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進級・入学おめでとうございます。 

13 名の新１年生を迎えて 49 名の仲間で新しい学年がスタートします。 

皆さんが充実した学校生活を送れるように，健康面のサポートを全力でしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 項目 時間・場所 注意事項 

４月１０日

（金） 

身体測定 

視力・聴力 

６時間目 

保健室 

被服室・学習室 

・クラスごとに記録用紙を持っ

て回る。 

・メガネ・コンタクトを着用す

る。 

・体操服を持参する。 

４月２３日

（木） 

４月２４日

（金） 

５月１３日

（水） 

尿検査 

8:45 までに必ず

保健室に持って

くる 

・各自で教室の回収袋に尿検体

を入れて名簿に○をつける。 

・係りは 8:45 までに保健室に持

ってくる。 

５月１９日

（火） 

心電図検査 

（１年生のみ） 

14:15～ 

被服室 

・検査結果に影響するため昼休

憩の激しい運動は厳禁です。 

※内科，耳鼻科，眼科，歯科検診に関しては，粘膜を露出させて検診する項目があること

や密接する場面を避けられない等，感染拡大のリスクがあり，感染防止対策の確保が

できないため当面の間延期します。日程等わかり次第，たより等を通じてお知らせし

ます。 

 

【自己紹介】 

出身：兵庫県 

特技：泳ぐこと🏊 好きなもの：くま，ゆず（聴くのも食べるのも），からあげ 

一言：保健室から皆さん成長を見守っています。私も様々なことに挑戦して，皆さん

とともに成長していこうと思います！ 

中沢
なかざわ

 春那
は る な

 石川 政則 

深尾 賢一 

小野 淳二 

古門 英人 

堀 佑美 

保護者の方へ         提出物のお願い 

次の書類を保健室連絡封筒に入れてお渡ししています。 

 すべて記入後，保健室連絡封筒に入れて提出して下さい。 

・独立行政法人日本スポーツ振興センター加入同意書 

・結核健康診断の問診票（黄色の用紙）  ・運動器検診問診票（緑色の用紙） 

・生徒健康カード（各学年の項目に記入） ・心電図検査台紙（１年生のみ） 

※提出期限 ４月１０日（金）厳守でお願いします 

※裏面もあります。 



 

 

皆さんにとって，保健室とはどんな場所であるとイメージしていますか？「怪我をし

たら手当てをしてもらうために行く場所」「体調が悪くなった時に休む場所」「話を聞い

てもらう場所」「健康診断を受ける場所」…いろいろなイメージを持っていると思いま

す。 

保健室は，怪我や体調不良などの救急処置や休養の場，健康診断や保健指導，健康相談

を行う場としての機能などのほかに，こころとからだの学びの場でもあります。自分の

からだに興味関心を持ち，これから先を健康に生きていくためにはどうしたらよいか，

私も様々な場面で話をしますが，自ら学び，学んだことを生活に生かしていける生徒が

多くなってほしいと願っています。保健室をどんどん活用していってください。 

【学びのコーナー・計測コーナーの使い方について】 

○休み時間・放課後に利用できます。 

○ベッドで休んでいる生徒がいる場合もあるので静かに利用してください。 

（休んでいる生徒の状況等によっては利用できないこともあります。） 

○本の貸し出しはできません。身長計や体重計を使うときは声をかけてから使います。 

○からだについて学びたいこと・知りたいことがあれば遠慮なく声をかけてください。 

 

心とからだの“学びの場” 
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日 時：４月１０日（金） ６校時   

 

場 所：被服室，学習室１・２，保健室   

 

対象者：全員 

 

方 法：各自，自分の記入用紙を持って学年ごとに測定会場を回る。 

測定担当の先生に「よろしくお願いします。」とあいさつをしてから記

入用紙を渡す。終わったら「ありがとうございました。」と言い，記入

用紙をもらう。 

 

順 番：１年生・・・身長・体重→聴力→視力 

２年生・・・聴力→視力→身長・体重 

３年生・・・視力→身長・体重→聴力 

 

 
身体測定は皆さんが前回の健康診断以来，どれだけ成長したかを知る大切な機会です。 

皆さんは成長期真っただ中！つまり人生の中で体の変化が最も大きい時期です。 

また，視力検査と聴力検査は学校生活に支障のない見え方，聴こえ方かどうかを知る検査

です。学習や部活動に大きな影響を与えるものですので，とても大切な検査と言えます。 

この健康診断というチャンスに自分の体の変化を知り，健康に関心を持ってくださいね。 

○身体測定・視力・聴力検査を受ける時の注意点○ 

項目 注意事項 場所 
最初の 

学年 

身長 

・シューズ・靴下を脱ぐ 

・背中・おしり・かかとの 3カ所を身長計の 

柱につける。あごを少し引く。 

・両腕は身体の横にまっすぐ下ろす。 

被服室 １年生 

体重 ・ゆっくり，静かに体重計の中央に乗る。 

視力 

・メガネをかけている人は，検査場に入ったらメガネをかけ

て待つ。 

・コンタクトレンズは付けたまま測定する。 

最初は左目を隠して右目の視力を測定する。（隠した目も

開けておく） 

・ハンカチまたはティッシュで測定する方途反対の目を

隠す。（強く押し当てると反対を測定するときに見えない

ので，軽く当てる程度） 

学習室

1・2 
３年生 

聴力 
・音が聞こえている間ずっとボタンを押し続ける。 

・検査中は静かにする。保健室には 2人ずつ入る。 
保健室 2年生 
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４月１０日に行った身体測定・聴力検査の結果をお知らせします。からだの成長の早

さには個人差があります。人と比べるのではなく，自分なりのペースで成長しているか，

からだの成長に良い生活をしているかなど，生活を振り返ってみましょう。 

 

 

 

 

視力検査の結果は別紙で全員にお知らせしています。 

B 判定以下の生徒には，眼科受診おすすめのお知らせ（水色の用紙）を渡しています。 

できる限り早めに一度眼科を受診しましょう。 

※内科・眼科・耳鼻科・歯科の検診が新型コロナウイルス感染防止対策のため，当面の間

延期となっています。昨年度，治療のおすすめの用紙をもらってまだ受診の済んでい

ない場合もできる限り早めの受診をお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

保健室に関するアンケート 

１． あなたは保健室にどんなイメージを持っていますか？（あてはまるものすべてに〇） 

・ケガ等の手当てをしてもらいに行く場所 ・体調が悪くなった時に行く場所 

・相談したいときに行く場所 ・身長や体重を測りに行く場所 

・健康診断をする場所    ・困ったときに行く場所  

・委員会活動で行く場所   ・なんとなく行ける場所 

・健康に関する本や資料が置いてあり，いつでも読める場所 

・からだや病気のことについて学んだり，教えてもらえたりする場所 

・その他（自分の思う保健室のイメージがあれば書いてください） 

 

 

２．保健室は「心とからだの学びの場」でもあることを知っていますか？ 

はい・いいえ  （どちらかに〇） 

 

３．保健室はあなたにとって気軽に行ける場所ですか？ 

はい・いいえ  （どちらかに〇） 

どうしてそう思いますか？（全員回答） 

 

 

４．保健室には健康・食育などに関する本や資料が置いてあるのを知っていますか？ 

はい・いいえ  （どちらかに〇） 

 

５．保健室にある本や資料を見たいと思いますか？ 

はい・いいえ  （どちらかに〇） 

どうしてそう思いますか？（全員回答） 

 

 

６．あなたは保健室がどんな場所であるといいですか？ 

例：こんな本があればいいな、こんなことができればいいな等自分が思うものを自由に書いてみてください。 

 

聴力検査 
右 左 

異常なし 異常なし 

身長 体重 

 

ｃｍ 

 

ｋｇ 
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明日から新型コロナウイルス感染対策の為，一斉臨時休校になります。 

生徒の皆さんは，感染症対策を十分に行いながら，家庭での生活をしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休校中もできるだけ学校があるときと同じ時間に起きて，学習をしたり体を動かした

りして生活習慣を整えてくださいね。休み明けはどんどん暑い日も多くなっていきます。

休み中にだらだら過ごしていると，学校が再開してからの生活でしんどい思いをするの

は自分自身です。先のことも少し考えながらリズムのある生活を！ 

毎日必ずやること 

○毎朝体温を測り，自分の体調をチェックして健康観察カードに記入する。 

○こまめに石けんを使った手洗いをする。正しい手の洗い方を参考に。 

○起床時刻・就寝時刻・学習の時間をなるべく決めて生活習慣の乱れを防ぐ。 

 

保護者の皆様へ 

健康観察について 

① 家庭での健康観察は健康観察カードの記入により引き続き継続して行います。 

② 生徒に発熱（37.5℃以上）または，風邪の症状（咳，鼻汁，咽頭通，頭痛等），味覚障

害，嗅覚障害等がみられる場合は，中学校(0847-53-8122)まで連絡をください。 

なお，風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が４日以上続く（解熱剤を飲み続けなければな

らない場合も同様），強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は学

校への連絡と併せて保健所（084-928-1350）にも連絡してください。 

健康診断について 

① 心音心電図検査について（１年生のみ） 

５月１９日実施予定ですので現時点での変更はありません。 

② 尿検査について 

４月２３日（木）及び２４日（金）に実施予定であった尿検査は延期します。 

学校再開後再度日程調整を行いますので，日程が決まり次第ほけんだより等を通じ

てお知らせします。 

 

 

 

新学期が始まって１週間。また皆さんとしばらく会えなくなってしまうのはさみしい

です。 

様々なことを制限される生活はイライラしたりストレスもたまると思います。自分の

ストレス発散方法を見つけながらうまく発散してくださいね。私自身も楽しみにしてい

たことや，これがあるから頑張ろうと思ってきたことが無くなったり，先延ばしになっ

たり，仕方のないことだけれどなんだか悲しい気持ちになっています。でも今は，自分と

大切な周りの人の為に少し我慢して，またいろんなことが制限なくできるようになった

時，存分に我慢してきたことを楽しみましょう。 

５月７日（木）元気な皆さんと会えるのを楽しみにしています。 

臨時休校中も生活習慣を整えて… 

※裏面もあります 



 

 

 

■行動を制限されると私たちは以下のような様々な感情や反応が生じることがあります 

 ・自身の体調や勉強のこと，将来について心配になります。 

 ・起こりうる最悪な事態を考えてしまい，思考が現実離れしたり，落ち着きが奪われた

り，恐怖が強まったりします。 

 ・自由が制限されることで，怒りや不安を感じます。 

 ・周囲の人が感染していたらどうしようと心配になります。 

 ・ほかの人との交流が制限されるために，孤独や寂しさを感じます。 

 ・イライラしたり，腹を立てたりしやすくなります。 

※こうした反応が生じるのはとても自然なことです。 

 

■心の健康を保つためにできること 

 ・自分自身の体調を客観的に落ち着いて評価する。 

 ・通常の睡眠，起床就寝のペースを保つように心がける。 

 ・十分に食事をとり，できるだけ室内でできる運動等で体を動かす。 

（ラジオ体操おすすめですよ！） 

 ・感情を隠したり，抑え込んだりせず周囲の人に意見や感情を共有する。 

 ・できることや場所が限られていても楽しくリラックスできる活動をするよう心掛け

る。絵を描く，読書，音楽を聴く，ストレッチ等… 

 ・頭を使ったゲーム（クロスワードパズル・数独，パズルなど）にチャレンジする。 

 

■避けたほうが良いこと 

 ・最悪の事態をずっと考え続けることは避けましょう。 

 ・一日中睡眠をとり続けることは睡眠の質を下げることになります。 

 ・新型コロナウイルスに関する情報やニュースなどを読み続けるのはやめましょう。

情報過多は必要以上に不安や心配な気持ちを引き起こすかもしれません。 

 

参考：日本赤十字社「感染症流行期にこころの健康を保つために」シリーズの紹介 

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html  

http://www.jrc.or.jp/activity/saigai/news/200327_006138.html

