
ほ け ん だ よ り
令和３年９月発行 堺市立市小学校 保健室

がっき はじ しゅうかん たんしゅくきかん お ごご じゅぎょう はじ

２学期が始まり３週間がたちました。短縮期間も終わり、午後の授業も始
がっこう す じかん なが つか で ひと

まっています。学校で過ごす時間が長くなり、疲れが出やすくなっている人
はや はや あさ きそくただ

もいるかもしれません。あらためて、「早ね・早おき・朝ごはん」の規則正
せいかつ すいぶんほきゅう わす ねっちゅうしょう ちゅうい げんき

しい生活リズムと「水分補給」を忘れずに、熱中症にも注意して元気
にすごしてくださいね！

せいかつ みなお

生活リズムを見直してみよう

いちばんだいじ よぼう まんいち ばあい

一番大事なのは予防ですが、万一の場合にそなえて、
ただ おうきゅうしょち ほうほう し だいじ

正しい応急処置の方法を知っておくことも大事です。

てあ

こんなときどうする？手当てクイズ

うんどうじょう

A．運動場でころんで
ひざをすりむいた

B．あついスープが
て

手にかかった

あそ きゅう

C．遊んでいたら急に
はなぢ で

鼻血が出た

すいどう みず

① 水道の水で
しっかりひやす

こばな

② 小鼻をつまんで
うつむく

すいどう みず

④ 水道の水で
きれいにあらう

せんで
むすぼう

まだまだ
あついよ～

＜２学期の健康診断のお知らせ＞

新型コロナウイルス感染症の影響で、今年度も
健康診断の日程や実施方法等が例年と異なっています。
２学期に実施の健康診断の予定は下記のとおりです。

（※今後の感染状況等により、予定の変更や中止の可能性はあります。）

☆耳鼻科検診・・・９月７日（火）
★色 覚 検 査・・・９月８日（水）・９日（木）
☆心臓検診 １次・・・９月１５日（水）
★眼 科 検 診・・・９月１６日（木）
☆歯 科 検 診・・・
高：９月２８日（火）・低：９月３０日（木）・中：１０月５日（火）
☆秋の内科検診・・・１０月７日（木）
★２測定・・・１０月１８日（月）～２２日（金）
視力検査・・・１０月２６日（火）～２９日（金）

※事前の調査票のご記入ありがとうございました。
※２測定は、各学期１回の実施を予定しています。

保護者の方へ

あ

D．ボールが当たって
つ ゆび

突き指をした

うご

③ ひやして動かさ
ないようにする

あさ た にち

朝ごはんを食べて１日をスタート！
あさ た い ちょう しげき う ねむ

朝ごはんを食べると胃や腸が刺激を受け、眠っていたからだが
め さ のう ほきゅう ごぜん

目を覚まします。また、脳のエネルギーも補給できるので、午前
ちゅう げんき かつどう

中から元気に活動することができます。
あさ

朝ごはんのポイント
のう からだ かつどう たんすいかぶつ

脳や体の活動エネルギーとなる炭水化物（ごはんやパン）をしっ
からだ ちょうし ととの

かりとること。また、体の調子を整えてくれるビタミンやミネラ
ほうふ くだもの せっきょくてき

ル豊富な果物も積極的にとるようにしましょう。



がつ か きゅうきゅう ひ

９月９日は救急の日です

じぶん からだ まも なに い し

自分の体を守るため、ケガしたとき、まず何をしたら良いのかを知
ひつよう てあ かんが

っておく必要があります。ケガの手当てについて考えてみましょう。

め はい

目にゴミが入った
みず め はい あら なが

①水で目に入ったゴミを洗い流す
め じゅうけつ かん つづ

②目が充血したり、ゴロゴロした感じが続く
ばあい がんか じゅしん

場合は、眼科を受診する。

あたま う

だぼく（頭を打った）
こおり ひ

①氷でしっかりと冷やす
きぶん わる ばあい

②フラフラしたり、気分が悪い場合は、
いりょうきかん じゅしん

医療機関を受診する

はなぢ

鼻血
した む はな おさ

①下を向いて鼻を抑える
ち と はな つ ね

②血が止まりにくいときは、鼻の付け根を
こおり ひや

氷で冷やす

やけど
すいどうすい こおり ぶぶん ひや

①水道水や氷でやけどした部分を冷やす
みず はんい

②水ぶくれができていたり、やけどの範囲
ひろ いりょうきかん じゅしん

が広いときは医療機関を受診する

すりきず
きずぐち よご すいどうすい あら なが

①傷口の汚れを水道水で洗い流す
きずぐち

②きれいなハンカチやガーゼで傷口をふく
ひつよう おう は

③必要に応じてバンソウコウを貼る

は ぬ か

歯が抜けた（欠けた）
ぬ か は しがほぞんえき

①抜けた（欠けた）歯を歯牙保存液
ぎゅうにゅう

（なければ牛乳）につけて、すぐ
はいしゃ じゅしん

に歯医者を受診する
ぬ は ね ぶぶん さわ

※抜けた歯の根っこの部分を触って
しんけい こわ

しまうと神経が壊れてしまうので
さわ

触らないこと
ぬ ぶぶん しゅっけつ

②抜けた部分から出血をしていたら
しけつ

ハンカチやガーゼをかんで止血を
おこなう

ＡＥＤってなんだろう？
じどうたいがいじょさいどうき しんぞう お

ＡＥＤ（自動体外除細動器）とは、心臓がけいれんを起
けつえき なが きのう うしな じょうたい しんしつさいどう

こし血液を流すポンプ機能を失った状態（心室細動）にな
しんぞう たい でんき あた せいじょう もど

った心臓に対して電気ショックを与え、正常なリズムに戻
いりょうきき

すための医療機器です。
いりょうじゅうじしゃ いっぱんしみん しよう

医療従事者でない一般市民も使用でき、
びょういん しんりょうじょ きゅうきゅうしゃ

病院や診療所、救急車はもちろんのこと、
くうこう えき がっこう こうきょう

空港、駅、スポーツクラブ、学校、公共
しせつ ひと おお あつ ばしょ ちゅうしん

施設など、人が多く集まる場所を中心に
せっち

設置されています。こた

クイズの答え A・・・④ B・・・① C・・・② D・・・③


