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１　はじめに

　「保健指導」については，各校ともそれぞれ素晴

らしい取り組みをされており，成果を挙げられてい

る。例えば，保健便りなども工夫され，感心させら

れることが多くある。例えば，むし歯予防にも力を

入れたため，ＤＭＦＴ（１人当たりのむし歯率）の

減少が見られることは，いろいろな関係機関の力も

あるが，学校での保健指導の力がとても大きいと考

える。昭和 56 年に 5.43（ＤＭＦＴ）だったものが，

平成 19 年には 1.63 になった。この数字は，素晴ら

しい成果を表している。

　また，現在，問題になっている新型インフルエン

ザについても学校ぐるみで手洗い・うがい等感染予

防に取り組み，まさに保健指導の実践が見られる。

　このように今までも保健指導がなされてきたが，

今年改正された学校保健安全法の柱の一つが，養護

教諭と関係職員が連携した組織的な保健指導の充実

であることから，この点を中心に述べてみたい。

２　子どもの健康課題について

　生活習慣の乱れ，アレルギー疾患の増加，感染症，

性の問題行動や薬物乱用，いじめ，不登校，虐待な

どのメンタルヘルスに関する課題など多様化，深刻

化してきている。これらの健康問題は，どれも重要

なことばかりなので，子ども自身に健康問題につい

て考えさせ，少しでも良い方向へと実践させるため

には，学校長のリーダーシップのもと学級担任，養

護教諭 , 栄養教諭，学校医，学校歯科医，学校薬剤

師等との連携体制を充実させることが大切である。

　小児医療においても，喘息や糖尿病等慢性疾患を

持った子どもが増えている。どのような疾患を持っ

ていても，また，数は少なくても，子どもを支援し

ていくためには，地域の関係機関との連携が非常に

大切である。保健室に来る子ども達の背景について，

これまでは，身体的な訴えが多かったものから，心

に関わる問題が多くなってきていること , 家庭環境

に関するものもあることから，家庭との連携がより

一層，必要になってきている。

　メンタルヘルスの課題で家庭との連携がうまく

とれなかった事例として，保護者が連携に消極的で

あったことがあげられる。健康課題に関する子ども

の支援にあたっては，家庭の連携と協力を得ること

が不可欠であるので，日頃から，家庭に対しての啓

発活動を行うなど，信頼関係の構築に努めることが

大切だと思う。それから，ＰＴＡについても家庭と

の連携を図る上では，重要な組織であるので，効果

的な連携を図ることが必要である。このように，い

ろいろな連携をしながら保健室活動を行っていくた

めには，養護教諭のコーディネーターとしての役割

が大きいことはみなさんもご承知のことと思う。本

日の実践発表では，それぞれの課題に対して，いず

れも，校内の組織的な活動がされていたし，家庭，

地域との連携もうまくいった実践発表であった。

３　身近な健康問題について

　例えば，睡眠の問題について，統計では４歳児の

約４割が夜の１０時以降に寝ているなど睡眠時間が

短くなってきている。このことで，いろいろな健康

障害が現れてくる。

　その他には，食習慣の乱れについても様々な問題

が生じてきている。このような問題が継続していく

と，自然治癒力が低下する傾向や，低体温や血圧な

どにも影響が生じてくる。このようなことから体調

不良を訴えて保健室に来る子どもたちが増えてきて

いるのではないか。しかし，学童期の子ども達は，

差し迫った健康問題が現れないために，自覚しにく

く，生活習慣の改善に向けた意識付けが難しい時期

である。そのためにも健康の大切さに気付かせ，身

近な生活の中で実践できるような保健指導が重要に

なる。

　保健指導は，おどしではなく，“健康的な生活を

実践することは楽しいことである”ととらえさせる

ようにしていただきたい。

４　学校保健の領域，構造における保健指導の位置

　づけ

　この図のように示される。この保健指導は，児童

（生徒）会活動などの特別活動に位置づけられており，

学級や学年を対象にした集団指導が中心である。ま

た，教育課程外では，保健管理に伴う個人やグルー

プを対象に実施される。

関係教職員等と連携した組織的な
保健指導の充実
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　健康管理も健康教育としてとらえ，どちらも大切

であり，中央教育審議会答申（平成 20 年１月）を

踏まえて学校保健法の一部が改正され，今年度４月

から学校保健安全法が施行されている。

５　学校保健安全法について

　基本的な保健指導については，第７条・第９条・

第１０条に明記されている。それから，教職員の健

康観察が重視されているが，学校保健安全法におい

ては，健康観察について新たに位置づけられている。

保健指導の条文の中で，養護教諭という言葉が入っ

たことも特徴である。第７条に関して，旧学校保健

法ではなかった「保健指導」という言葉が入り，雑

則から条文になったことも大きな特徴である。第９

条では，養護教諭その他の職員は，相互に連携して

健康相談，健康観察をすることが，明文化され，養

護教諭は保健指導において中心的な役割が求められ

ている。また関係者との連携においてもコーディ

ネーターとしての役割が期待されている。

　学級活動における保健指導への養護教諭の参画率

は，小学校では７０％を超えており（保健室利用状

況調査結果Ｈ１８年），学級担任との連携が進んで

おり，効果的な取組が行われている。また，健康上

の問題があるときは，遅滞なく児童生徒に対して保

健指導をしていくことが大切である。さらに，保護

者に対しても必要な助言を行うことも大切となる。

　保健指導に関する関係職員等との連携について

は，養護教諭と学級担任との連携，学校医・学校歯

科医・学校薬剤師との連携などがある。さらには，

学校と地域の医療機関との連携を図ることが第１０

条に示されている。この救急処置や健康相談，保健

指導を行うに当たっては，地域の医療機関との連携

が必要な状況になってきている。その連携を進めて

いく上での要として期待されていることから，地域

資源の活用を図っていくことが望まれている。

　しかし，実際に，地域の医療機関との連携が図ら

れているであろうか。なかなか難しい状況ではない

か。本日の発表でも，校内の連携については，うま

くできていた。しかし，医療機関との連携について

は，難しい状況があったと思う。地域の医療機関や

保健所などとの連携を通して，学校医や看護師等と

しっかりと連携をして欲しいと思う。また，思春期

学会，小児保健学会からは，学校との連携をとりた

いという声が多くある。このように，医療機関側か

らは，学校への連携を求めてられているので学校か

らも積極的に協力を求めていくことが大切である。

　例えば，慢性疾患の子どもが，退院し学校へ復帰

するときに，学級担任や養護教諭との連携を望んで

いる。そうすることで，薬や緊急時の対応について，

子どもや保護者の安心感を与えることができる。学

校生活をどのように送るか，ただ管理するだけでな

く，子ども達が，将来は自分で自分のことができる

セルフケアの能力を高めていけるような指導が学校

側にも必要になる。

６　保健指導の目指すものは

　子どもが身近な生活における，健康に関する知識

を身に付けることや，活動を通して主体的に健康な

生活を実践できる資質や能力を高めるためには，特

別活動における学級活動の中で，小学校では，基本

的生活習慣の形成，心身ともに健康で安全な生活態

度の形成，食育の観点をふまえた学校給食と望まし

い食習慣の形成があげられる。中学校では，思春期

の不安や悩みとその解決，心身ともに健康で安全な

生活態度や習慣の形成，性的な発達への適応，食育

の観点をふまえた学校給食と望ましい食習慣の形成

等をあげて，子どもの発達段階を考慮し，学校教育

全体を通しての取組がなされることで，健やかな心

身の育成が図られる。

７　保健指導の機会

（１）集団指導

　　特別活動の「学級活動」「学校行事」「児童生徒

会活動」等において行われる。特に，学級活動に

おける保健指導は，養護教諭，栄養教諭，学校医，

学校歯科医，学校薬剤師などが学級担任等ととも

に指導に当たることが一層の効果が期待されるこ

とから，積極的な参画が求められている。また，

健康診断などは，学校行事の内容として示されて

いることから，保健指導としての教育的な側面を

十分生かすよう配慮することが大切である。

　　本日の発表内容では，それぞれ学級活動や総合

的な学習の時間を利用して，学級担任はもちろん，

いろいろな方の協力を得て集団指導を行った実践

であった。

（２）個別指導

　　心身の健康に問題を抱えている子どもや健康

生活の実践に関して問題を抱えている子ども等に

対し，適宜な時間において実施されるもので，そ

の指導は問題解決に向けて重要な役割を担ってい

る。また，保健指導が学校保健安全法に位置づけ

られたことからも，児童生徒の心身の健康問題の

多様化に伴う個別の保健指導の重要性が増してき

ていることが分かる。

　　保健指導の進め方については，組織的，効果的

に行うために，指導計画の作成が非常に大切であ

る。保健学習と保健指導これもうまく関係しあっ

ていくことが大切で，保健指導をうまく行おうと

思えば，保健学習で知識をしっかりと学習するこ
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とが効果的である。

８　保健指導の評価

　保健指導による評価は，保健指導の目標が達成さ

れたかどうかを見極めることが大切である。次回へ

の改善を図る上で，指導結果のみの評価にとどまら

ず，指導計画の内容や方法など指導過程についても

評価を行う。計画と評価は表裏一体である。評価の

方法については，自己評価は勿論のこと，関係者に

よる他者評価も実施すべきである。また，子どもの

自己管理能力の育成を目指していることから，発達

段階を考慮しながら，子どもの生活や環境について

自分で評価させることが重要である。実践発表の中

には，「評価の基準について今後の課題である」と

述べていたが，今後，評価の大切さについて考えて

いく必要がある。

９　保健指導を進める留意点

（１）健康課題の把握

　　まずは，健康課題を把握すること。そして，他

の活動と連携を図った保健指導計画の作成が大切

で，この綿密な計画で系統的な保健指導へつなが

る。そのための時間の確保は，重要になる。そし

て，評価を行って保健指導の目標が達成されたか

を確認することが大切。ここでの健康問題の把握

のためには，健康診断，健康観察，保健調査，保

健室来室状況等各種調査結果から個別及び集団の

健康問題を把握することになるが，特に，健康観

察が重要となる。健康観察は，中央教育審議会答

申（Ｈ２０）「子どもの心身の健康を守り，安全・

安心を確保するために学校全体の取組を進めるた

めの方策について」でその重要性が述べられてお

り，学校保健安全法においても，健康観察が新た

に位置づけられ，充実が図られたところである。

全教職員による，組織的な健康観察の実施が求め

られている。

　　このように，言葉では言われているが，組織的

に行うにはどのようにしたらよいのか。例えば，

朝の健康観察，から集計分析し，管理職へ知らせ

るなどの組織的な健康観察が大切である。共通認

識については，健康観察の目的があげられている。

健康観察の目的や方法が養護教諭だけでなく，全

職員が健康観察を理解することが大切である。そ

して，職員の観察力を高めることが重要。特に，

心の問題についての観察力をつけることが重要で

ある。そのために，いろいろな研修を通して学ん

でいくことが大切になる。

　　そして，連携として，全職員への報告，保護者

への連絡，医療機関，学校医等からの助言，必要

に応じて教育委員会への報告・相談，保健所等へ

の働きかけが大切である。

１０　おわりに

（１）学校保健安全法に保健指導が位置づけられる

　　など保健指導の重要性が増している。

（２）養護教諭その他の職員は，相互に連携して健

　　康相談，健康観察，保健指導を行う。特に，全

　　職員が行うことを理解させる。

（３）健康診断，健康観察，健康相談等を通して児

　　童生徒の健康課題を的確にとらえる。

（４）系統的に保健指導が行えるように，学校保健

　　計画に位置づける。

（５）学級活動等における保健指導を実施するに当

　　たっては，養護教諭，栄養教諭，学校医等との

　　連携により効果的に行う。

（６）地域の医療機関との連携を図る。

　　などのことを役割分担して全職員で行っていく

　　ことが必要である。

　　　新型インフルエンザについては，まさに，健

　　康観察をしっかりと行い，組織で連携をしなが

　　ら，行っているところであるが，これからもさ

　　まざまな，心の問題などが起きてくると思われ

　　る。子ども達が，自ら解決していく力をつける

　　ために，今まで以上に連携を図り，他の機関と

　　の連携を図って，保健指導をしていただきたい

　　と願う。

 　

１　はじめに

　近年，子どもたちの健康問題は多様化し，社会環

境や生活環境の急激な変化は，子どもたちの心身の

健康に大きな影響を与えている。学校においては，

日常生活における具体的な健康問題について主体的に
考え実践できる能力や態度を育てる保健指導の進め方

高知県心の教育センター　　　　　　　　　

こどもサポート担当チーフ　中野　靖子
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家庭や地域，専門機関と連携を深めながら心身の健

康の保持増進を推進することが大切である。

　学校保健安全法第９条に「養護教諭その他の職員

は，相互に連携して，健康相談又は児童生徒等の健

康状態の日常的な観察により，児童生徒等の心身の

状況を把握し，健康上の問題があると認めるときは，

遅滞なく，該当児童生徒等に対して必要な指導を行

うとともに，必要に応じて，その保護者に対して必

要な助言を行うものとする。」と「保健指導」につ

いて明記されている。

　生きる力の重要な柱である「健康」を保持増進す

るためには，各学校の健康課題に応じて，学校全体

の教育活動との関連を図り，計画的に保護者指導を

実施することが一層望まれている。

２　研究協議の視点

　研究協議題設定の趣旨に，「生涯を通じて心身の

健康を保持増進するためには，日常の具体的な健

康課題を自ら解決していくための資質や能力を育て

る必要がある。」と記述されている。それを受けて，

発達段階に応じた保健指導の在り方，進め方につい

て次の３点に視点を当てた協議を実施したい。

（１）児童生徒の実態や現代的な健康問題に対応し

　　た学級活動での保健指導の進め方について

（２）自らの健康の問題を解決するための実践的能

　　力や態度を育てる児童（生徒）会活動や学校行

　　事での保健指導の進め方について

（３）各教科，総合的な学習の時間等との関連を図っ

　　た保健指導の計画，実施，評価及び改善につい

　　て

 

【質疑応答】
（１）熊澤先生の発表について，時間をかけていろ

いろな指導をされている。自己肯定感を高めると

問題行動がなくなると考えられている。

　①アンケートの結果について

　②自己肯定感のはかり方

　③プラス傾向になった具体的な内容について

　④集会後の担任の指導について

　⑤集会後の自己評価について

（愛知県　中学校養護教諭）

《回　答》
・あくまでも，個人のものとして返しているので，

全体的な傾向についてはつかんでいない。

・レーダーチャートの自分の満足度，心の調子で見

たもので，アバウトなものである。

・担任と協力しての観察である。その子どもがどの

ように変化をしてきたかを見ていった。

・担任と打合せをし，できるだけ批判的にならない

ように徹底した。

・個表に書く感想文を見ていった。後は，保健室に

来たときの様子などを観察していった。

（２）関元先生の発表について，課題として保育所

と中学校との連携について挙げられていた。具体

的には，どのようなものがあったのか。

（東京都中学校教諭）

《回　答》　
・中学校では，昨年度から給食が始まった。小学校

までは残さず食べていた。しかし，中学校では，

他の生徒の影響もあり残している生徒がいるよう

だ。

・中学校では，３点固定（起床・就寝・学習を始め

る時間）ということに取り組んでいる。それを取

り入れていこうとしているが，なかなか連携がで

きない状況である。お互いの情報交換の場が少な

いのが実態である。

・こちらから，どんどん発信していくことの必要性

を感じている。思春期でも，食べることは大切で

健康問題について自ら考え解決できる
生徒の育成
～生徒が主体的にかかわる保健指導を通して～

愛知県江南市立北部中学校　養護教諭　熊澤　尚子

自らの健康問題を主体的に解決していく
ための実践的能力や態度を育てる取組
～将来を健やかに生きる力を育てる～

岡山県立芳泉高等学校　養護教諭　平松　恵子

望ましい食習慣を主体的に
身に付けようとする児童の育成
～各教科，総合的な学習の時間等と食育の関連を図った指導の工夫～

広島県庄原市立永末小学校　教諭　関元千花子
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ある。中学校での子ども達の様子を知ることも大

切であると考える。　　　　　（発表者　関元）

（３）熊澤先生の発表について，ボランティア活動

として，素手でトイレ掃除をすることについて，

衛生上の観点から疑問に感じる部分もある。さま

ざまな問題をどのように乗り越えられたのか。ま

た，他校への広がりはどのような様子か。

　　　　　　　　　　　　　　（大阪府　小学校長）

《回　答》
・実際に，素手で行うことについて当初はいろいろ

な声があった。現在は，素手や裸足で行うことは

していない。手袋や長靴を履いて行うようにして

いる。しかし，掃除をしているうちに素手で行う

生徒もいる。また，強制的に参加しているもので

もない。また，参加については，希望者で保護者

の同意も得ており，特に問題も起きていない。無

理をしない。強制しないが原則である。他校への

広がりについては，見学に来られることもあり，

地域の４～５校に広まっている。　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（発表者　熊澤）

　　　　　

（４）平松先生の発表について，養護教諭として，

地域に働きかけている。本当に素晴らしい。高等

学校での取組について，２点伺いたいと思う。

　①９０分の講座について，時間確保と予算面につ

　いて

　②保健委員会の活動時間のとり方について

　　次に，関元先生のご発表について，いろいろな

食事のとり方がある。朝，家庭の事情で食べられ

ない家庭もあると思う。どのように対応をされて

いるのか。

　　また，野菜作りについて，いろいろと苦労もあ

ると思うが，害虫への対応や食について子ども達

へどのように指導しているのか教えて欲しい。　

　　　　　　　　　（香川県　高等学校養護教諭）

《回　答》
・時間確保については，教科担任制で進路なども

関係してくるので難しい。その中で，ＬＨＲの

時間やテスト終了後に設定している。年度当初に

ある程度調整している。進路について，大切なこ

とは，心と体の健康であることをしっかりと語っ

て，この基本がしっかりしていないと学力向上は

ない。予算については，事務との連携をとりなが

ら，年度初めに予算についてお願いしている。ま

た，必ず，学校の中の職員にも講師をお願いして

いる。今年は，世界史，生物の職員に性教育の講

座を持ってもらい高い評価を得た。

・保健委員の活動については，生徒が集まれる時

間が遅くなる。遅い時には，グループ別に集めた

り，昼食時に弁当を持って保健室に集まるなど時

間確保の工夫をしている。　　（発表者　平松）

・野菜作りについては，基本的には無農薬である。

虫がついたら，毎朝子ども達が虫をとっている。

葉ものより実の方が多い。食べるときは，必ず加

熱調理をしている。基本的には，地域の方に指導

を受けながら作っている。

・朝食については，食べない家もたくさんある。朝

食を紹介したり，理想を押しつけたりするのでは

なく，少しずつ努力をすることで意識は変わって

きた。それには４，５年かかった。学年が大きく

なったら，自分で調理をして食べよう。というこ

とで，料理をしている子どももいる。家庭の状況

に合わせて取組を進め，小さな評価の積み重ねを

している。その中で，みんなで食べると「おいし

い」という体験をして欲しいという思いである。

　　　　　　　　　　　　　　　（発表者　関元）

（５）大変素晴らしい発表ありがとうございます。

３校の先生方に２点，質問する。

　①教職員間のコミュニケーションのとり方につい

　て

　②家庭との連携について，学校への要求も大きい。

　何か，工夫点や体験談があればお願いしたい。

　　　　（神奈川県　私立中高一貫教育校養護教諭）

《回　答》
・本校は，小さな学校なので，いつも職員室など

で子ども達のことが話題に出ている。日頃から情

報交換ができていると思う。また，取組について

も，学校が一枚岩でやっていることが家庭や地域

にも理解されている。　　　（発表者　関元）

・本校では，職員間のコミュニケーションはとり

にくい状況がある。以前は，データを提供して

いたが，なかなか浸透しなかった。それで，個別

のデータを担任に提示していくようにしている。

まず，担任に実感してもらうために話をしていっ

ている。性教育については，発達段階も異なり，

私も苦慮している。よい情報があれば教えて欲し

い。　　　　　　　　　　　　（発表者　熊澤）

・大規模校で職員も多く，多忙なため，顔を会わす

機会がない。本校は，校内ＬＡＮを使って情報を

共有している。地域連携については，７年間やっ

てきて思うことは，「地域連携をしたい」という

動機を持つことが大切。今は，小学校，中学校が

近くにあるので，インフルエンザなどの情報や生

活習慣，食習慣についていろいろなど情報がすぐ

に入る。それは，それぞれの学校が一つで対応し

ていては，本当の意味での教育につながらない。

「連携したい」という思いを養護教諭が持ち，そ

れに賛同する人，管理職の理解があれば前に進ん
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でいく。

　・地域の方（地域で中心となる方）を取り込んで

いけば更に良い方向に進んで行った。忙しい中で

やってよかったと思えることをしていくことが大

切である。　　　　　　　　　（発表者　平松）

 

　ご発表をいただいた関元先生，熊澤先生，平松先

生，本当にありがとうございました。

　今回のご発表のように，子ども達の健康課題は多

様化し，社会環境や生活環境の急激な変化が，子ど

も達の心身の健康にも大きな影響を与えている。

　その中で，学校が家庭や地域，専門家と連携しな

がら，子ども達の心身の健康の保持増進をどう推進

していくかに視点を当てた具体的な実践発表を聞く

ことができた。

　学校保健安全法第９条等にも「保健指導」につい

ての重要性が明記され，「生きる力」の大切な柱で

ある健康の保持増進の役割が生涯の健康づくりを担

う上で大切になる。

　今回の実践発表から，私は，大きく次の４点を学

ばせて頂いた。

（１）個々の子ども達の実態をすばやくキャッチし，

健康課題に則した実践である。

　（しっかりと見極め，リサーチ）

（２）その学校の健康課題を把握し，学校全体の教

育活動に位置付けられている。

　（ビジョンを持った実践）

（３）学校医（学校三師）等の専門家や地域の人の

力を借り，発達段階に応じた計画的な保健指導が

実施されている。

　（的確なプランとチームを組んでの実践）

（４）保健指導と他教科等との連携を通して，子ど

も達の自主性を大切にし，これで良いかを評価

（チェック）をしながら，保護者・教職員・地域の人・

専門家の方々とのつながりをさらに深めた取組で

あり，各発表者ともＲＶ－ＰＤＣＡサイクルを大

切にしている。

　この様々な実践を通して「お互いの人としての関

わり」が深まり，「またやりたいね」「大変だったけ

れど，やって良かったね」「次は，こんなことに取

り組みたいね」といった，意欲や興味関心につながっ

ている。

　そのことが第３課題分科会のねらいの一つであ

る，生涯を通じて心身の健康を保持増進するため，

日常における具体的な健康問題について主体的に考

え，自ら解決するための実践的能力や態度を育てる

ことにつながっていくのではないかと考える。

（１）広島県庄原市立永末小学校の取組について

　　関元先生のご発表は，家庭との連携を図り，給

食指導，生活リズムの確立等を通して，家庭地域

との関わりが一層深まった実践であった。

　　「あー，おいしかったね。またやりたいね。」と

いう子ども達や保護者の声と心が届く取組であっ

た。

　　体験的な活動を通して，子ども達が感じ取った

ことは，生涯の健康づくりに生かされる力となる。

子ども達の声を大切に，これからも小中連携をし

ながら実践を深めていただきたい。

（２）愛知県江南市立北部中学校の取組について

　　熊澤先生のご発表は，子ども達の意見やアイ

ディアを取り入れた保健指導の実践や「自分を見

つめてみよう」という全校生徒への健康問題につ

いてのアンケート結果を活用した，保健指導の取

組を中心に，学校から家庭や地域への発信を行っ

ている実践であった。

　　子ども達の思いや，悩みが保健指導の内容に大

きく反映されており，意欲や関心も高い指導内容

である。今後も，家庭や地域とのつながりを深め

ながら，主体的に自らの健康問題を解決できる力

をつけるため，継続的な取組を期待している。

（３）岡山県立岡山芳泉高等学校の取組について

　　平松先生のご発表では，２年生に選択型健康講

座やホームルーム活動による講座別性教育，保健

委員が行う保健指導や，保健委員会の文化祭等の

取組を中心に，地域との連携を図りながらの実践

発表であった。生き生きとした生徒の皆さんや先

生方の表情が印象的で，これまでの継続的な取組

が，良い伝統として息づいている様子が伝わった。

今後も，生徒の発想や自主性を大切にし，地域の

中で，高校生がリーダーとして輝ける実践を継続

していただきたい。　
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　最後に（ハンカチを取り出す），各校の健康課題が，

このハンカチの四隅のように，４つあった場合，ま

ずはどこから取り組んでいけばいいと思われるか。

　１つの隅をぐっと引っ張ると全体は上がる。四隅

を何人かのチームを組んで同時に上げることで，課

題に迫っていくこともできる。

また，真ん中 ( 学校の良いところ ) を伸ばしていく

ことから始めることもできる。

　最後に，ご参加の皆様と一緒に，私達は学校や地

域で一人ではなく，力を合わせてチームを組んで取

り組んでいくことの素晴らしさを再認識いたしまし

て，指導助言にかえさせていただく。ありがとうご

ざいました。
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