
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、小児看護とは、小児看護の歴史 看護の機能と役割

第02回 子どもの成長・発達と健康課題（乳児期、幼児期）

第03回 子どもの成長・発達と健康課題（学童期、青年期）

第04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）

第05回 子どもの健康状態の把握②（フィジカルアセスメント、バイタルサインの観察）小テスト

第06回 子どもに多い症状と対応①（発熱、頭痛、咳嗽、鼻汁等）

第07回 子どもに多い症状と対応②（腹痛、下痢、悪心・嘔吐等）

第08回 子どもに多い症状と対応③（鼻出血、打撲、捻挫、骨折等）

第09回 子どもに多い急性・慢性疾患①（感染予防、感染症）

第10回 子どもに多い急性・慢性疾患②（感染症） 小テスト ＊グループワーク

第11回 子どもに多い急性・慢性疾患③（アレルギー疾患）

第12回 子どもに多い急性・慢性疾患④（腎・心疾患）

第13回 子どもに多い急性・慢性疾患⑤（てんかん、糖尿病、小児がん）

第14回 療育医療の必要な子ども、災害と子ども

第15回 試験と授業全体の振り返り

使用教科書 『系統看護学講座 小児看護学①』医学書院

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養護教諭コース・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

単位数 2 開講期（年次学期） 2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>

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

第02回 生命徴候の観察（呼吸・脈拍・血圧・体温 記録）＊グループワーク

第03回 生命徴候の観察（バイタルサイン・フィジカルアセスメント）＊グループワーク

第04回 生命徴候の観察 実技試験

第05回 環境調整 環境調整技術（ベッドメーキング）＊グループワーク

第06回 感染予防の技術（滅菌法・状独法・スタンダードプリコーション）＊グループワーク

第07回 感染予防の技術（吐物の処理）＊グループワーク

第08回 感染予防の技術 実技試験

第09回 活動・休息・安楽（体位変換）＊グループワーク

第10回 活動・休息・安楽（車椅子移動）＊グループワーク

第11回 活動・休息・安楽（温冷罨法・包帯法）小テスト

第12回 食事援助・水分管理技術 ＊グループワーク

第13回 排泄援助技術 ＊グループワーク

第14回 清潔・口腔ケア援助 ＊グループワーク

第15回 呼吸管理 小テスト 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

『系統看護学講座 小児看護学①』医学書院

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養護教諭コース・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 大原 榮子

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>

近年の子どもたちをとりまく社会や家庭環境の変化に伴い、学校保健に対するニーズも多様化してい

る。その中でも特に心身にかかわる問題は深刻化し､養護教諭が果たす役割も一層重要性を増してい

る。養護教諭が行う健康相談は、子どもの成長発達の特徴を理解することと、その年齢のもつ健康課

題等を理解をすることである。さらに、通常の子どもの心身の状態を把握したうえで、保健室に来室す

るニーズにあわせた応急処置をしながら身体的不調の背後に目を向け、子どもの発する様々なサイン

に早くから気づけることである。課題解決には、場面状況にあった様々な方法があることを知ると共に、

関係機関を含めたチーム学校の一員としての養護教諭に求められる健康相談の役割と連携の在り方

を理解する。そのために、養護教諭が行う健康相談に必要な専門的知識や技術を身につけるととも

に、健康相談の見立てと支援ができる力を培う。

「知識及び技能」◎、「思考力・判断力・表現力等」〇

＜２３１－1HCO1－０1＞

授業の概要

社会状況の変化に伴い子どもの健康問題が多様化し深刻化している現在、養護教諭がどのようにして

子どもの健康問題を日常の学校生活の中から見つけ、対応していくかについて学ぶ。また、チーム学

校の一員として、養護教諭の行う健康相談とは何か、保健室で行う健康相談とは何かについて、相談

活動の理論と具体的な方法を、事例を通して学ぶ。

学生に対する評価の方法 ① 授業への参画態度（20%）②課題レポート（30%）③試験（50%） 以上の総合による。

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

・授業のすすめ方と評価について

・養護教諭が行う健康相談の捉え方、養護教諭の役割と活動、健康相談の法的根拠

・課題 子どもの精神疾患 ①知的能力障害②発達障害③精神障害④虐待⑤その他の疾病・障害

第02回 養護教諭と健康相談

・養護教諭と学校での健康相談

・養護教諭の行う健康相談の概要

第03回 健康相談と保健室

・学校の中の保健室

・子どもにとっての保健室

・健康相談をすすめるために望ましい保健室環境

第04回 事例から見る健康相談の過程

・保健室に来室した子どもへの初期対応

第05回 健康相談の基本的過程①
・出会い、受け入れ、情報収集と対象理解と見たて

・支援目標の設定と支援方法の選択

第06回 健康相談の基本的過程②
・支援の実際 支援のための連携・協働

・支援のふりかえりと評価

第07回 相談活動の実際

・ロールプレイ  相談者との向き合い方・話の聴き方

第08回 対象者理解と見立て①
・健康相談の過程における対象者理解と見立て

・成長発達過程にある子どもの理解

・子どもの気になる様子とその見立て

第09回 対象者理解と見立て②
・社会の変化と子どもの健康問題の変遷

第10回 支援のための方法と協働

（子どもケア学科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）



第11回 場面と「問題」に応じた健康相談の進め方①
・応急手当の場面での対応

・複数来室者がいる場合の対応(ロールプレイ)と優先順位

第12回 場面と「問題」に応じた健康相談の進め方②
・頻回来室する子どもへの対応

・長期間かかわり続ける場合の対応

第13回 「問題」や個に応じた対応

・「問題」や個に応じた対応の原則

・「問題」に応じた対応

第14回 健康相談にかかわる記録

・記録の目的と意義

・記録の保管とプライバシー

第15回 まとめと試験

使用教科書

大谷尚子・森田光子編著「養護教諭の行う健康相談」東山書房

学校保健・安全実務研究会編著「新訂版 学校保健実務必携」

参考図書：清水将之「養護教諭の精神保健術」北大路書房

自己学習 （予習・復習等の内

容・時間）

子どもの心身にかかわる問題は、社会状況との関係が深い。新聞等をよく読んで子どもや社会の問題

に関心をもってほしい。新聞の切り抜き等も是非行って欲しい。

- - - - -

（子どもケア学科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）



授業科目名 健康相談演習

授業担当者名 大原 榮子

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>

本授業は、2年後期で学んだ専門的知識と技術を養護実習中にどのように生かすことができたかにつ

いて、実習中に出会った健康相談対応事例をとりあげ、事例検討やロールプレイを行い、事例のもつ

問題点や支援援助のあり方についてグループ討議を通して学ぶ。また、養護教諭としての健康相談の

知識や技術などを生かした効果的な解決のあり方を追求するとともに、チーム学校の一員として保護

者や地域の関連機関との協働連携を図りながら問題解決を図る能力を身につける。

（「専門知識」◎、「問題発見能力」〇）

授業の概要

授業の前半で、養護教諭として健康相談を実践していく自分自身について知ることを、グループワーク

を通して体験する。その体験をもとに、養護実習中に出会った子どもへの対応の実際を振り返る。子ど

もが抱える問題の実態と、その問題にどのように養護教諭として、またチーム学校として、対応するとよ

いかを事例を通して検討する。さらに、子どもの実態や背景、問題のもつ意味、支援するための見立て

と支援方法について、養護教諭と周辺の対応連携等を含めて学ぶ。

学生に対する評価の方法 ①授業への参画態度（25%）②課題レポート（25%）③試験（50%） 以上の総合による。

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 授業の進め方と評価について

第02回 体験学習① 言語によるコミュニケーション （グループワーク）

第03回 体験学習② 非言語によるコミュニケーション（グループワーク）

第04回 体験学習③ 「話をきく」実習 （グループワーク）

第05回 体験学習④ 逐語録作成 逐語録の提出（レポート提出）

第06回 健康相談の事例検討

・事例検討会の目的と意義、事例のまとめ方、事例検討会のすすめ方について学ぶ

第07回 事例検討会の進め方の実際（１）事例の見立てと支援の実際 事例検討会

第08回 事例検討会の進め方の実際（２）事例の見立てと支援の実際 事例検討会

第09回 事例検討会の進め方の実際（３）事例の見立てと支援の実際 事例検討会

第10回 事例検討会の進め方の実際（４）事例の見立てと支援の実際 事例検討会

第11回 事例検討会の進め方の実際（５）事例の見立てと支援の実際 事例検討会

第12回 事例検討を通して学んだことを基礎に、場面や問題に応じた健康相談のすすめ方について理

解する

第13回 チーム学校を生かした健康相談 問題や個に応じた対応のあり方について理解する

第14回 養護教諭が行う健康相談の力量向上に向けて学ぶ（ディスカッション）

第15回 まとめと試験

使用教科書

大谷尚子・森田光子編著「養護教諭の行う健康相談」東山書房

学校保健・安全実務研究会編著「新訂版 学校保健実務必携」

日本学校保健会：「学校保健の課題とその対応」2年次に使用したもので可

参考図書：清水将之「養護教諭の精神保健術」北王路書房

自己学習 （予習・復習等の内

容・時間）

養護実習中に出会った事例を積極的にまとめ、自分なりに事例のもつ問題や課題について分析を試

みる。

- - - - -

（子どもケア学科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養護教諭コース・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、井澤 昌子

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・判断・創造力」◎、「知識・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％）、テスト（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、テスト

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養護教諭コース・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、杉山 素子、浅田 謙司、松崎 利美

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4年間の講義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：①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・発進力

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

にするグループと、反対に養護関係を先に行い教職関係を後にするグループがある。具体的な内容

は、グループ討議、ロールプレーイング、事例研究、模擬授業などを盛り込み、さらには健康課題や保

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、発言内容（20%）、レポート等の提出（30%）、小テスト・筆記テスト（50%）等を総合

的に判断して評価する。

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、ロールプレーイング）

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、テストと解説

（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（感染症・５分間保健指導）

第11回 現代的健康課題への対応３（発達障害・事例検討）

第12回 危機管理と応急処置

第13回 保護者への対応（クレーマー・ロールプレイング）

第14回 現代的健康課題への対応４（アナフラキシー対応・シミュレーション）

第15回 講義のまとめ、テストと解説

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、自分なりの考えを確

立して､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。

・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養護教諭コース・実務経験のある教員担当科目）
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