
ほ け ん だ よ り
令和３年４月発行 堺市立市小学校 保健室

てあら しゅうかん

手洗い・うがいの習慣をつけよう

せ わ がっこうい やくざいし せんせいがた しょうかい

お世話になる学校医・薬剤師の先生方の紹介です

がっこうい むらかみ せんせい むらかみいいん しか こうい うめだ せんせい うめだしかいいん

学 校 医 ： 村上 先生 （村上医院） 歯科校医 ： 梅田 先生 （梅田歯科医院）
がんかこうい みき せんせい みき がんかいいん じ び か こうい もりさき せんせい もりさきじびいんこうか

眼科校医 ： 三木 先生（三木眼科医院） 耳鼻科校医 ： 森﨑 先生 （森﨑耳鼻咽喉科）
やく ざい し わだ せんせい せんしゅう しんぞう たんとうい たにわ せんせい たにわいいん

薬 剤 師 ： 和田 先生 （泉州メディカ） 心臓担当医 ： 谷和 先生 （谷和医院）
じんぞうたんとうい さいとう せんせい さいとういいん

腎臓担当医： 齊藤 先生 （齊藤医院）

ただ しかた み てあら しゅうかん じぶん

正しい仕方を身につけ、手洗い・うがいを習慣にして、自分のからだをまもりましょう。

がつ にち はついくそくてい しんちょう・たいじゅう

★４月１６日～発育測定（身長・体重）
がつ にち ちょうりょくけんさ

★４月２７日～聴力検査 ねんせい

（１・２・３・５年生）
がつ にち もく にち もく ないかけんしん

★５月６日（木）１３日（木）内科検診
かくしゅもんしんひょう ていしゅつきじつ まも せいかく

・各種問診票は提出期日を守り、正確に
きにゅう

記入してください。
けんこうしんだん けっか しか しきかく のぞ

・健康診断の結果は、歯科と色覚を除き、
いじょう ひと

異常のあった人にのみ
わた

お渡しします。

①てをぬらし、
せっけんをつける

②てのこう・ての
ひらをこすって
あらう

③ゆびのあいだを
あらう

④ゆびさき・つめ
のあいだをしっか
りあらう

⑤おやゆび・てく
びをねじりあらう

⑥せっけんをよく
あらいながす

⑦きれいな
ハンカチでふく

⑧ガラガラうがい
もわすれずに！

にゅう がく しん きゅう

はる かぜ ひ

春ですね。風はやさしく、日ざしはあたたかくなってきました。
なか あたら いちねん げんき まいにち ほけんしつ

そんな中、新しい一年がスタートします。みなさんが元気に毎日をすごせるように、保健室か
おう じぶん まも

らせいいっぱい応えんします。ほけんだよりでも、みなさんが自分のからだをずっと守ってい
じょうほう つた ねが

くための情報を伝えていきます。どうぞよろしくお願いします。

はじめまして。
さかいしりつ みやぞのしょうがっこう

堺市立宮園小学校から
きました「勘六野 杏紀
(かんろくの あずき)」と
いいます。
よろしくおねがいします！

て あら

＜手を洗うタイミング＞
がっこう やす じかん

✤学校にきてすぐ ✤休み時間ごと
あと しょくじ まえ あと

✤トイレの後 ✤食事の前と後
あと

✤そうじの後
そと いえ かえ

✤外から家に帰ったらすぐ
ほか はな とき くち ふ

✤その他、鼻をかんだ時や口に触れたとき
など

こまめに、ていねいに
て あら

手を洗いましょう！

せき

咳エチケットをまもろう

なに せき

何もおおわず、咳や
くしゃみをする

ふく

マスクをする ハンカチやティッシュ 服のそで

ひと あつ

人が集まるところでは、
くち はな かなら

口と鼻を必ずおおう。

いったんはず とき うちがわ ふ はんぶん お えいせいてき ほかん

★マスクを一旦外す時は、内側に触れないように半分に折りたたみ、衛生的に保管しましょう。

くち はな かくじつ

①マスクで口と鼻を確実におおう
みみ

②ゴムひもを耳にかける
ま ちょうせつ

③すき間ができないように調節する

ただ

正しいマスクのつけかた

て て

手でおおう（手でおお
ってしまったら、すぐ

て あら

に手を洗いましょう）



今年度も、お子さまの健康と安全を願い、毎日元気に学校生活が
送れるよう、ご家庭と協力しながら支援をしていきたいと思います。
健康診断に伴う提出物や、感染予防対策、学校でのけがや急病の際のお迎え
など、ご協力いただくことが多々あるかと思いますが、何卒よろしくお願いします。

また、小学生のうちに、早寝・早起き・朝ごはんや、手洗い・うがい・歯磨きと
いった基本的生活習慣をしっかり身につけさせることは、お子さまの将来への大き
な贈り物となります。お忙しい中、それらを徹底させることは大変ではございますが、
是非とも習慣化させていきましょう。

さらに、登校前にはご家庭で、朝の健康観察をお願いします。
集団の健康を守る観点からも、ご協力をお願いします。

インフルエンザ 麻疹 風疹

おたふくかぜ 水ぼうそう 百日咳

咽頭結膜熱（プール熱） 結核 O－１５７感染症

学校生活の場で、感染を広げる恐れの高い感染症は、学校保健安全法に
より、学校感染症として、かかった場合登校することができない「出席停止」
となる期間が定められています。
以下の感染症にかかった場合は出席停止となりますので、必ず学校へお
知らせください。
出席停止の期間については勝手に判断せず、必ず医師の指示に従ってく
ださい。（診断書や登校許可書の提出は必要ありません）

＜主な学校感染症の種類＞

※その他の感染症（溶連菌感染症、手足口病、りんご病、流行性嘔吐下痢症
（ノロウイルス・ロタウイルス）など）についても、医師の指示があれば出席停止
の扱いとなりますので、診断された場合はご連絡ください。

※新型コロナウイルス感染症に関しては、診断を受けた場合、濃厚接触者と
なった場合、発熱や風邪症状等がある場合、感染予防のため出席しない場合
も出席停止の扱いとなります。

学校感染症の種類と出席停止について

１．朝、すっきり目がさめた ２．朝ごはんをおいしくた食べられた
３．下痢・便秘をしていない ４．熱はない（毎朝検温）
５．風邪症状はない ６．痛いところはない
７．体で動かしにくいところはない ８．ひどくかゆいところはない
９．気分は悪くない １０．特になやみごとはない

今日の調子はどうかな？ ー健康観察のポイントー

衣類の貸し出しについて

保健室では、必要に応じ下着や衣類の貸し出しを行っています。
貸し出した際には、お知らせのプリントを持ち帰りますので、

早めの返却をお願いいたします。
なお、下着については、衛生面から毎回新品を用意しています。

下着のみ、返却も同サイズの新品をご準備して返却してください。
その他の衣類については、ご家庭で洗濯後返却してください。
また、嘔吐等をして衣服を汚した場合、感染予防の観点から、

衣服は学校では洗わず、密封して持って帰っていただいております。
ご理解の程、よろしくお願いいたします。


