
山口県養護教諭会

・効果的な性教育をすすめるために 玖珂支部
・毎月の保健指導の資料集 柳井支部
・児童が主体的に問題をみつけ解決していく保健委員会活動をめざして
　　　　～全校児童集会における委員会発表を中心として～
・効果的な保健指導
　　　　～基本的生活習慣の定着をめざして～
・望ましい保健室のありかた
　　　　～保健室の機能はいかにあるべきか（二年次）～
・目の健康
　　　　～保健指導資料の作成（指導案と資料）～
・定期健康診断の執務の手引き作成について 宇部支部
・中学校性教育指導資料の作成 美祢支部
・性教育に取り組んだ６か年のあゆみについて 阿武支部
・性教育の実態調査とその考察 萩支部
・学校管理下に於ける傷病の発生について 豊浦支部
・教育実践としての養護教諭の仕事について
　　　　～保健だよりの検討をとおして～
・基本的生活習慣の確立をめざして
　　　　～学級担任（中学校）への働きかけ～
・薬の正しい使い方
　　　　～高校生の薬に関する認識と保健指導～
・近視予防について 岩国支部
・養護教員の保健指導について
　　　　～自主的に健康管理のできる子の育成をめざして～
・学校保健委員会の活性化にむけて 柳井支部
・基本的生活習慣の形成をめざして
　　　　～本町の実態に立って～
・児童の「生活しらべ」とその考察 光支部
・性教育を試みて思うこと 徳山支部
・自分の健康は自分で管理できる子どもの育成を目指す食生活指導 新南陽・都濃支部
・卒業前親子性教育の実践を通して 佐波支部
・「正しい姿勢づくり」を目指して 佐波支部
・山口市児童生徒の体位・体力および健康状況の変遷
　　　　～山口市学校保健会沿革史３０年の歩みから～
・自らすすんで取り組む保健委員会活動をめざして 阿武支部
・性教育に取り組んで 美祢支部
・歩み始めた生徒保健専門委員会
　　　　～私たちが作った文化祭展示～
・「歯の健康」に関する資料の作成 小野田支部
・中学生と貧血 萩支部
・学級指導の資料づくり 豊浦支部
・よりよい姿勢指導をめざして
　　　　～脊柱側彎測定器による実態調査～
・高校生の健康状態と食生活について 高校支部
・日常の保健指導をどのようにすすめるか
　　　　～歯の健康について～
・みつめよう玖西の子どもの心と体
　　　　～アレルギー疾患実態調査の結果～
・基本的生活習慣の推進について
　　　　～生徒の健康作文とほけんだよりを活用しての意識づくり～
・基本的生活習慣の定着を図るために”排便教育からの出発” 熊毛支部
・「からだをみつめ直そう」について 防府支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究のありかた
　　　　～健康診断の効果的な生かし方～
・本校生徒の健康上の諸問題について 阿武支部
・起立性調節障害（ＯＤ症）調査結果について 美祢支部
・小学校における処置基準（外科編）の作成 宇部支部
・健康教室の取り組みについて 小野田支部
・性教育の取り組みについて 萩支部
・インフルエンザ予防対策としての「うがい」に取り組んで 豊浦支部
・保健室における薬品・衛生材料・医療器具の取り扱いについて 大津支部
・児童生徒へのよりよいかかわりを求めて 下関支部
・養護教諭の専門性について 高校支部

研究集録「のぞみ」　研究発表一覧　（平成元年～平成２２年）
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・パソコンを利用した保健管理 玖珂支部
・保健室からみた保健指導 柳井支部
・大島郡の子どものからだとこころ　～健康白書を通して～ 大島郡
・学校保健における小児成人病の予防について 下松支部
・教職員の健康診断についての一考察 徳山支部
・「鹿野町学校保健の手引」の活用について 新南陽・都濃支部
・守り育ててほしい、自らの心とからだ
　　　　～「健康のあゆみノート」の実践より～
・すこやかな成長を願って　　～知っておきたい心とからだの知識～ 佐波支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究のあり方
　　　　～健康診断の効果的な生かし方～
・学級活動における養護教諭のかかわり方 阿武支部
・美祢市児童の体格の推移と疾病異常 美祢支部
・生きる力を育てるための実践　　～健康講座の開設の試み～ 宇部支部
・健康教室の取り組みについて　～二年次～ 小野田支部
・保健委員会活動を通しての生徒の自主性を目指して 萩支部
・肥満傾向児指導の取り組みについて 豊浦支部
・”中学生のからだ”について 大津支部
・救急処置をスムーズに行うために 下関支部
・よりよい健康診断を模索する 高校支部
・学校保健委員会への取り組みの一例 岩国支部
・効果的な保健指導の取り組み 玖珂支部
・視力低下を防ぐための意識化と実践　～姿勢指導を中心に～ 柳井支部
・学校と家庭ですすめる健康づくり　～肥満と食生活～ 光支部
・不登校を考える 徳山支部
・児童・生徒の心の健康「心理テスト・性格検査について」（２年次）
　　　　～保健室に来室する児童・生徒と養護教諭のかかわり方～
インフルエンザ様患者に関する一考察 防府支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究のあり方
　　　　～健康診断の効果的な生かし方～
・保健指導のための教材作り 阿東支部
・不適応生徒に対する養護教諭の対応について 美祢支部
・保健指導の資料集の作成について 宇部支部
・学校保健委員会の活性化をめざして　
　　　～本市における学校保健委員会の実態～
・肥満指導の取り組みについて 萩支部
・科学的な認識を通しての保健指導の推進について 豊浦支部
・保健室で簡単にできる保健実験 下関支部
・効果的なヘルスカウンセリングを求めて 高校支部
・効果的な健康診断の生かし方 玖珂支部
・子供中心の学校保健活動について 柳井支部
・学校管理下における災害発生時の対策について 熊毛支部
・自主的な健康管理のできる生徒の育成をめざして 下松支部
・学級担任のための性教育指導資料の作成について 新南陽・都濃支部
・保健室における環境衛生管理について 佐波支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究のあり方
　　　　～子供の心の悩みを解くために（第一次）～
・望ましい食生活について（食生活と生理不順について） 阿武支部
・手作りの健康教育を目指して　～養護教諭の執務におけるパソコン利用～ 宇部支部
・健康教室の取り組みについて　～肥満児の現状と対策～ 小野田支部
・教職員向け保健資料の作成について 萩支部
・生きる力を育てる性教育をめざして 豊浦支部
・知らず知らずに摂っている塩分について
　　　　～学校保健委員会（全校健康サミット集会）を通して～
保健指導資料　　～性に関するＱ＆Ａ～ 下関支部
・保健室来室時の保健指導について
　　　　～生徒が自ら考え、行動できるための保健指導資料の作成をめざして～
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山口支部

小野田支部

山口支部

大津支部

高校支部

 
平
成
四
年
度

 
平
成
五
年
度

 
平
成
六
年
度



・中学生における血液検査の取り組みについて 岩国支部
・「玖西健康白書」　～第３号作成～ 玖珂支部
・大畠っ子の食生活 柳井支部
・肥満児教室の取り組みについて 大島支部
・健康への自立を育てる手だての開発のために 熊毛支部
・アレルギーのある児童生徒についてのサポートのあり方 光支部
・家庭、地域に生きる学校保健委員会 下松支部
・地域に根ざした健康教育 徳山支部
・学校保健におけるパソコンの利用（２年次） 新南陽・都濃支部
・文化祭における保健活動 防府支部
・効果的な保健指導のあり方　～保健教材を使って～ 美祢・吉敷支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究のあり方 山口支部
・新しい学力観にたった保健学習、保健指導をめざして 阿武支部
・保健室から見た児童の健康問題について 美祢支部
・不正咬合（歯列不正）及び歯周疾患に関する指導をどのようにすすめていくか
　　　　～指導資料づくりをとおして～
・効果的な保健指導資料 厚狭支部
・肥満予防指導の取り組みについて 萩支部
・健康診断の事前・事後指導資料の作成について 豊浦支部
・エイズに関する指導について 高校支部
・性教育の歩み 玖珂支部
・発達段階に応じた性教育（エイズ教育）の推進　～養護教諭のかかわり～ 柳井支部
・地域に根ざした性教育を目指して 熊毛支部
・小児成人病予防検診について 下松支部
・望ましい保健室経営の進め方　　～健康診断について～ 新南陽・都濃支部
・ワクワク教室（肥満指導）の実施について 防府支部
・養護教諭の独自性を生かした実践研究のあり方 山口支部
・学校の外へ輪を広げよう　　～エコクラブの取り組みを通して～ 阿武支部
・意欲的な生徒保健委員会の活動 美祢支部
・生徒が健康生活をおくるための支援活動の一つとして
　　　　～ストレスに関する支援活動～
・健康教室・第６回目の取り組み 小野田支部
・心の健康（メンタルヘルス）　～アンケート調査による研究について～ 萩支部
・実践力を育てる健康づくりをめざして　　～むし歯・歯肉炎予防を通して～ 豊浦支部
・心と体の実態をとらえた保健室運営をめざして 長門・大津支部
・不登校傾向児童・生徒に関するアンケート結果について 下関支部
・高校生の飲酒と健康　～保健指導資料～ 高校（宇部）支部
・養護教諭として日常の保健指導をどのようにすればいよいか　～性教育～ 岩国支部
・養護教諭の行う保健指導の充実～自分の体をもっと知ろう～ 玖珂支部
・主体的に取り組む保健委員会活動をめざして 柳井支部
・子どもたちと間食の関係について 大島支部
・小児肥満予防教室の取り組みについて 熊毛支部
・主体的に生きる力を育む保健指導　～保健委員会活動を通して～ 光支部
・望ましい保健室経営をめざして　　～心の健康で果たす養護教諭の役割～ 徳山支部
・心身に問題を持つ児童・生徒へのアプローチの仕方
　　　　～カウンセリングの技法について～
・う歯り患についての調査　
　　　～昭和６２年度から平成９年度までの佐波郡児童生徒の実態から～
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究のあり方
　　　　～子供の心の悩みを解くために（最終年次）～
・小児成人病（生活習慣病）予防のための取り組み 萩支部
・学べる保健室をめざして　～インフォームド・チョイスの時代に～ 阿武支部
・保健室における心に悩みを持つ子どもとの関わり方について 宇部支部
・健康教室の取り組み 小野田支部
・「養護教諭いじめ問題対策実践研究指定」から学んだこと 下関支部
・体温を通して自分の体を知ろう
　　　　～体温測定と生活実態調査の結果から～
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・性教育指導資料の作成 玖珂支部
・望ましい食習慣の形成と自主的実践力を高める保健指導 柳井支部
・命の大切さをめざしたこころと体の健康づくり 熊毛支部
・よりよい心と体の成長を願って 光支部
・保健室利用状況のまとめ 下松支部
・心身に問題を持つ児童生徒へのアプローチの仕方
　　　　～カウンセリングの技法について（２年次）～
・エイズ教育（性教育）のアンケート調査結果 防府支部
・養護教諭の独自性を生かした実践研究 山口支部
・効果的な保健学習をめざして
　　　　～積極的Ｔ・Ｔへの取り組み～
・養護教諭がショートタイムでできる保健指導とその資料 美祢支部
・スクールカウンセラーと共に２年間の取り組み
　　　　～摂食障害・女子生徒中２の事例を通して～
・保健指導｛ダイエットを探る！」を通して 小野田支部
・中学生の生活に関するアンケート結果と考察
　　　　～塾や習い事がある日の生活を中心に～
・豊浦町小・中学校の休日あけの保健室利用状況 豊浦支部
・心身の健康に関する調査 長門・大津支部
・「生きる力を育てる健康教育」　～教員から見た子どもたちの健康実態より～ 下関支部
・食生活　　～子どもとともに考え、学んでみよう～ 高校（長北）支部
・誰でも手軽にできる保健指導資料について 岩国支部
・幼・小・中で取り組んだ保健委員会 玖珂支部
・学校・家庭・地域の連携による基本的な生活習慣の確立をめざして 柳井支部
・喫煙防止教育　～喫煙人形の製作と保健指導の取り組みについて～ 大島支部
・児童・生徒理解をすすめるために　～養護教諭の立場から～ 熊毛支部
・からだほぐしの空間としての保健室
　　　　～児童の先取り的な不安解消のために～
・保健指導における視聴覚機器の活用のあり方を求めて
　　　　～「げんきくん」「げんきくん・パートⅡ」のソフト作りから～
・養護教諭の独自性を生かした実践研究
　　　　～「生きる力」を育む養護教諭の支援（２年次）～
・生徒が主体的に健康な生活を送るために
　　　　～豊かな食生活について考えさせる指導資料の作成～
・学校現場における救急体制と処置　～いざという時のために～ 宇部支部
・「生きる力」に基礎をおく健康教育 萩支部
・効果的な保健掲示物の作成 豊浦支部
・組織として取り組む健康教育　～学校保健委員会を中心として～ 長門・大津支部
・保健室における相談活動について 下関支部
・性教育への取り組み
　　　　～アンケートによる実態と指導プリント作成～
「生きる力」を支える保健栄養指導の充実 玖珂支部
・大畠町の「歯と口の健康」についての取り組み 柳井支部
・主体的に取り組む保健委員会活動 大島支部
・保護者と取り組む肥満指導 熊毛支部
・養護教諭の専門性を生かしたけんこう教室の開催
　　　　～小児生活習慣病予防実践～
・子どもの生活リズムから
　　　　～実態・ふりかえり・学級活動実践～（小学校中央ブロック）
・生活習慣の見直しと改善への働きかけ
　　　　～生活リズムを整える睡眠をめざして～（中学校中央ブロック）
・心身に問題をもつ児童・生徒へのアプローチの仕方 新南陽・都濃支部
・健康教育をめざした総合的な学習の試み 防府支部
・生活習慣アンケートの結果と考察 佐波支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～「生きる力」を育む養護教諭の支援（３年次）～
・地域保健とタイアップした健康教育
　　　　～「小児期からの健康づくり事業」への取り組み～
・健康診断の実施について 宇部支部
　　　　～生徒が受けたくなるような健康診断の実施を目指して～
・健康教室１０年間を振り返って 小野田支部
・「生きる力」を育てる保健指導を考える　～保健行事をからだの学習の場に～ 長門・大津支部
・薬物乱用防止に取り組む 下関支部
・生活習慣と健康についての調査 高校徳山）支部

阿武支部

高校（岩柳）支部

下松支部

徳山支部

山口支部

光支部

徳山支部

山口支部
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・困った時の・・・『ＢＩＢＯＵＲＯＫＵ』の作成について 岩国支部
・保健指導に使える資料（食生活編） 玖珂支部
・学校・家庭・地域の連携による生活リズムづくりをめざして 柳井支部
・生活習慣病予防の実践 熊毛支部
・オリジナルの掲示物からどんどん進んだ？ 吉敷・美祢支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～「生きる力」を育む養護教諭の支援（最終年次）～
・養護教諭の行う保健指導 美祢支部
・救急処置カードの作成 宇部支部
・ショートタイムの保健指導の工夫 萩支部
・エイズ教育（性教育）のアンケート調査結果 豊浦支部
・親と子の関係について　～保護者と生徒のアンケート調査結果から～ 長門・大津支部
・明日から使える保健指導資料作りと実践
　　　　～歯に関する指導・性教育～
・生きる力を育む養護実践　～健康診断を通して～ 高校（山防）支部
・ひとりひとりをみつめる学校保健のあり方について
　　　　～小中の連携の充実をめざして～
・ネットワークを活用した保健統計処理 柳井支部
・地域と取り組む保健活動　～食生活習慣調査から～ 大島支部
・保健指導をより効果的にするために～生活習慣病の予防について～ 熊毛支部
・健康相談活動から生まれた保健指導教材
　　　　～子どもたちとのかかわりの中にみつけた教材づくりを中心に～
・養護教諭による健康相談活動について 下松支部
・生きる力を育てるために
　　　　～自分の健康生活の意識化をはかるための取り組み～
・心身に問題を持つ児童・生徒へのアプローチの仕方
　　　　～緊急時の適切な対応～
・いのちの大切さと豊かな心を　～絵本を使って～ 防府支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～語り合おう　子どもたちの心とからだを見つめて～
・薬物乱用防止についての取り組み 阿武支部
・新学習指導要領における総合的な学習について
　　　　～養護教諭の関わり方を探る～
・保健指導の実践について
　　　　～保健室での食生活と歯磨きの指導を通して～
・これからの健康教育　　～保健室における教育相談～
　　　　～総合的な学習を踏まえた健康教育に取り組んでいる先進校の視察～
・パソコン研修の取り組みについて 豊浦支部
・「総合的な学習の時間」と養護教諭の関わりについて 下関支部
・「欠席・遅刻・早退・保健室利用状況」から
　　　　～心身の健康に問題を持つ生徒の保健指導～
・保健室における相談活動をいかに効果的に行うか
　　　　～保健室の総合的な環境づくりをめざして～
・喫煙防止教育の取り組みについて 玖珂支部
・心身の健康管理に主体的に取り組む児童生徒の育成
　　　　～定期健康診断を通して～
・薬物乱用防止教育についての取り組み 大島支部
・健康づくりのための保健事業　～地域保健と学校保健との連携から～ 熊毛支部
・子どもの心にひびく保健指導をめざして　～１年次の取り組みから～ 防府支部
・心と体の健康を考える「食」のあり方
　　　～学校給食センターの栄養士と連携を取った各学校の取り組み～
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～語り合おう、子どもたちの心とからだを見つめて～
・一人一人の生徒を見つめるために 美祢支部
・タバコ。薬物（シンナー）乱用防止の保健指導資料作成 宇部支部
・養護教諭のしごとをみつめる
　　　　～「おやつ」アンケートを教育実践へとつなぐ～
・心に残る保健指導教材作り 豊浦支部
・よりよい生活をめざしてショートタイムの保健指導資料作成 萩支部
・「個を大切にした指導」　　～ＴＴ授業実践～ 下関支部
・心の癒しを短歌によせて 高校（下関）支部

長門・大津支部

岩国支部

柳井支部

佐波支部

山口支部

宇部支部

小野田支部

厚狭支部

高校（宇部）支部

光支部

徳山支部

新南陽・都濃支部

山口支部

山口支部

下関支部

玖珂支部
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度



・つながる保健指導を考える 玖珂支部
・小中連携による保健指導のあり方　　～性に関する指導を中心にして～ 柳井支部
・健康を意識し自らすすんで実践する児童・生徒をめざして
　　　　～目の健康を通して～
・学校・家庭・地域の連携をめざした健康教育への取り組みについて 熊毛支部
・みんなで取り組む学校保健
　　　　～学校保健のシステム化をめざして～
・パソコンにＴＲＹ！ 周南支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～語り合おう、子どもたちのからだと心を見つめて～
・生活習慣病予防の指導について　　～各校の取り組み　実践例～ 阿武支部
・新しい学習指導観に立った健康教育のすすめ方 美祢支部
・望ましい生活習慣をめざして　～アンケート集計結果から考える～ 宇部支部
・親子で学ぶ食の学習　～地域の保健師、栄養士と協力して～ 萩支部
・効果的な性に関する指導のあり方　～養護教諭の関わりを通して～ 豊浦支部
・生きる力を育てる保健指導 下関支部
・生徒自らが喫煙に関して健康上好ましい意志決定を下し、行動選択をすること
　を目標とした喫煙防止教育

高校（長北）支部
　　　　～養護教諭の関わりを主とした指導案作成、実践、評価～
・保健室における相談活動をいかに効果的に行うか
　　　　～ＫＪ法を利用しての子どもの理解～
・望ましい食習慣の育成を目指して　　～弁当づくりに挑戦～ 玖珂支部
・自ら健康について考え実践できる児童生徒の育成
　　　　～自分の健康生活の意識化を図るための取り組みについて～
・子どもの実感を大切にして「自分のからだを知る」保健指導をめざして 大島支部
・生活習慣病予防の実践（１２年目の取り組み）
　　　　～学校・家庭・地域の連携をめざして～上関町
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～子どもたちが主体的に体について知り、学びたくなる健康診断のあり方～

・一人一人の生徒を見つめた健康づくり 美祢支部
・保健事務の見直しについて 宇部支部
・地域に根ざす保健指導　　～他機関との連携作り～ 萩・阿武支部
・豊かな心を育てる健康教育　
　　　　～心に寄り添い、心を育てる保健室づくりをめざして～
・子どもが変わる健康相談活動のすすめ方　　～簡便法に注目して～ 下関支部
・養護教諭のゆとりと子ども理解 高校（岩柳）支部
・ストレスと健康生活　　～児童生徒の心と体をみつめて～ 柳井支部
・ひろげていこう！楽しい食育 周南支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～子どもたちが主体的に体について知り、学びたくなるような健康診断のあり方～

・宇部市中学校における保健事務の手引き作成
　　　　～活用度の高い、現実に合った手引き書を求めて～
・教育相談に関する研修について
　　　　～スクールカウンセラーとの連携及び事例研究～
・養護教諭の専門性を生かした保健指導について
　　　　～個から始まる集団保健指導プログラムづくり～
・生活習慣と健康について　～排便を中心とした集団指導と個別指導～ 高校（徳山）支部
・保健室における相談活動をいかに効果的に行うか
　　　　～保健室来室カードを利用しての子ども理解～
・自らの健康づくりを自ら実践できる児童生徒の育成 柳井支部
　　　　～「ザ・元気プロジェクト」の取り組みを通して～ （南部ブロック）
・小・中連携の取組を生かした健康教育の実践 周防大島支部
・地域とすすめる健康づくり　～望ましい食生活のあり方を通して～ 熊毛支部
・特別支援を必要とする子どもの理解と一人一人に応じた対応のあり方
　　　　～研修の概要について～
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～養護教諭としてのスキルアップを目指して～
・湿潤療法について学ぶ 美東・秋芳支部
・養護教諭の職務の専門性の向上と不易の追求について 美祢支部
・保健学習・保健指導に関する研修 下関支部
・保健室と子どもをつなぐ保健学習の取り組み
　　　　～平成１７・１８年度　萩・阿武小教研での取り組みを通して～
・子どもの基本的な生活習慣の確立を目指して 長門支部
・保健室来室記録から見えてきたもの　　～統計項目の統一を通して～ 高校山防支部

萩・阿武支部

下関支部

萩・阿武支部

山口支部

光支部

山口支部

長門支部

山口支部

岩国支部

大島支部

下松支部

山口支部

宇部支部

岩国支部

柳井支部

熊毛支部
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・自己健康管理能力を高めるための保健指導のあり方
　　　　～基本的な生活習慣の定着をめざして～
・歯・口の健康づくり 熊毛支部
・特別支援を必要とする子どもの理解と一人ひとりに応じた対応の在り方
　　　　～研修の概要について～
・望ましい学校保健委員会の在り方を探る　
　　　　～学年ＰＴＡ活動とタイアップして～
・「周南市子どもの食と元気づくり事業」をふまえた各校の取り組み 周南支部
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～養護教諭のスキルアップをめざして（２年次）～
・危機管理　～緊急時の対応とマニュアル作り～ 宇部支部
・効果的な健康相談活動を進めるために　　～来室生徒とのかかわりを通して～ 下関支部
・保健室から見た危機管理　
　　　　～ひやり、ハッとから学ぶ学校安全から～
・性に関する保健指導資料の作成 高校宇部支部
・困ったときの・・・「ＢＩＢＯＵＲＯＫＵ　３」の作成に取り組んで　　 岩国支部
・自ら健康について考え実践できる児童生徒の育成 柳井支部
・薬物乱用防止教育について　　 周防大島支部
・望ましい食生活習慣を身につける児童生徒の育成
　　　　～学校・家庭・地域との連携による生活習慣病予防教室の取組～　　
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～養護教諭のスキルアップを目指して（３年次）～
・「望ましい保健室経営のあり方」
　　　　～ＰＣを使った保健指導資料の作成～
・保健室から見た危機管理　
　　　　～ひやり、ハッとから学ぶ学校安全(２年次）～
・豊かな心を育てる健康教育
　　　　～３年次から５年次までの取組を振り返る～　
・自他の心身の健康を守るメディアとの付き合い方
　　　　～生徒の生活とメディアに関するアンケート調査～
・自ら進んで取り組む心と体の健康づくり
　　  　～児童生徒の心と体をみつめて～
・望ましい生活習慣づくり 熊毛支部
・望ましい食習慣の育成
　　　　～食に関する取組の充実をめざして～
・養護教諭の独自性を生かした実践的研究
　　　　～養護教諭のスキルアップを目指して（４年次）～
・保健室の在り方と養護教諭の執務について 美祢支部
・変容する子どもの健康問題への対応について
　　　　～月経の最新情報から月経指導用手帳を作成～
・望ましい保健室経営のあり方
　　　　～各学校における救急処置に関する取組～
・記録することから見えてきた健康相談活動 高校長北支部

下関支部

柳井支部

周南支部

山口支部

宇部支部

山口支部

萩・阿武支部

高校下関支部

柳井支部

光支部

下松支部

山口支部

萩・阿武支部

熊毛支部

長門支部

下関支部
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