本会は、学校保健に係る多くの課題を委員会で協議・研究し、具体的な方策と資料を学校現場に提供する使命を
担っています。各学校での保健教育、保健管理充実のために、活用していただければ幸いです。

公益財団法人 日本学校保健会図書・しおり一覧
冊子内容目次、購入の際の詳細情報等は本会ホームページ出版物販売コーナーをご覧ください。
※ 定価表示は10%消費税含む

（ 令和 2 年 8 月 25 日 現在 ）

商品名 （出版年）・定価

№

内

学校保健の動向（令和元年度版)

容

令和元年度の特集は（１）学校給食実施基準の一部改正について（２）子供の安全～セーフティプロモーションの

134

B5・P225 推進～（３）東京都における性教育のモデル授業。
〔丸善出版〕

¥3,080

学校のアレルギー疾患に対する取り組み
135 ガイドライン 《令和元年度改訂》

教育現場や大学等で学生のテキストとしてご活用ください。
アレルギー疾患を専門とする医師・学識者・学校の先生・保護者の協力を得て作成した「学校のアレルギー疾患

A4・P112 に対する取り組みガイドライン」と「アレルギー疾患学校生活管理指導表」の改訂版
（R2年） ¥1,980

平成30年度・令和元年度 児童生徒の健康状態

137 サーベイランス事業報告書

安全・安心に学校生活を送るための全てのポイントがまとめられています。
児童生徒の健康をめざす諸活動を企画し実践していくには、その全体像の把握が肝要です。

A4・P160 本書は、本会独自のサーベイランス方式を通して、価値ある貴重な健康情報データの集積書の最新版
（R2年） ¥1,650

「生きる力」を育む学校での歯・口の健康づくり

136

令和元年度改訂

健康づくりの取組が難しい思春期（中学生、高校生）の生徒に対して新しい視点での健康教育を展開
A４・P145 していただけるように、学校での歯・口の健康づくり活動の活性化を促すための実践事例集を作成しました。

（R2年） ¥1,650

喫煙､飲酒､薬物乱用防止に関する指導参考資料

138

-小学校編- 令和元年度改訂

改訂された学習指導要領に基づき全面的に見直し、体育保健領域における指導を中心に、関連する
A4・P114 教科等における指導事例に構成し、ライフスキル教育の考え方を取り入れて平成22年に発行した小学校編の

（R2年） ¥2,200

児童生徒等の健康診断マニュアル

改訂版
学校での健康診断は､健康管理や健康教育を進める上で最も重要です。前回のマニュアル作成から

111 平成27年度改訂

A4・P122 10年が経過し､この間の法令改正や状況変化を踏まえ改訂したものです。

（ｈ27年） ¥2,200

125

平成26年にまとめた「思春期の学校歯科保健推進委員会報告書」と併せてご活用ください。

就学時の健康診断マニュアル

一般販売用には付録CD-R（子供の健康管理ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）が付いておりません。（別売り）

A4・P86 法令の改正を踏まえて、就学時健康診断の実施方法を解説した手引き書
（ｈ30年） ¥1,650

平成29年度改訂

成長曲線活用の実際

学校医や養護教諭をはじめ、学校保健関係者などにも最適の好書
児童生徒等の健康管理を成長曲線に基づいて行うことの基礎的問題から実際的問題にいたるまで

123 －成長曲線に基づく児童生徒等の健康管理の手引－ B5・P100 養護教諭、学校医はもとより、保護者の皆さんにも役立つものになることを目指して解説しています。
（ｈ30年） ¥2,200

79
91

学校検尿のすべて 平成23年度改訂
＊令和2年度改訂予定

A5・P140

（ｈ24年） ¥1,050

学校心臓検診の実際 -平成24年度改訂＊令和2年度改訂予定

（ｈ25年） ¥1,730

〈平成30（2018）年発行〉

B5・P 81 また、近年の状況の変化を鑑み、修学旅行など海外の行事で渡航する場合や海外から児童生徒の

教職員のための指導の手引

A4・P 48 新学習指導要領の趣旨を踏まえつつ、子供たちを取り巻く最近の状況の変化に対応するため、エイズだけ

（ｈ30年） ¥1,650

106

本会調査で養護教諭の全体の３割が保健室経営計画を未作成、内容や作成方法についても課題がある

（ｈ27年） ¥1,380

-平成28年度調査結果-

A４・P86 健康相談活動の充実を目的として、皆様の協力を得て平成２年度から５年に1度実態調査を実施し、

学校保健の課題とその対応
＊令和2年度 改訂予定 （ｈ24年）

A４・154 指導、健康観察等が位置付けられ養護教諭の役割の明確化が図られた。養護教諭の職務に関する調
¥1,470

-養護教諭のための児童虐待対応マニュアル-

査を実施した結果から、現状の把握と学校保健の課題を明らかにし、課題に対応した一書。
児童虐待の問題が指摘されて久しいが、児童相談所への相談件数が、平成24年度には6万6000件

A４・P79 にも及び、依然として早急に取り組むべき社会全体の課題になっています。児童虐待を発見しやすい立場にあ

（ｈ26年）A４・P79 ¥1,100

健康教育の理論と実践

る養護教諭はじめ、学校関係者は広くご活用ください。
包括健康教育プログラムの意味を考え、情動科学に基づいた学校における心の健康教育、

-わが国と外国の事例をもとに-

B5・P213 エピジェネティックスの視点を生かした健康教育、米国の健康教育と日本の薬物乱用防止教育など特色ある

（ｈ30年）〔丸善出版〕 ¥2,750

118

調査結果をまとめ報告書を作成
学校保健法の一部改正が行われ、学校保健安全法（平成20年法律第73号）において新たに健康相談、保健

-養護教諭の職務等に関する調査結果から-

子供たちを児童虐待から守るために

122

保健室経営の在り方を検討し、保健室経営の充実を図るため作成しました。
保健室を訪れる児童生徒、教職員、保護者の実態やその処置・対応及び保健室登校の実態を把握し、

（ｈ30年） ¥1,650

99

でなく性感染症についても扱い、関連情報を提供することで教職員の理解をより深めることを目的としています。

Ａ４・Ｐ83 ことが明らかに。そこで、『保健室経営計画作成の手引（平成21年）』の検証及び学校経営の観点に立った

保健室利用状況に関する調査報告書

78

受け入れを行う場合の対応等を追記するとともに、参考情報やQ&Aの充実を図りました。
昭和62年『エイズに関する指導の手引き』を発行してから3度改訂を行ってきました。今回の改訂では、

～UPDATE！エイズ・性感染症～

保健室経営計画作成の手引 平成26年度改訂

127

社会背景の変化に対応し、内容やガイドライン、図、心電図等をわかりやすく解説しました。
本書では、近年の学校保健安全法施行規則改正やその他関係法令の詳細についても記してあります。

（ｈ30年）〔丸善出版〕 ¥2,200

124

伴い改訂をしました。

A5・P128 平成23年度に学校管理指導表が改定された事や、小児循環器学の診断や治療の急速な医学の進歩と

学校において予防すべき感染症の解説
128

ダウン症候群・ヌーナン症候群・ターナー症候群標準成長曲線付。
尿検査が学校健康診断の必須項目に加えられています。平成24年度の新学習指導要領の全面実施に

学校と家庭で育む子どもの生活習慣 改訂版

取り組みの理論と実践を幅広く紹介しています。編著：伊藤武彦、松村京子、鬼頭英明

B5・P146 約2万人の児童生徒を対象に調査した『児童生徒の健康状態サーベイランス事業報告書』を基に、豊富な

(ｈ29年) 〔丸善出版〕 ¥2,200

イラストや図表で学校関係者や保護者でもわかりやすく子どもの望ましい生活習慣づくりを解説しています。

商品名 （出版年）・定価

№

内

平成24年度 メディアリテラシーと子どもの健康調査

88 委員会報告書

容

様々で多量なメディア情報が氾濫している現在、子ども達へ与える健康問題や精神的影響も大きく、
A４・P66 問題が指摘されています。その対応や教育方法などに関する調査研究等を行ないまとめました。

＊令和2年度改訂予定 (h25年) ¥1,360

73

教職員のための子どもの健康相談及び保健指導 A4・P125 子どもの心身の問題に対し､基本的な理解をし解決に向けて､心身の健康問題や背景の把握方法､保健指導

の手引

¥1,250

85

A４・P250 安全で安心な環境で学習活動が行われるよう、安全教育の充実と適切な安全管理に役立てられることを念頭

¥1,570

保健主事に関する状況調査報告書

A４・P93 現場で実務遂行実態を明らかにする為、現状把握、状況、育成を視点において、全国調査を行い、学
（h26年） ¥1,530

84
107
108
109

保健主事のためのマネジメント事例集
-保健主事実践事例集-

（h24年）

保健主事のための実務ハンドブック

¥830

80

記載されています。保健主事の質の向上を図れるよう作成しました。

A4・P92 保健主事の役割に関する基本的な理解や保健の推進に対する効果的マネジメントや、活動の調整

＊令和2年度改訂予定

（h24年)

小学校保健学習の指導と評価の工夫

¥950
A４・P58

（ｈ27年） ¥1,100
中学校保健学習の指導と評価の工夫

に当たるために実務の参考になるように作成しました。（著作権所有：文部科学省）
学習指導要領に基づく「小学校保健学習」の指導と評価を一体的に進めるため、授業実践例や
評価方法等を記述しました。

A４・P73 学習指導要領に基づく「中学校保健学習」の指導と評価を一体的に進めるため、授業実践例や

（ｈ27年） ¥1,100 評価方法等を記述しました。
高等学校保健学習の指導と評価の工夫

A４・P57 学習指導要領に基づく「高等学校保健学習」の指導と評価を一体的に進めるため、授業実践例や

（ｈ27年） ¥1,100

評価方法等を記述しました。
健康づくりの取組が難しい思春期（中学生、高校生）の生徒に対して新しい視点での健康教育を展開

～実践事例集～

A４・P74 していただけるように、学校での歯・口の健康づくり活動の活性化を促すための実践事例集を作成しました。
（ｈ31年） ¥1,100

101

校保健活動やマネジメントの方向性を見いだせるよう作成しました。

A４・P80 学校現場において実務を遂行する立場に視点をおき、また、保健主事の動きが見えるような内容が

実践!!思春期の歯・口の健康づくり
133

に作成されました。（著作権所有：文部科学省）
『保健主事のための実務ハンドブック』『保健主事のためのマネジメント』に続き、保健主事の学校

103

77

内容、子どもや保護者への基本的な対応方法、学校内外との連携方法等を例示し解説。（著作権所有：文部科学省）
「学校保健安全法」に基づき各学校が取り組む事項が規定され、施行されています。学校において児童生徒が

学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育

思春期の学校歯科保健推進委員会報告書

（ｈ26年） ¥1,320

学校歯科保健実践事例集

平成26年にまとめた「思春期の学校歯科保健推進委員会報告書」と併せてご活用ください。

A４・P94 思春期の学校歯科保健に注目し、今後の歯・口の健康づくりの推進に向け、学校、中学生、高校生へ行った
調査の報告書です。

A４・P94 学校歯科保健においては、地域の実情を踏まえ創意工夫した取組が精力的に展開され、その成果及び
（ｈ24年）

¥730

学校環境衛生管理マニュアル

新たな課題等を歯・口の健康づくりの一層の充実にご活用ください。
学校環境衛生活動の円滑な実施の一助となるよう、平成16年3月に作成、平成22年3月に改訂された

130 「学校環境衛生基準」の理論と実践[平成30年度改訂版] Ｂ5・Ｐ223 「学校環境衛生管理マニュアル」を更に改訂することにより、平成30年4月に一部改正された「学校環境
（ｈ30年）

¥3,080 衛生基準」について詳しく解説されています。（著作権所有：文部科学省）

学校環境衛生を生かした保健教育
102

学校環境を整える事は、児童生徒、職員の健康の保護だけでなく学習能率の向上や情操の陶冶を図る上でも

～小･中･高等学校で役立つ実践事例集～

A4・Ｐ92 意義があります。本書は、環境と健康のかかわりに視点を置き、実践事例集を作成しました。

（ｈ26年） ¥1,530

110
69
82

（ｈ27年） ¥1,650

-中学校編-

＊令和2年度改訂予定

（h23年） ¥2,100

72

- 高等学校編-

（h24年） ¥2,100

学校における薬品管理マニュアル

前回マニュアルを平成21年に作成後も、学校プールにおいて不適切な管理による事故が発生、また、保健

に関する調査」の実態調査を踏まえ、より実践的なマニュアルを作成しました。

A４・P66 学校に置いてある様々な薬品の保管・管理に関し、学校医、学校歯科医、学校薬剤師との連携及び
（ｈ21年）

「医薬品」に関する教育の考え方・進め方
指導者用解説書小中高付き

(ｈ23年）

¥830

保護者との共通理解を深められる様にマニュアルを作成しました。

A４・P31

学校における「医薬品」に関する教育の充実が図られるように冊子を作成しました。

¥310

参考資料として小・中・高等学校の指導者用パンフレットも一緒にまとめました。
一般用医薬品のインターネット販売を認める法改正、「要指導医薬品」という新しいカテゴリー規定、

小･中･高等学校での実践事例集

医薬品と区別がつきにくいサプリメント、健康食品、エナジードリンクなど、医薬品を取り巻く環境は大きく
A４・P60 変化しています。医薬品の正しい使い方の知識が普及することがより強く求められています。
（ｈ31年）

自信をもって取り組める医薬品の教育
87

わる事が重要という考え方にたち喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の充実を図り資料を作成しました。

A４・P138 衛生管理に関する問い合わせもあることから、平成27年に行った「学校における水泳プールの保健衛生管理

平成28年度改訂

興味をもって取り組める医薬品の教育
132

に取り入れ作成しました。

喫煙､飲酒､薬物乱用防止に関する指導参考資料 A4 ･P191 健康の保持増進には、個人の適切な意志決定や行動選択とそれを支える社会環境づくりに主体的に関

（ｈ29年） ¥1,650

54

教室運営の基本的な考え方をわかりやすく説明。中・高等学校で幅広く活用ください。

喫煙､飲酒､薬物乱用防止に関する指導参考資料 A4 ･P172 喫煙、飲酒、薬物乱用防止教育の充実を目指し、指導を適切に行えるよう、ライフスキル教育の考え方を大幅

学校における水泳プールの保健衛生管理
119

本会「学校保健ポータルサイト」にすぐに使えるスライド資料を掲載しています。

薬物乱用防止教室マニュアル 平成26年度改訂 A4・P135 薬物乱用防止教室を学校等で開催する準備に役立つ情報が満載。薬物乱用の実態や､最新の薬物乱用防止

小･中･高等学校での実践事例集

¥1,100

『自信をもって取り組める医薬品の教育』と併せてご活用ください。
学校現場での「医薬品を子どもにわかりやすく説明するのは難しい」という声に対応し、誰にでも

A4・P92 医薬品に関する教育実践ができるよう、これまでに集積した指導案や教材と、薬剤師との連携の
（ｈ24年） 特価500円 実践例について掲載しました。

しおり ・手帳
商品名 （出版年）・定価

№
94
93
90

内

容

心疾患児・腎疾患児 学校生活管理指導のしおり A4・各P10 新しい「学校生活管理指導表」の策定に伴い、新指導表の見方、心疾患児・腎疾患児の学校での
平成24年度改訂

（ｈ25年）

心臓手帳 平成24年度改訂
（ｈ25年）

腎臓手帳

¥190

生活規制について解説したしおり。

B6・P40 心臓病の症状とそれに応じた生活の仕方を正しく理解し、主治医や学校、家庭の連絡に活用できる

平成24年度改訂

¥360
B6・P40

（ｈ25年）

¥360

手帳です。
腎臓病の症状とそれに応じた生活の仕方を正しく理解し、主治医や学校、家庭の連絡に活用できる
手帳です。

※手帳１～６冊ご注文の際、請求書同梱のうえスマートレターでの発送になる場合がございます。

DVD

№
学校薬剤師支援資料

学校薬剤師の活動について紹介したDVDです。学校薬剤師必携！

114 学校薬剤師の役割と責任～学校薬剤師の活動を
知ろう～

（ｈ28年）

約41分 新たに学校薬剤師として任命された方、各学校で指導に当たる職員や薬剤師を目指す学生の参考資料
¥710

デジタル紙芝居 アレルギー疾患啓発用紙芝居

120

約16分 幼稚園、小学校など教育現場でアレルギー対応が必要な子どもへの知識、理解を深めるための映像資料
（ｈ29年） ¥3,300

としてご活用ください。

学校給食の衛生管理に学校薬剤師が関与しなければならないことは案外周知されていません。

学校給食の衛生管理における学校薬剤師の役割
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としてご活用ください。
本デジタル紙芝居は本会が平成25年に発行した『アレルギー疾患啓発用紙芝居』を基に作成しました。

約64分 そこで、本DVDでは検査票の観点から学校薬剤師の役割を解説、他にはない1枚となっています。

検査票から見る確認ポイント

（R2年） ¥1,430

紙

№
95

アレルギー疾患啓発用紙芝居（3部1組）

B4版

（ｈ25年）

¥3,300

芝

居

①「アトピーせいひふえんってうつるの？」②「ぜんそくってなあに」③「たまごのたまちゃんの
しらなかったこと」。学校や幼稚園などの教育機関でアレルギーの理解に最適です。

☆ 本会図書購入に対するお問い合わせ TEL：03-3501-2000 FAX：03-3592-3898 ☆
送料は基本的に本会の負担です。
尚、特別な指定がある場合は（航空便・国外等）ご注文者様に送料負担をお願いしております。
★ 公費購入者（学校保健会・教育委員会・学校・医師会・歯科医師会・薬剤師会・書店等）
請求書による後払いになります。（振込手数料はご購入者様負担）
領収書の発行はしておりません。金融機関の振込票を代用願います。
★ 個人購入者（個人・一般企業等）
佐川急便の代引払い（現金のみ）になります。日時指定がある場合は記載願います。
本会の納品書を同梱、佐川急便の領収書が発行されます。（代引き手数料はご購入者様負担）
一部地域によって時間指定が出来ない場合があります。ご了承ください。
なお、沖縄や離島の一部地域、代引配達不可の地域は、請求書による後払いになります。
（振込手数料はご購入者様負担）
※代引手数料のご負担基準について
代金引換額（税込）
代金引換手数料（税込）
9,999円以下
330円（税込）
10,000円 ～ 29,999円
440円（税込）
30,000円 ～ 99,999円
660円（税込）
無償提供（ご注文品に同梱します、本書のみご希望の場合は送料ご負担ください）※数量限定

№
1
2
3

№
4

全国健康づくり推進学校の実践

A4・P97 平成26年度～平成30年度の小学校最優秀校15校の実践をまとめました。

最優秀校 [小学校編]

(ｈ31年）

全国健康づくり推進学校の実践

無償
A4・P73 平成20年度～平成29年度の中学校最優秀校10校の実践をまとめました。

最優秀校 [中学校編]

(ｈ31年)

全国健康づくり推進学校の実践

無償
A4・P73 平成26年度～平成30年度の高等学校最優秀校5校、特別支援学校 最優秀校5校の実践をまとめました。

最優秀校 [高等学校・特別支援学校編]

(ｈ31年)

無償

※下記CD-ROMについてのご注文・お問い合わせは、勝美印刷株式会社にお願いいたします。
発行 ： 勝美印刷株式会社 （Tel：03-3812-5223）
応用版子供の健康管理プログラム 平成27年
度版

個々の身長と体重の成長曲線を描き、身長の伸びの異常や肥満・痩せの評価をすることにより、児童生徒
の健康問題への早期対応を目的としております。

3,500円＋税＋発送費 詳しくは日本学校保健会ホームページをご覧ください。

