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しんがくねん つき す きせつ

新学年になって、ひと月がすぎました。さわやかで過ごしやすい季節ではありますが、
たいいく そとあそ うご あせ ひ おお

体育や外遊びでからだを動かしていると汗ばむ日も多くなってきました。
からだ あつ な じ き いがい ねっちゅうしょう

そうなると、体がまだ暑さに慣れていないこの時期は、意外と「熱中症」にかかりや
まいにち ちゃ かなら も よる ね つか

すいのです。毎日、お茶は必ず持ってくるようにして、夜はしっかりと寝て、疲れを
たいちょう ととの

ためないように体調を整えておきましょう。

あせ

汗はなんのためにかくの？
あせ たいおん あ で あつ ひ うんどう

汗は、体温が上がりすぎないようにするために出ます。暑い日や運動をしたときは
たいおん あ あせ だ ねつ そと に たいおん ちょうせつ

体温が上がるので、汗を出してからだの熱を外に逃がし、体温の調節をしています。

からだ なか ねつ そと

・体の中に熱がたまらないように、外ににがそうとします。

からだ ねつ ねつ つく

・体の熱がにげないように熱をためたり、作ったりします。

けっかん ひろ からだ なか ち なが

・血管が広がり、体の中をたくさんの血が流れる。
あせ

・汗がでる
からだ ひょうめん おんど

・体の表面の温度があがる。

けっかん ほそ けつえき なが すく

・血管は細くなって血液の流れが少なくなる。
ねつ

・とりはだがたって熱をにがさないようにする
ねつ

・ふるえて熱をつくろうとする。
ひょうめん おんど

・からだの表面の温度はあまりあがらない。

はや ね はやお ただ せいかつ たいちょう ととの あさ た たいちょう わる かん む り

①早寝早起きのきそく正しい生活で、体調を整えておく。 ④朝ごはんをしっかり食べてくる。 ⑦体調が悪いと感じたら無理をしない。
すいぶん うんどうまえ うんどうちゅう うんどうご あせ す と よ ふく き

②水分をこまめにとる（運動前・運動中・運動後）。 ⑤汗の吸い取りが良い服を着る。
ぼうし ちょくしゃにっこう まも ふだん あつ な れいぼう き ちゅうい

③帽子をかぶって、直射日光からあたまを守る。 ⑥普段から暑さに慣れておく（冷房の効かせすぎに注意）。

ねっちゅうしょう

熱中症になら
ないために...

あつい
とき

さむい
とき

げんき づく だいさくせん

♪元気なホネ作り大作戦♪
こ あいだ ほね

子どもの間にしっかりとした骨をつくることで、おとなになっても、
つよ ほね けんこう たも

強いしっかりとした骨のまま健康が保たれます。
さくせん

≪作戦２≫
「カルシウム」をとろう！

ほね せいぶん ちゅうい

カルシウムは骨のおもな成分。注意して
ふそく

とらないと不足になりがち。
こまつな こざかな かいそう

小松菜、小魚、海藻、ヨーグルト、
しょくひん

チーズなどいろいろな食品からカルシウム
をとれるといいですね。

さくせん

≪作戦１≫しつ

「たんぱく質」をとろう！

さくせん

≪作戦３≫
しょくひん

インスタント食品やジュースは
ひかえめに！

さくせん

≪作戦４≫
たいよう ひかり

太陽の光によくあたろう！

さくせん

≪作戦５≫うん どう

たくさん運動しよう

ほね でんちゅう たと なか てつ

骨を電柱に例えると、まん中にある鉄の
はしら しつ

柱がたんぱく質で、まわりのコンクリート
ほね

がカルシウムです。どちらがなくても骨に
はなりません。

しつ おお ふく しょくひん にゅうせいひん

たんぱく質を多く含む食品は、乳製品の
とうふ まめるい にく

ほかに豆腐やなっとうなどの豆類、肉、
さかな

魚です。

つよ ほね えい

強い骨にするためには「りん」という栄
ようそ ひつよう た もの ふく

養素が必要で、どんな食べ物にも含まれて
います。 しょくひん かん

しかし、インスタント食品や缶ジュース
しょくひん なが も てん か ぶつ

には、食品を長持ちさせるための添加物と
つか

しても「りん」が使われており、「りん」
たいりょう つづ みち

を大量にとり続けると、カルシウムを道づ
いっしょ

れにしておしっこやうんちと一緒にからだ
そと で

の外に出してしまいます。
しょくひん かん

よって、インスタント食品や缶ジュース、
か し

スナック菓子をとりすぎるとカルシウム
ぶ そく ろうか げん いん

不足や老化の原因になってしまいます。

あつ ほね

ビタミンDは、カルシウムを集めて骨に
やく め しょくひん

くっつける役目をします。食品でもとるこ
てがる ほうほう たいよう ひかり

とができますが、手軽な方法は太陽の光を
あびることです。あびると、ビタミンDが

した つく なか

ひふの下で作られ、からだの中にとりいれ
たいよう した げんき あそ

られます。太陽の下で元気に遊ぶことは、
ほね つく ちかみち

じょうぶな骨を作る近道です。

うご けつえき なが

からだを動かすと、血液の流れがよくな
ぜんたい い

り、カルシウムがからだ全体に行きわたり、
ほね うんどう

むだのない骨ができます。また、運動する
ほね まも きんにく つよ ほね

ことで骨を守る筋肉が強くなり、骨はます
つよ

ます強くなります。



あし あ くつ えら

足に合った靴を選びましょう

じぶん あし あ ちい くつ すこ ほね ふたん

自分の足に合わない小さな靴をはいていると、少しずつ骨に負担がかかり、
ゆび へんけい はんたい おお くつ

指が変形することがあります。また、反対に大きすぎる靴をはいていると、
ころ ぬ

転びやすく、くつが脱げやすいため、
ねんざ お

捻挫やケガを起こしやすくなります。
えら さき センチほど

くつを選ぶときは、つま先に１ｃｍ程
えら

ゆとりがあるものを選ぶようにしてください。

すいみん

睡眠をとるといいことがたくさん！

からだ こころ お

★体のつかれがとれる ★心が落ちつく

きゅうそく

休息がとれるだけではなく、
のう からだ てんけん

脳が体の点検をしてくれます。

すいみんぶそく きも

睡眠不足になると、気持ちのコント
ロールができにくくなります。

きおく せいり せいちょう

★記憶を整理する ★成長ホルモンがでる

のう べんきょう おぼ

脳が勉強して覚えたことなどを
せいり きおく ていちゃく

整理し、記憶として定着させます。

せいちょう ね あいだ

成長ホルモンは、寝ている間にたく
ぶんぴつ

さん分泌されます。

びょうき からだ まも

★病気から体を守る
よる くら のう ねむ ぶっしつ

夜、暗くなると脳から眠りにさそう物質「メ
よる

ラトニン」がでます。しかし、夜にテレビや
つよ ひかり み

ゲームなどの強い光を見ると、メラトニンの
で りょう へ よる ねむ

出る量が減って、夜に眠れなくなり、
すいみんぶそく

睡眠不足につながります。
ね まえ つよ ひかり み

寝る前は、強い光を見ない
ようにしましょう。

がつ か しりょくけんさ

★５月１０日～視力検査
がつ にち じんぞうけんしん けんにょう

★５月１７日 腎臓検診（検尿）
がつ にち ちょうりょくけんさ ねんせい

★５月２０日～聴力検査（１・２・３・５年生）
けんこうしんだん にってい すこ へんこう りかい ねが

健康診断の日程を少し変更しております。ご理解お願いします。
けんこうしんだん けっか いじょう ひと わた

健康診断の結果は異常のあった人にのみお渡しします。

すいみん

睡眠について
すいみんぶそく しょくよく ていか しゅうちゅうりょく ていか

睡眠不足になると、食欲が低下したり、集中力が低下します。
ひまん

また、イライラしやすくなったり、肥満になりやすくなったりします。
すいみん あさ ひる ばん しょく しょくじ

しっかりと睡眠をとるには、朝・昼・晩の３食しっかりと食事をとり、
うんどう ねむ

運動することで眠りにつきやすくなります。

けんこうしんだん

健康診断について


