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DESIGN GUIDE 
 

This PowerPoint 2007 template produces a 

100cmx140cm presentation poster. You can use it 

to create your research poster and save valuable 

time placing titles, subtitles, text, and graphics.  

 

We provide a series of online tutorials that will 

guide you through the poster design process and 

answer your poster production questions. To view 

our template tutorials, go online to 

PosterPresentations.com and click on HELP 

DESK. 

 

When you are ready to print your poster, go 

online to PosterPresentations.com 

 

Need assistance? Call us at 1.510.649.3001 

 
 

QUICK START 
 

Zoom in and out 
 As you work on your poster zoom in and 

out to the level that is more comfortable 

to you. Go to VIEW > ZOOM. 

 

Title, Authors, and Affiliations 
Start designing your poster by adding the title, the 

names of the authors, and the affiliated institutions. 

You can type or paste text into the provided boxes. 

The template will automatically adjust the size of 

your text to fit the title box. You can manually 

override this feature and change the size of your text.  

 

TIP: The font size of your title should be bigger than 

your name(s) and institution name(s). 

 

 

 

 

Adding Logos / Seals 
Most often, logos are added on each side of the title. 

You can insert a logo by dragging and dropping it from 

your desktop, copy and paste or by going to INSERT > 

PICTURES. Logos taken from web sites are likely to be 

low quality when printed. Zoom it at 100% to see what 

the logo will look like on the final poster and make 

any necessary adjustments.   

 

TIP: See if your school’s logo is available on our free 

poster templates page. 

 

Photographs / Graphics 
You can add images by dragging and dropping from 

your desktop, copy and paste, or by going to INSERT > 

PICTURES. Resize images proportionally by holding 

down the SHIFT key and dragging one of the corner 

handles. For a professional-looking poster, do not 

distort your images by enlarging them 

disproportionally. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image Quality Check 
Zoom in and look at your images at 100% 

magnification. If they look good they will print well.  
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QUICK START (cont.)  
 

How to change the template color theme 
You can easily change the color theme of your poster 

by going to the DESIGN menu, click on COLORS, and 

choose the color theme of your choice. You can also 

create your own color theme. 

 

 

 

 

 

 

 

You can also manually change the color of your 

background by going to VIEW > SLIDE MASTER.  After 

you finish working on the master be sure to go to VIEW 

> NORMAL to continue working on your poster. 

 

How to add Text 
The template comes with a number of 

pre-formatted placeholders for 

headers and text blocks. You can add 

more blocks by copying and pasting 

the existing ones or by adding a text 

box from the HOME menu.  

 

 Text size 
Adjust the size of your text based on how much 

content you have to present.  

The default template text offers a good starting point. 

Follow the conference requirements. 

 

How to add Tables 
To add a table from scratch go to the INSERT 

menu and click on TABLE. A drop-down box 

will help you select rows and columns.  

You can also copy and a paste a table from Word or 

another PowerPoint document. A pasted table may 

need to be re-formatted by RIGHT-CLICK > FORMAT 

SHAPE, TEXT BOX, Margins. 

 

Graphs / Charts 
You can simply copy and paste charts and graphs from 

Excel or Word. Some reformatting may be required 

depending on how the original document has been 

created. 

 

How to change the column configuration 
RIGHT-CLICK on the poster background and select 

LAYOUT to see the column options available for this 

template. The poster columns can also be customized 

on the Master. VIEW > MASTER. 

 

How to remove the info bars 
If you are working in PowerPoint for Windows and have 

finished your poster, save as PDF and the bars will not 

be included. You can also delete them by going to 

VIEW > MASTER. On the Mac adjust the Page-Setup to 

match the Page-Setup in PowerPoint before you create 

a PDF. You can also delete them from the Slide Master. 

 

Save your work 
Save your template as a PowerPoint document. For 

printing, save as PowerPoint or “Print-quality” PDF. 

 

Print your poster 
When you are ready to have your poster printed go 

online to PosterPresentations.com and click on the 

“Order Your Poster” button. Choose the poster type 

the best suits your needs and submit your order. If you 

submit a PowerPoint document you will be receiving a 

PDF proof for your approval prior to printing. If your 

order is placed and paid for before noon, Pacific, 

Monday through Friday, your order will ship out that 

same day. Next day, Second day, Third day, and Free 

Ground services are offered. Go to 

PosterPresentations.com for more information. 
 

Student discounts are available on our Facebook page. 

Go to PosterPresentations.com and click on the FB icon.  
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 近年、ケア労働における男性従事者の割合増えているが、女性的職業とさ
れるケア労働を男性が行うことへの本人と周囲の違和感が生じていることが
指摘されており、男性従事者は困難な体験をしながら男性特有の意識の変化
を経ていることが明らかになっている。男性養護教諭も男性特有の体験をし、
自分の性別を意識しながら働いていると推測される。しかし、男性養護教諭が
どのような意識を持って働いているのか、研究は行われていない。 

 本研究は、男性養護教諭の仕事に対する意識と体験について、自分の性別
をどのように意識し仕事に取り組んでいるかを明らかにすること、他職種との
比較を踏まえ男性養護教諭の特徴やその影響要因を検討することを目的とし
た。 

 

はじめに 

方法 

結果と考察 

(1)なぜ養護教諭を目指したのか 

 【健康や体への興味】【特別な居場所づくりへの思い】【お世話になった養護
教諭に対する憧れ】【養護教諭の多彩な役割の気づき】【男性でもなれるという
思い】という5つのカテゴリーが作成された。 

 養護教諭を志望する段階では、今回の対象者全員が性別を意識せずに養
護教諭という職業に興味を持ち、目指すようになっていた。その後も性別をほ
とんど意識することなく大学生活や実習を終えて働いている男性養護教諭も
いれば、社会的認識及び実数が“養護教諭＝女性”とされる中で【男性でもな
れるという思い】を持ちながら養護教諭を目指した男性養護教諭もいた。 

 

(2)養護教諭という職業をどのように捉えているか 

 【専門的知識・技術を持つ】【子供に寄り添う】【周囲との連携が不可欠であ
る】【仕事の範囲が曖昧である】【心身の健康管理を行う】【教育的役割も担う】
【安心できる保健室をつくる】【専門性と性別は無関係である】という8つのカテ
ゴリーが作成された。 

 今回の対象者は経験年数に関係なく専門性を強く意識して働いていた。働く
中で「男性でも養護教諭として働ける」という手ごたえを感じ、教職員からも「男
性の養護教諭でも良い」と認めてもらえている様子がうかがえた。 

 

(3)どのような仕事上の体験をするのか 

 【赴任先の男性養護教諭に対するバリア】【少数派男性ゆえの孤独感と焦点
化】【中年期の男性養護教諭イメージの不確定さに対する不安と希望】【子供
が持つ羞恥心への理解】【セクハラの危険性の認知】【子どもとの関わり方に
ついての気づき】という6つのカテゴリーが作成された。 

 男性看護師、男性保育士に関する先行研究では、「性別を理由に女性患者
に看護ケアを断られる」「性別を理由に女性保育士に保育の仕方を批判され
る」のような男性特有の体験をしていることが明らかになっている。本研究のイ
ンタビューでは、例えば「女子児童生徒に対応を拒否された」「男性養護教諭
について否定的な意見を言われた」のような体験は語られなかった。 

 

まとめ 

(1)男性であることが男性養護教諭の仕事に対する意識や体験にどのように
現れるのか 

 本研究では、志望理由と職業観について性別は強く反映されていなかった。
しかし、【男性でもなれるという思い】を持ち養護教諭を志す者や、【専門性と
性別は無関係である】と考えながら働く者もいた。これらのカテゴリーでは、養
護教諭の専門性と性別は関係なく、男女とも養護教諭として働けると考えてい
ることが語られた。これは、少数派男性が多数派に参入する場合に気づく意
識であると考えられた。しかし、このような意識が男性養護教諭に特有なのか、
女性養護教諭についても検討する必要がある。 

 仕事上の体験については、性別が強く反映されていた。どのカテゴリーも男
性養護教諭が少数派であるからこそ意識し、体験するものと考えられた。その
中には男性養護教諭にとっての課題も見られた。男性看護師、男性保育士の
先行研究では、仕事をする中で男性ゆえの葛藤や不安を抱え、性別と職業適
性について悩む様子が明らかになっている。だが、男性養護教諭の場合は、
男性特有の体験をしているものの、他職種のように困難さを抱えているわけで
はなかった。 

 男性養護教諭の存在意義については、どのカテゴリーについても女性と男
性の両視点の必要性が語られ、男女の養護教諭が保健室にいる意義が語ら
れた。 

 

(2)男性養護教諭が働く姿から言えること 

 本研究の対象者は、「男性でも養護教諭として働ける」「養護教諭の専門性
と性別は無関係である」という自信を持ち、相方の女性養護教諭や教職員と
連携しながら、養護教諭として問題なく勤務していた。一方で、社会的認識と
実数は“養護教諭＝女性”であり、男性養護教諭に対する偏見や否定的な意
見は存在しており、そういった現状を踏まえ「自分は運が良い」と語る場面も
あった。だが、養護教諭の適性についてどこにも性別の規定は無い。つまり、
本研究の対象者のように性別に関係なく自信を持ち生き生きと働けることは
当然のことであり、性別と専門性を分けて働く姿は本来あるべき養護教諭の
姿と言える。 

【赴任先の男性養護教諭に対するバリア】や【セクハラの危険性の認知】など
養護教諭に特徴的な体験もあった。このことから、男性看護師、男性保育士と
同様に男性特有の仕事上の体験をするもののその質と内容は異なっており、
このような違いが生じる要因として、看護師のような強い羞恥心の伴う仕事内
容でないこと、保育士のような乳幼児を対象とした仕事ではなく育児や母親を
連想しにくいこと、公立学校の場合異動が定期的にあること、思春期の児童
生徒を対象としていることといった≪養護教諭の仕事の特徴≫が考えられた。 

 また、 【中年期の男性養護教諭イメージの不確定さに対する不安と希望】と

いう、男性看護師や男性保育士に比べてまだ少数派である男性養護教諭の
課題もあった。 

 

(4)今の職場で働けている理由をどう考えているか 

  【本人のポジティブな性格】【配慮することや助けを求めることを当たり前と
する考え方】【周囲の肯定的な評価】【校内協力体制の確立】という4つのカテ
ゴリーが作成された。 

 男性養護教諭に出会いともに働く中で、周囲が持つ男性養護教諭に対する
理解が深まり、期待感が高い良好な関係性が構築されていることは、少数派
男性ゆえの困難や課題なく養護教諭として勤務できる理由のひとつと考えら
れた。 

 

(5)男性養護教諭がいる意義をどう考えているか 

 【子供に養護教諭の選択肢を与えることができる】【キャリア教育の一翼を担
う】【これまでの当たり前を問い直すことができる】【多様なニーズへの対応が
できる】という4つのカテゴリーが作成された。 

 存在意義について、男性養護教諭単体の意義ではなく、男女の養護教諭が
複数配置で保健室にいることの意義が多く語られた。男性の視点が入ること
の重要性は、女性比率の高い職業において述べられている。しかし、やはり
歴史的社会的認識及び実数から見ても“養護教諭＝女性”とされ、女性養護
教諭の働き方が当たり前とされている現状がある。男性養護教諭の登場に
よって男性の視点が取り入れられることで、異性児童生徒に対する関わりや
子供に養護教諭の選択肢を与えることについて、これまでの養護教諭のあり
方を問い直すきっかけとなっていた。 

 

(1)調査対象 

 現職男性養護教諭4名を対象とした。年齢は20~30代、校種は男子校と特別

支援学校であった。勤務形態は全員が男女複数配置であった。経験年数は
10年未満が3名、10年以上20年未満が1名であった。 

 

(2)データ収集方法 

 予めインタビューガイドを作成し、対象者1人につき1時間程度の半構造化イ

ンタビューを行った。主に〈なぜ養護教諭を目指したのか〉〈養護教諭はどのよ
うな職業と考え、それを実現するためにどのようなことを大切にして仕事をして
いるか〉〈男性が養護教諭として働くことをどのように捉えているか〉について
語ってもらった。インタビュー内容は対象者の了解を得て、その場でメモ及び
録音した。 

 

(3)分析方法 

 録音から作成した逐語録を読み込み、「なぜ養護教諭を目指したのか」「養
護教諭という職業をどう捉えているか」「どのような仕事上の体験をするのか」
「本研究の対象者にはどのような特徴があるか」「男性養護教諭がいる意義を
どう考えているか」の5つのテーマを立て、該当する語りを分析し、カテゴリーを
作成した。 

鈴木春花（東京学芸大学大学院教育学研究科養護教育専攻） 

朝倉隆司（東京学芸大学養護教育講座） 

男性であることが男性養護教諭の仕事に対する意識と体験にどのように現れるのか 

日本学校保健学会第63回学術大会（筑波大学） 
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