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（３） 留意事項（養護教諭）
養護教諭にかかる必要な事項（専門領域）については、下記の通り定めることとする。

第１ステージ 第２ステージ 第３ステージ 第４ステージ

初任～教職経験５年次 教職経験６年次～10年次 教職経験11年次～20年次 教職経験21年次以降

養護教諭として求められる知
識や技能を身に付けている

実践力を磨き、基礎・基盤を固
める

知識や経験に基づいた実践力
を高める

中堅教員として高度な実践を展
開し、若手教員の指導を行う

豊富な経験と高い専門性を持
ち、高度な実践力を展開すると
ともに、指導力を発揮し、学校の
中心的な役割を担う

保健管理

○学校保健安全法を理解し、
児童生徒の実態把握の必要
性を理解している。

○児童生徒の発達段階に応じ
てよく見られる心身の疾病や障
がいを理解するとともに健康課
題を把握し、適切に対応できる。

○児童生徒の発達段階に応じ
てよく見られる心身の疾病や障
がいを理解するとともに、健康
課題を把握し、教職員等を支援
して適切な対応ができる。

○保健管理について指導的立
場を果たすとともに、保健情報
を総合的に評価し、把握した健
康課題の解決に向けて、組織的
対応ができる。

○学校における事件事故・災害
に備えた救急体制や心のケア
の支援体制を整えるなど、保健
安全について学校運営に参画
することができる。

保健教育

○学習指導要領を理解し、保
健教育の専門性を有してい
る。

○保健教育における養護教諭
の役割を理解した上で、学級担
任等と連携し、養護教諭の専門
性を生かした保健教育ができ
る。

○児童生徒の実態に基づいた
保健教育を実践、評価、改善
し、効果的に推進できる。

○保健教育について、実践、評
価をとおして、全体計画を作成
し、効果的に推進できる。

○保健教育について、他の教職
員や保護者等に対し、指導的な
役割を果たすことができる。

保健室経営

○保健室経営における養護
教諭の役割を理解している。

○学校保健目標を理解し、保健
室の機能を生かした経営計画を
作成し、計画に基づいて実践で
きる。

○保健室経営計画に基づいて、
適切な保健室経営を行うことが
できる。

○学校目標の実現に向け、保
健室経営計画に基づいて実践、
評価、改善し、より効果的な保
健室経営を行うことができる。

○学校運営に参画し、効果的に
保健室経営を推進するために、
他の教職員に対し、指導的立場
を果たすことができる。

○健康相談の意義を理解し、
心身の発達段階における健
康課題を理解している。

○健康相談の基本的なプロセス
を理解し、児童生徒の心身の発
達段階における課題や現代的
な健康課題を踏まえた健康相談
を実施することができる。

○児童生徒の健康課題を的確
に捉え、学校医等の専門職や保
護者との連携を図りながら、適
切な健康相談を実施することが
できる。

○心身の健康課題を総合的に
捉え、校内支援体制の充実に努
めるとともに、学校医等の専門
職や保護者と連携し、健康課題
について効果的な対応ができ
る。

○心身の健康課題に関して教
職員等に対し、指導的役割を果
たすことができる。

○カウンセリングマインドを
持って児童生徒の相談を受け
ることができる。

○カウンセリングマインドを持っ
て対応できる。

○カウンセリングマインドを持っ
て個に配慮し、他の教職員と協
働して適切な対応ができる。

○カウンセリングマインドを持っ
て個に配慮し、他の教職員を支
援して適切な対応ができる。

○カウンセリングマインドを持っ
て個に配慮し、他の教職員に指
導・助言を行いながら、児童生
徒の実態に応じた適切な対応
ができる。

保健組織活動

○保健組織活動の意義と学
校保健に関する校内外の協
力体制の重要性を理解してい
る。

○校内外の保健組織（学校保健
委員会・児童生徒保健委員会・
ＰＴＡ保健委員会等）の企画、運
営に参画できる。

○保健組織が主体的に活動で
きるよう内容の工夫、改善を図
ることができる。

○近隣の学校と連携し、地域レ
ベルでの健康づくりを推進する
ことができる。

○健康づくりの推進に向けて、
他の教職員や保護者、関係機
関等に対し、指導的役割を果た
すことができる。

（４） 留意事項（栄養教諭）
栄養教諭にかかる必要な事項（専門領域）については、下記の通り定めることとする。

第１ステージ 第２ステージ 第３ステージ 第４ステージ

初任～教職経験５年次 教職経験６年次～10年次 教職経験11年次～20年次 教職経験21年次以降

栄養教諭として求められる知
識や技能を身に付けている

実践力を磨き、基礎・基盤を固
める

知識や経験に基づいた実践力
を高める

中堅教員として高度な実践を展
開し、若手教員の指導を行う

豊富な経験と高い専門性を持
ち、高度な実践力を展開すると
ともに、指導力を発揮し、学校の
中心的な役割を担う

〇学校給食摂取基準を理解
し、栄養管理、献立作成に関
する専門的な知識・技能を有
している。

〇学校給食摂取基準に基づく栄
養管理ができ、食品構成を考慮
した献立を作成することができ
る。

〇郷土食、地場産物を取り入
れ、各教科等の食に関する指導
と関連させながら、献立を作成
することができる。

〇郷土食、地場産物を積極的に
取り入れ、各教科等の食に関す
る指導と意図的に関連させなが
ら、献立を作成することができ
る。

〇児童生徒の体格及び活動レ
ベルに応じた栄養管理や献立
作成に関し、適切な指導や助言
を行うことができる。

〇魅力あるおいしい給食の調理
と配食量について、指導・助言
ができる。

○食事状況調査、嗜好調査、残
食量調査等の結果を踏まえた
献立を作成することができる。

○児童生徒の体格及び活動レ
ベルを考慮し、地域の実情等に
応じた栄養管理を行い、評価・
改善ができる。

○市町の栄養管理や献立作成
及び運営に関し、中心的な役割
を果たすことができる。

衛生管理

〇学校給食衛生管理基準を
理解し、衛生管理に関する専
門的な知識・技能を有してい
る。

〇学校給食衛生管理基準を理
解し、施設設備の実態に応じた
衛生管理ができる。

〇学校給食衛生管理基準の理
解を深め、調理従事者、施設設
備及び食品の衛生に関して、日
常管理及び適切な指導・助言が
できる。

○学校給食衛生管理基準に基
づき、調理従事者、施設設備及
び食品の衛生に関して、日常管
理を行うとともに、食材の選定・
購入にあたっても適切に管理す
ることができる。

○衛生管理を食に関する指導と
一体化した観点から評価・改善
し、食に関する指導に生かすた
めの情報等を全教職員に対して
提供・助言ができる。

〇市町の衛生管理や物資管理
及び運営に関し、中心的な役割
を果たすことができる。

○学級担任等と連携して給食
の指導をすることができる。

○学級担任等と連携した指導を
行うことができる。

○学級担任等と連携し、発達段
階に応じた指導を行うことがで
きる。

○学級担任等と連携し、発達段
階に応じた適切な指導を行うこ
とができる。

○組織の中で中心的な立場で
参画することができる。

○学級担任等が活用できる資
料の提供や助言を行うことがで
きる。

○教科等との関連を考慮し、学
級担任等が継続した指導につな
げるための支援や指導計画作
成に参画できる。

○献立計画を活用し、学級担任
等が計画的に継続した指導をす
るための支援や指導計画作成
に参画できる。

○献立計画を踏まえ、学級担任
等が継続的・効果的に指導をす
るための指導・助言ができる。

○学習指導要領を理解し、食
に関する指導ができる。

○学習指導要領を理解し、栄養
教諭の専門性を生かした指導・
連携ができる。

○学校の特色を生かし、家庭・
地域と連携した食に関する指導
を推進することができる。

○学校の特色を生かし、積極的
に家庭・地域と連携した食に関
する指導を推進することができ
る。

○地域において、小中学校の一
体的な食に関する指導を推進す
るために、連携・調整を行うとと
もに、指導・助言ができる。

〇コーディネーターとしての役
割を理解している。

○児童生徒の実態や学校教育
目標をもとに、食に関する指導
の全体計画を作成することがで
きる。

○栄養教諭の専門性を生かし、
コーディネーターとしての役割を
果たすことができる。

○食に関する指導を効果的に
進めるため、栄養教諭の専門性
を生かし、コーディネーターとし
ての役割を果たすことができる。

個別的な相談指導

○カウンセリングマインドを
持って、児童生徒の食に関す
る相談を受けることができる。

○児童生徒の食に関する健康
課題を把握し、学級担任や養護
教諭等と連携し、保護者に対す
る指導・助言を行うことができ
る。

○専門知識に関する最新の情
報収集に努め、教職員に対する
情報提供や助言を行うことでき
る。

○関係機関や専門機関と連携
を図り、指導及び支援を行うこと
ができる。

○児童生徒の状況を総合的に
評価・判定し、関係機関や専門
機関と連携を図り、指導及び支
援を行うことができる。

教職着任時

校長及び教員としての資質の向上に関する指標

特
定
の
職
に
必
要
な
事
項

（
専
門
領
域

）

給
食
管
理

食
に
関
す
る
指
導

特
定
の
職
に
必
要
な
事
項

（
専
門
領
域

）

教職着任時

健康相談

教科等における指導

栄養管理（献立作成）

給食の時間の指導

 

 

資質能力 

にかかる 

項目 

ステージ 

資質能力 

にかかる 

項目 

ステージ 

基礎形成期 伸長期 充実期 発展期 

基礎形成期 伸長期 充実期 発展期 

 ４


