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しんがた かんせんせよう りゅうこう きゅうかくだい

＜新型コロナウイルス感染症の流行が急拡大しています＞

さかいしきょういくいいんかい きんきゅう じたい そち きかん かっこうえん とりくみ つうち

堺市教育委員会より緊急事態措置期間の学校園における取組について通知が
ほんこう いか しんがた かんせんしょうたいさく・ねっちゅうしょうたいさく

あり、本校でも以下のように新型コロナウイルス感染症対策・熱中症対策を
おこな りかい きょうりょく ねが

行っていきますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

たいいく じゅぎょう ちゃくよう おこな かつどう おこな

〇体育の授業はマスクを着用したまま行える活動を行います。
あつ かん むり ひと きょり きゅうけい

暑さを感じたら無理をせずに、人との距離をとって休憩しましょう。
とうげこうじ うんどうじょう す やす じかん ぼうし あつ たいさく

〇登下校時や運動場で過ごす休み時間は帽子をかぶり、暑さ対策。
そと で かなら ぼうし

外に出るときは、必ず帽子をかぶりましょう。
すいぶんほきゅう

〇こまめな水分補給。
あつ ひ つづ じゅうぶん りょう ちゃ も

まだまだ暑い日が続きますので、十分な量のお茶を持たせてください。
てあら

〇こまめな手洗い。
かえ しょくじ まえ てあら

帰ったときや食事の前などこまめに手洗いをしましょう。

せいかつ ととの

生活リズムを整えて
げんき しゅっぱつしんこう

元気に出発進行！！
がっき はじ なつやす あいだ がんば

２学期が始まりました。夏休みの間、みんなそれぞれ頑張ったこ
たの おも で せいちょう

とや、楽しかった思い出、成長したことがあったことでしょう。またどんな
なつやす す はなし き

夏休みを過ごしたか、たくさんお話を聞かせてくださいね！
あさ きそく ただ せいかつ がっき げんき

「はやね・はやおき・朝ごはん」の規則正しい生活リズムで、２学期も元気
みの おお がっこうせいかつ

いっぱい、実りの多い学校生活になりますように！

せいかつ じっし

生活チェックを実施します

こんねんど せいかつ なか とく すいみん しょうてん あ

今年度も、生活の中でも特に「睡眠」に焦点を当てて
つか おこな

チェックカードを使ってチェックを行います。

きかん

＜チェック期間＞
がつ にち げつ がつ か きん

８月３０日（月）～９月３日（金）

こうもく

＜チェック項目＞
ね まえ ぷんかん しようじょうきょう

・寝る前３０分間のテレビやゲーム・スマホの使用状況
じかん じかん

・ねた時間 ・ おきた時間
あさ た

・朝ごはんを食べたかどうか
いま

・今すっきりしているかどうか

ほごしゃ かた

＜保護者の方へ＞
きかんちゅう がっこう じっし しゅうりょうご かてい も かえ

期間中、学校でチェックを実施し、終了後、家庭にカードを持ち帰ります。
かてい こさま せいかつ ふ かえ いっしょ せいかつ しかた かんが

ご家庭でもお子様の生活を振り返り、一緒に生活の仕方を考えてみてください。
らん かんそう むずか ばあい かま

「おうちのひとより」の欄に、感想（難しい場合はサインだけでも構いません）などを
か さいど がっこう も

お書きいただき、再度学校へ持たせてください。
きょうりょく ねが

ご協力をよろしくお願いいたします。

はやね はや あさ
おき ごはん

すいみん か こうどう か

「睡眠が変われば行動が変わる！」
すいみん つか かいふく とく のう つか かいふく のう そだ じゅうよう

睡眠は、疲れの回復、特に脳の疲れの回復や脳を育てるためにとても重要なものです。

あたま からだ こころ
きおくりょく はんだんりょく しゅうちゅうりょく あさ お ずつう ふくつう たの じぶん

記憶力・判断力・集中力 朝起きられない・頭痛・腹痛 楽しくない・わがままになる・自分に
き ていか ふと びょうき じしん も

・やる気の低下 太りやすい・病気になりやすい 自信が持てない・ケンカをしやすい

べんきょう たいりょく ふあん おお

勉強したことをおぼえにくい 体力がなくなる いつもイライラ・不安が大きい

ねぶそく えいきょう

寝不足の影響
しっかりねよう！



しんがた かんせんしょう かくだい ぼうし ひとり よぼう こうどう ねが

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、一人ひとりができる予防行動をお願いします。

て

①こまめに手をあらおう！

て あら

＜手を洗うタイミング＞
きょうしつ はい まえ あと しょくじ まえ あと あと

✤教室に入る前 ✤トイレの後 ✤食事の前と後 ✤そうじの後
そと いえ かえ もの ばしょ あと

✤外から家に帰ったらすぐ ✤みんながさわる物や場所をさわった後
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

せっけんをつける てのこう・てのひら ゆびのあいだ つめのあいだ

おやゆび・てくび あらいながす ハンカチでふく

ハンカチはまいにち
せいけつなものを
もってきてね！

マスクを
はず とき

外す時の
やくそく

おおにんずう かいしょく あつ い

大人数の会食や集まりには行かないようにしましょう

ひ つづ きょうりょく ねが

引き続きご協力をお願いします！
発熱や風邪症状（咳、のど
の痛み、呼吸困難、倦怠感、
鼻水・鼻づまり、頭痛、関節痛、
腹痛、下痢、吐き気・嘔吐など）
のある時は、学校に連絡の上、
症状がなくなるまで登校を
控えてください。（出席停止）


