性などを培う。 

学⽣に対する評価の⽅法 授業への参加態度（20％）、発表（20％）、レポート等の提出（30％）、模擬授業
（30％）等を総合的に判断して評価する。なお、再評価は実施しない。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション（授業の進め⽅、履修カルテなどの資料整理）
＜以下、教職関係＞
第02回 履修カルテを省みて（レポート課題）
第03回 レポート発表（発表の仕⽅・相互評価）
第04回 教育現場における課題1（⽣徒指導・⽣活指導、事例検討）
第05回 教育現場における課題2（保健室経営、グループ討議と発表）
第06回 教育現場における課題3（教師・保護者・地域等との⼈間関係作り、ロールプレ
イング）
第07回 学校での諸問題と対応（チーム学校・法規・教育の変容、集団討議）
第08回 講義のまとめ
＜以下、養護関係＞
第09回 現代的健康課題への対応1（いじめ、グループ討議と発表）
第10回 現代的健康課題への対応2（発達障害、事例検討）
第11回 保護者への対応（ロールプレイング）
第12回 現代的健康課題への対応3（アナフィラキシー対応、シミュレーション）
第13回 危機管理と応急処置
第14回 現代的健康課題への対応4（感染症、5分間保健指導）
第15回 まとめ 

使⽤教科書 適宜プリントを配布する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

次回の授業の課題（ホームワーク）については、幅広い資料分析を⾏って予習し、⾃分な
りの考えをもって授業に臨むこと。また、レポート等は、読み⼿に⾃分の考えがより明確
に伝わるような書き⽅やまとめ⽅を⼯夫すること。 

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）



授業科⽬名 教職実践演習（養護教諭）

授業担当者名 井澤 昌⼦、⻄尾 ⼀

単位数 2 開講期（年次学期） 4年次後期 

教員担当形態 オムニバス、クラス分け 備考 ⼦どもケア専攻養護教諭コース
実務経験のある教員担当科⽬ 

授業のﾃｰﾏ及び到達⽬標(ＤＰ
との関連)<ﾅﾝﾊﾞﾘﾝｸﾞｺｰﾄﾞ>

⼤学で学んだ知識と養護実習等で得られた実践⼒とのさらなる統合を図り、新たな健康課
題解決のために、他の教職員、各関係機関、保護者と連携協働して効果的に解決するため
の実践的指導⼒を有する養護教諭としての資質の構築とその確認を⾏うことを⽬標とす
る。
テーマ︓➀使命感や責任感、教育的愛情の育成

②社会性や対⼈関係⼒の育成
③表現⼒・発信⼒の育成
④養護教諭としての実践的指導⼒の育成

（「意欲・⾏動⼒」◎、「専⾨技能」〇、「コミュニケーション能⼒」〇） 

授業の概要

教職と養護に関する科⽬の実践演習を半々に実施する。教職関係の授業を先に⾏い、養護
関係を後に⾏うグループと、反対に養護関係を先に⾏い、教職関係を後に⾏うグループが
ある。具体的な内容は、グループ討議、ロールプレイング、事例研究、模擬授業などを盛
り込み、更には健康課題や保護者・⼦どもへの対応など、養護教諭としての使命感・責任
感・教育愛、社会性、指導⼒、専⾨性などを培う。 

学⽣に対する評価の⽅法 授業への参加態度（20％）、発表（20％）、レポート等の提出（30％）、模擬授業
（30％）等を総合的に判断して評価する。なお、再評価は実施しない。 

授業計画 （回数ごとの内
容、授業技法 等）

第01回 オリエンテーション（授業の進め⽅、履修カルテなどの資料整理）
＜以下、教職関係＞
第02回 履修カルテを省みて（レポート課題）
第03回 レポート発表（発表の仕⽅・相互評価）
第04回 教育現場における課題1（⽣徒指導・⽣活指導、事例検討）
第05回 教育現場における課題2（保健室経営、グループ討議と発表）
第06回 教育現場における課題3（教師・保護者・地域等との⼈間関係作り、ロールプレ
イング）
第07回 学校での諸問題と対応（チーム学校・法規・教育の変容、集団討議）
第08回 講義のまとめ
＜以下、養護関係＞
第09回 現代的健康課題への対応1（いじめ、グループ討議と発表）
第10回 現代的健康課題への対応2（発達障害、事例検討）
第11回 保護者への対応（ロールプレイング）
第12回 現代的健康課題への対応3（アナフィラキシー対応、シミュレーション）
第13回 危機管理と応急処置
第14回 現代的健康課題への対応4（感染症、5分間保健指導）
第15回 まとめ 

使⽤教科書 適宜プリントを配布する。 

⾃⼰学習 （予習・復習等の
内容・時間）

次回の授業の課題（ホームワーク）については、幅広い資料分析を⾏って予習し、⾃分な
りの考えをもって授業に臨むこと。また、レポート等は、読み⼿に⾃分の考えがより明確
に伝わるような書き⽅やまとめ⽅を⼯夫すること。 

（子どもケア学科子どもケア専攻・実務経験のある教員担当科目）
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