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新学期 が 始まりました。新しい学校・新 しい学年を迎え,気 持ちも新たにしていることでしょう。新型コロナ
ウイル ス感染症の影響で,4月 11日 〜5月 6日 までの期間,臨 時休業の予定です。心配なこともあるかと思
います 。不安や心配があるときは,ま わりの大人や保健室に相談してくださいね。しばらくの間,大 変ですが
新型 コロナウイルスがこれ以上広がらないためのお休みです。対策を続けていきましょう。

,

新型 コロナ ウイル ス とは…
新型 コロナ ウイルスは,人 か ら人 へ うつ る力が とても大きく,か かって しま うと病気が重
くな って しま うこともある, とて もこわ い病気です。
新型 コロナ ウイルスがこれ以上 ,た くさんの人に うつ らないよ うにす るために,手 洗 い 。
咳 エ チケ ッ トを基本的な対策 を しま しょ う。

基本的には ,家 です ごす ことに な っていますが ,散 歩や ジ ョギ ング ,な わ とびな どの 日常的な運動 を

続 けま しょう。運動 をす る と,成 長ホルモ ンがでや す くな り,夜 もよ くね る ことが で きます。

1日

30分 程度 を目標 にや ってみ ま しょう。

障みがき
￨

歯みがきは感染症予防にもな ります。食事のあとていねいにみが きま しょう。寝 る前 はと くにていね
いにみがいて,む し歯や歯肉炎を予防 しま しょう。

食べたらすぐに3券 :鶴 を見ながら、一本 歯プラシの毛先を占
間はみがく
:一 本しつかりみがく に直角にあて、7it刻
みに動かす
:

:

:

○きそく正しい生活を続ff.勉 強やお手伝いをしきしょう′
す いみん 時間は,人 に もよりますが,8時 間程度がよいで しょう。
遅 くとも 11時 までにねて,規 則正 しい生活 を しま しょう。

デ ィアの 利用 に つ い
テ レビ・スマー トフォ ン・ ゲームなどを「メディア」 といいます。メディアだ らけの生活は,運 動不
足,す いみん不足,コ ミュニケニ ション能力などを低下 させ ,心 やか らだの発達が遅れ るなどの例が
報告 されています。家の人 と相談 してルール を決めて守 つてい きま しょう。
時間 1日

(

)分 まで *夜 9時 がきたらやめる
)
*自 分の部屋では使わない

場所 (
内容 人がいやな気持ちになるような書 き込み をしない
料金

(

)円

まで

*参 考資料 「 さぬ きっ子ルール」 (香 川県)・ チラシ〜スマホ・ ネ ッ ト・ ゲーム依存〜 (三 好保健所)

時間を決めて勉強やお手伝いをすることは,生 活の リズムを保 つためにも大切です.計 画をたて
て,学 習しましょ う。この機会に読書もしましょう。

´
朝 は 7時 までに起 きて,朝 日を浴びて くだ さい。体内時計が整います 。
きそ く正 しい生活 をしていないと,免 疫力 (病 気か ら体を守る力)が 落 ちて しまいます。

朝 ごはん … 1日 のエネルギーです。体へのスイッチとなるので,必 ず食べま しょう。
ごはん・パ ン,肉 ・魚,野 菜などをとり,栄 養バ ランスのとれた食事 をとりま しょう。
おやつ
〇休み 中は,ダ ラダラと食べてしまいがちで
肥満やむし歯 の原因になります。
おやつは,食 べ る時間と量を決めておきましょう。
Oお やっの 1日 のめやすは,200kcJま でです。
ジュースもこのカロリーにふくめます。
パッケージをみてみましょう。
,
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○基本的に自宅ですごしきしょう f
ウイルスは空気中や ドアの持ち手などあらゆるところにいます。また,ウ ィルスをもっている人でも
症状が出ないことがあるため,だ れが感染 しているかわかりません。子どもやお年寄り,ぜ んそくな
どの疾患がある人がかかると命にかかわるかもしれません。
集団感染の共通点は,「 換気が悪く」
「人が密に集まってすごすような空間」
「不特定多数の人が接触
するおそれが高い場所」であるため,換 気が悪 く,人 が密に集まって過 ごすような空間で集まること
を避けてください。 自分や家族のからだを守るために気をつけましJtう 。

出と出の簡 は毛発で
よこれをかき出すよ

raJ裁
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聡 先生(三 木眼科)
川淵
崇 先生(か わぶ ち耳鼻咽喉科)
杉本 尚久 先生(杉 本歯科医院)
島田 佳子 先生(杉 本歯科医院)
大上 千里 先生

保健 室 は, 4月 よ り

山下和恵 が担 当 します 。 よろ しくお願 い します 。

