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保護者用  

 

  

１１月 30 日、愛知県内にインフルエンザ注意報が発令されました。これは、昨年度より約２ヶ

月早い発表で、今後本格的に流行シーズンを迎えるものと考えられます。こまめなうがい・手洗い、

十分な睡眠・栄養・保温など、ご家庭でも引き続き感染症予防に努めてください。  

１２月１日（火）に学校保健安全委員会を開催しました。ＰＴＡ役員の方、学校薬剤師の先生、

スクールカウンセラーの先生に出席していただきました。健康診断など学校保健安全事業報告を行

い、厚生委員、保健委員の生徒から委員会活動の発表も行いました。また、薬剤師の小林先生から

アレルギーの講演を行っていただき、参加者全員でエピペンの練習用トレーナーを用い実習も行い

ました。  

 

★ 朝食欠食調査結果について  2 年生 2 学級（７７人）を抽出しアンケートを行いました。  

【問】朝食は食べますか。    朝食摂取率 93.51％  （朝食欠食率 6.49％）  

①毎日食べる・・・７０人（90.91％）   ②一週間で 3 日以上は食べる・・・２人（2.6％）   

③一週間で 1.2 回しか食べない・・・１人（1.30％）  ④全く食べない・・・４人（5.19％）  

本校では朝食欠食率は 5％を切っていましたが、初めて５％を超えました。バランスのよい朝食

を心がけ午前中の活動に必要な栄養素を取りましょう。  

 

（人）★  保健室利用状況について     

内科利用者は昨年度より、200 人程増加しました。          

「薬をください」と来室する生徒もいますが、  

保健室では内服薬を与えていません。自分に  

合う薬を常備するよう指導しています。                                         

 

★  学校薬剤師の小林先生講演より  

アレルギー予防には・・・よく噛むこと（30 回）、食事中のお茶などの水分摂取は控えめに！！  

よく噛むことで、食べ物が細かくなり消化酵素で分解しやすくなります。さらに唾液が多く出ま

す。また、食事中に摂る水分は消化酵素を含む唾液の濃度を薄くさせ、消化を妨げます。3 日続け

ると習慣に変わります。食事中の水分を控え、よく噛むことがアレルギー予防につながります。  

 

お知らせ  

★ 国の制度改正により、江南厚生病院等一定規模以上の医療機関を受診する場合には、初診時

選定療養費として患者の負担が定められました。生徒の安全第一で救急搬送した場合、選定療

養費がかかる場合があることをご承知ください。なお、選定療養費は保険診療外のため、スポ

ーツ振興センターの給付対象とはなりません。  

＊本校では江南厚生病院、犬山中央病院、さくら総合病院、小牧市民病院などが該当医療機関

になります。  

 ★  受診勧告書を受け取り、まだ病院へ受診できていない場合は、冬休み等を利用して、検査や

治療をお願いします。特に、歯科は受診率が低いです。放っておいても治りません。早めに治

療を始めてください。  

  Ｈ28 Ｈ27 

病気欠席者  1119 1124 

内科利用者  560 390 

外科利用者  220 314 



 

スクールカウンセラーに関するお知らせ 

 

２６年度まで「心の健康づくり推進員」として来校してくださった臨床心理士の大畑美喜子先生

に、昨年度からスクールカウンセラーとして来ていただいています。この制度は、学校不適応気味

の生徒、うつ傾向がある生徒、自傷行為を繰り返す生徒など、心に問題を抱える生徒やその保護者

に対して支援を行います。何かございましたら、保護者の方のみでも結構ですので、お気軽にご相

談ください。  

 

 

  【今後の来校予定】              相談を希望される方は、事前に  

   １２月２２日（木）、            保健室か学級担任へご連絡ください。  

   ２月１日（水）、２２日（水）         電話（番号0587―93－7575）や  

   【来校時間】                  メモ書きでも結構です。  

   １０：００～１７：００             何度希望していただいても構いま 

【相談場所】                             せん。  

相談室（保健室の隣）  

 

 

～スクールカウンセラー大畑美喜子先生より～ 

『何もしないことに全力を注ぐ』 

スクールカウンセラーの大畑美喜子です。丹羽高校での相談活動は、今年

度で早くも６年目になります。これまでの相談活動の中で感じるのは、自分

の思いを言葉にすることが苦手な生徒さんや、自分のことに自身で向き合う

のが難しい生徒さんが増えてきたように思います。相談に訪れる生徒さんか

ら「どうしたらいいですか」と尋ねられるので、「あなたはどう思うの？」

と問いかけると、少し驚いた表情で「私？私？・・・わかんない」と返って

くることが珍しくないのです。  

ご家庭ではいかがでしょうか。お子さんから「どうしよう」と尋ねられ、すぐに  

答えを与えていませんか？親の立場からは、すぐに助けてあげたいという気持ちが  

出てくるのは当然です。しかしここは、「高校生の親」としてぐっと我慢の対応を  

していただき、お子さんが自分なりに考えて答えを出す力を信じて待つというのはいかがでしょう

か。冒頭の「何もしないことに全力を注ぐ」というのは、有名な臨床心理士の河合隼雄先生が、カ

ウンセラーの心構えとしておっしゃられていた言葉です。これは親の構えにも応用できると思われ

ます。「何もしない」というのは一見楽そうですが、自分の子どもが問題と向き合い苦しそうにし

ているのを手を出さずにじっと見守り待つというのは、実は多くの心のエネルギーを費やすのでと

ても大変です。しかし、じっと待っていてくれるという親の支えがあれば、時間はかかるかもしれ

ませんがお子さんは自分の力で乗り越えることができ、それが自立への一歩となるのです。どこま

で親が手を出すのかは難しい課題です。わからなくなった時はどうぞ相談に訪れてください。お待

ちしています。  

 



お子様と一緒に見てください  

 

“スマホ症候群”という言葉はご存じですか？一般的に学生や若者に多いとされているので大人は

大丈夫！と思っていませんか？油断は大敵です。今は大人世代にもその魔の手が忍び寄っています。 

 

スマホを見る姿勢で頸椎に子ども一人分の負荷がかかっています 

 

スマートフォン（スマホ）等の長時間使用は、眼精疲労や首・肩の筋肉疲労、  

手の痺れなどに関連することが知られており、「スマホ症候群」などと呼ばれている。  

米・Spine Sugery ＆  Rehabilitation Medicine の Kenneth K.Hansraj 氏らは、スマホやタ

ブレット等の携帯情報端末の使用に伴う頸椎への負荷シュミレーションモデルで解析、Surg 

Technol Int に報告した。首の前屈角度が大きくなるほど頸椎にかかる負荷も増え、最も悪い姿勢

では 27kg（一般的な小学生の体重）の負荷が首にかかっているとの推計を示している。  

 Hansraj 氏は、「携帯情報端末が世界中で使用されているが、どうしても使用時に姿勢が悪くな

る」と指摘。一般的な体格の成人をモデルとした今回の解析によると、頭部と頸部の屈伸角度が正

常である姿勢でも 4.5～5.4kg の負荷がかかっていて、屈伸角度が 15 度になると 12kg、30 度

で 18kg、60 度では 27kg もの負荷がかかると推計された。  

同氏によると、携帯情報端末の平均利用時間は 1 日当たり 2～4 時間であり、年間では 700～

1400 時間にも上る。その間、小さな子どもを乗せているのと同程度の負荷がかかっていることに

なる。  

 同氏は、頸椎への負荷がさまざまな弊害をもたらす可能性があるとの懸念を示した上で、「最新の

技術革新を使わずにいることは不可能に近いが、携帯情報端末を利用する際は頸椎を自然な湾曲に

保ち、前屈姿勢を避けるよう努力すべき」とアドバイスしている。           

 （Medical Tribune Vol.147 No.51 より） 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用 :http://kawaikinkeitai.blog35.fc2.com/blog-entry-524.html 

 



★ ストレートネック  

 長時間うつむいた姿勢でスマホを使用することで、本来カーブしているはずの首がまっすぐ

に変形してしまうことをストレートネックといいます。  

ストレートネックの人のほとんどが猫背だといわれており、  

肩こりや頭痛、吐き気、手のしびれ、めまいなどの症状を  

訴える人が多いようです。  

悪化した場合、手の痛みや脱力を起こしたり、ワイシャツ  

のボタンが止めにくくなったり、階段が降りにくくなったり  

するケースもあります。  

                                                出典：wol.nikkeibp.co.jp 

★ 不眠症  

画面から放たれるブルーライトは、睡眠のリズムを狂わせる原因となる光です。青色で波長

の短いこの光は、朝日の光とよく似ていることから、ブルーライトを浴びることで脳を目覚め

させる働きがあるといわれています。就寝前にスマホを使用することで、知らず知らずのうち

に眠りにくい状態をつくってしまっているのです。  

寝る１時間前にはスマホの使用をやめるのがベストでしょう。  

 最近では、ブルーライトをカットするメガネなどが販売されているので、  

こうしたアイテムを上手く利用するのもひとつの方法です。  

 

★ 視力低下  

スマホの小さな画面に表示される文字は、どうしてもかなり小さくなってしまいます。この

小さな文字を長時間見続けると、目が非常に疲れます。  

スマホの使用による疲れ目から視力低下を訴える人が、ここ数年で急増しているそうです。

何時間も使用せず、自発的に休憩をはさむように心がけて、目を休める時間をつくることが大

切です。  

 

★ 親指の腱鞘炎・小指の変形  

スマホを使用する時に親指を使う回数は多くありませんか？親指を酷使することで、指の根

元を痛めてしまう可能性があります。  

また、スマホを持つとき、スマホの底に小指を置いて支える  

人が多く、この持ち方によって小指への負担がかかり、変形す  

るケースが増えています。小指の変形のほかには、痛みやしび  

れ、タコなどの症状を訴える人も少なくありません。海外では  

「テキスト・サム損傷」と呼ばれ、世界中で増えている症状の  

ひとつだといわれています。  

                                                出典：cdn-stf. l ine-apps.com 

★ 顔への影響  

 スマホ操作に夢中になっている時、私たちは長時間、無表情で顔を下に向けている状態に陥

ります。表情筋がやせ細り、リンパや血液が滞るどころか、加えて重力の影響を受けやすい姿  

勢をキープしているという事になります。この習慣が積み重なると、二重あごや顔のたるみ、

ほうれい線など、美容面にも悪影響が現れるようになります。  

                         （急増するスマホ依存症が与える 7 つの健康被害より）  



インフルエンザの出席停止期間  

 インフルエンザと診断された場合の出席停止の期間は、法律で次のように定められています。   

発症した後５日を経過し、かつ、解熱した後２日（幼児にあっては、３日）を経過するまで  

 

【インフルエンザによる出席停止の期間の例】  

・発症後２日目に解熱した場合（児童･生徒）  

水曜日  木曜日  金曜日  土曜日  日曜日  月曜日  火曜日   

発  症 １日目  ２日目  ３日目  ４日目  ５日目  出  席 

可  能 

 

  解  熱 １日目  ２日目    

・発症後４日目に解熱した場合（児童･生徒）    

水曜日  木曜日  金曜日  土曜日  日曜日  月曜日  火曜日  水曜日  

発  症 １日目  ２日目  ３日目  ４日目  ５日目   出  席 

可  能     解  熱 １日目  ２日目  

ただし、病状により学校医やその他の医師が感染のおそれがないと認めた場合には、出席可能  

治癒証明書の様式を以下につけますので、ご利用下さい。本校ホームページ「保健室より」から

も同じ様式をダウンロードできます。  

・・・・・・・・・・・・・・・・切り取り線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

学校感染症治癒証明書 

 

愛知県立丹羽高等学校 

 

                  年  組   番  氏名          

 

[病名]     インフルエンザ ・ 百日咳 ・ 麻疹 ・ 流行性耳下腺炎        

        

 風疹 ・ 水痘 ・ 咽頭結膜熱 ・ 結核 ・ 髄膜炎菌性髄膜炎 

         

その他（                   ） 

  

[療養期間]  平成  年  月  日～平成  年  月  日 

 

 

[特記事項]                                     

 

平成  年  月  日 

 

医療機関名             

 医師名             


