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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。

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

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）

＜めあて＞
せいちょう かくにん

・成長の確認
かく びょうき いじょう はっけん

・隠れている病気や異常の発見
じぶん からだ けんこう かんしん も

・自分の体や健康について関心を持つ

＜やくそく＞

さわがない のぞかない

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 きにゅう

・各種問診票は提出期日を守り、正確に記入してください。
けんこうしんだん けっか しか のぞ いじょう ひと わた

・健康診断の結果は、歯科を除き、異常のあった人にのみ渡します。
ちりょう けんさ すす ひと はや びょういん い

・治療や検査の勧めをもらった人は、早めに病院へ行きましょう。

さわ きせつ なか しんねんど あたら きょうしつ あら

爽やかな季節の中、新年度がはじまりました。新しい教室で、新たなクラスメイト
たんにん せんせい こんねんど まいにち げんき がっこうせいかつ

や担任の先生とともに、今年度もみなさんが毎日元気に学校生活がおくれるよう、
ほけんしつ おうえん すてき ねん

保健室から応援していきます！素敵な１年になりますように！



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。

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。

はや はや

□ 早ね・早おきをしていますか？
じかん じ ふん

☆ おきる時間 時 分
じかん じ ふん

★ ね る時間 時 分
しょく た

□ ３食、ごはんを食べていますか？
からだ

□ 体をうごかしていますか？
て あら

□ こまめに手洗いをしていますか？
まも

□ せきエチケットを守っていますか？
へや かんき

□ 部屋の換気をしていますか？
たいちょう

□ 体調チェックをしていますか？
わたし へいねつ

☆私の平熱： ℃
じかん き

□ ゲームやテレビは、時間を決めて
み

見てますか？
にち じかん

★テレビ・ゲームは１日 時間まで

やす あいだ せいかつ

お休みの間に生活リズムはくずれていませ
きそく ただ せいかつ いしき けんこう げん

んか？規則正しい生活を意識して健康で元
き

気にすごしましょう。


