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北海道学校保健会の皆様には、日頃より学校保

健の充実 発展と健康教育推進のために多大な御

指導 御協力をいただき心より感謝申し上げます。

北海道養護教員会は、創立67年 日を迎えました.

全道15支部に分かれ 幼稚回から高等学校及び特

別支援学校に勤務する養護教諭1,321名 がそれぞ

れの支部で研究 研修を重ねております.さ らに

年に 1度、全道研究大会を開催しています。今年

度は、第47回北海道養護教員研究大会を後志支部

主管により「21世紀を担う児童生徒の健やかな心

身の発達をめざしてJ～ これからの養護教諭の職

務はい力■こあるべきか～を研究主題とし 8月 3

4日 の日程で赤井川村にて開催いたします.全道

大会では 仲間とともに学び合い高め合うことを

大切にしながら 資質の向 にに劣めております。

今 学校現場では、子どもたちが抱える多岐に

わたる健康課題に向き合っております。ス トレス

による心身の不調 いじめ 児童虐待などのメン

タルヘルスに関する課題 さらに喘息 アトピー

性皮膚炎や食物アレルギーなどのアレルギー疾患

の増加、飲酒 喫煙など 心と身体の両面に関わ

る様々な課題に苦しんでいる子どもたちが、多く

みられます。一人一人の子どもにとって  番良

い解決方法を的確に示すことができるよう、学校

職員のみならず 学校医 学校lT4科医 学校薬剤

師をはじめ、スクールカウンセラーや保護者 地

域の関係機関などと連l・ していくことが重要であ

ると考えております。

日の前にいる子どもたちが、生涯を通じて健や

かに成長することができるよう これからも支援

してまいりたいと思います。

北海道学校保健会をはじめ関係Ial関 の皆様方

の なお 層の御指導 御支援をよろしくお願い

いたします.
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平成28年度がんの教育総合支援事業
研究推進校実践報告

「がんに関して正しい知識を身に付け、生命

のかけがえのなさを自覚し、自他の健康や生

命を尊重する心情や態度を育むとともに、健

康について関心を高め、生活習慣の見直しや

改善をするきっかけとする。」

札幌市立山鼻小学校

があげられる。

今回は 「がんJに ついて正しい知識を身に付け

ることができるよう がん専門医による「児童向

け講演会」を開催するとともに、がん教育につい

ての理解7Jl深 まるよう、教職員向けの「校内研修

会」を「指導計画Jに位置llヨナた。

5 教科における指導の概要

本校では 「健康教育Jと いう広い視点から、
「命Jや「食J「健康Jに関わる教科を「指導計

画」に位置lfけ た。

理IIの学習では、「人や動物の体Jにおいて呼吸

消化 排泄 血液循環について学ぶとともに 生

命を尊重する態度を育てることを目標とした。

家庭科の学習では 「食べて元気にJにおいて栄

養バランスについての学習や調理実習を通し、健

康についての学びを深めた。また 学級活動「食
べ物と健康について知ろうJの時間を関連付けて

行うことにより 学習効果を高めることができた.

国語の学習では、「やまなしJ「イーハトーヴ
の夢Jにおいて、宮沢賢治の生き方や考え方を学
び、賢治の理想を読み取ることを通して 生きて

いることの素晴らしさに気付くように学習を進め

た。

体育科保健領城の学習では、「病気の予防Jに
おいて、文部科学省の「かん教育推進のための教

材」を使用した。本教材を活用することで 「がんJ

が身近な病気であることや 「がんJの予防につ

いて理解させることができた。「児童向け講演会J

後の授業であったため、児童のがんに対する理解
がより深まり 授業後の感想には、「がんが 身

近な病気であることが分かったJ「がんは、治る

ものもあることが分かった」など 児童なりにが

んについて理解することができた様子がうかがえ

た。

さらに、全国健康保険ll・会北海道支部による出

前授業「タバコに関する健康教室Jで  「タバコ

と健康」について学習したことによリ ー層がん

についての理解が深まったと考えられる。

道徳の学習では 「その思いを受けついでJ、 「お

母さんへの手紙Jの 2つの教材を使用 し 「生命

の尊さ」を扱った。身内にがん経験者がいるなど

の F.童に配慮し 文部科学省が作成した小学生用
の教材は使用しないこととしたが 「限りある命J

の尊さについて学び、自他の健康や生命を尊重す
る心情や態度を育むことができたと考える.

6 外部講師による講演会の概要

児童向け講演会の講師として独立行政法人国立

1 はじめに

本校では平成24年度より 歯の健康、からだ

いのち いきる 身体の健康 体力の向上、食育、

安全教育、環境教育を統合した活動を「健康教育J

として位置付け 実践を進めている.

本校で取り組んでいる「健康教育」中に「がん

の学習」を効果的に取り入れることによって、児

童が自らの「健康Jについて より自分事として

捉える機会をもち、「食生活Jや「生活習慣Jを見

直すきっかけとなるのではないかと考え研究を推

進した。

2 学校規模

本校の学級数及び児童数は 1学年 3学級81名、

2学年 3学級92名 、3学年 2学級81名、4学年 3

学級93名、5学年 2学級77名、6学年3学級99名 、

合計16学級、在籍523名 となっている.

3 健康や体力面の児童の状況

校内では、休み時間を中心にグラウンドや体育

館で体を動かす児童が多い。グラウンドに常設し

ている「 ドッジボールコートJや、サッカー 鉄

棒、ジャングルジムなどで遊ぶ姿が多く見られる。
「体カテストJでは、「持久力」が全国平均よりや

や低い傾向が見られるため 年間に 3回 「長縄大

会Jを行うなどして、体力向上の取組を推進して

いる.

4 指導計画の作成について

研究テーマや本校の「健康教育J、 関係する「教

科J及び「領域」を統合し、「指導計画Jを作成し

た。(別紙資14参照)

これまで「がんJについての学習は 体育科保

健領域「病気の予防J(第 5学年及び第6学年)で
扱ってきた。この単元のねらいは、「病気の予防に

ついて理解できるようにするJであり、具体的な

学習内容としては、「生活行動がかかわって起こる

病気の予防J「喫煙 飲酒、薬物乱用と健康」など



病院機構JL海道がんセンター院長 近藤 啓史様

に講演していただいた。講演は「がんのことをも

っと知ろう」というテーマで、 5 6年 生の児童

176名 を対象に、保護者にも参加を呼びかけ実施

した.

体育館で スライドを見ながら「がんJについ

て基礎的な知識を分かりやすくお話いただいた.

0× クイズによる児童への問いかけもあり、児童

は楽しみながら学ぶことができた.
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3 児童アンケー ト結果

授業や講演後のアンケートでは、多くの児童が、

「がんの学習」について 「重要 役に立つJと 回

答している。また、かんについての知識に関する

質問では ほとんどの項日において正答率が高か

ったが 「がんは日本人の死国の第 2位であるJの

項目については 正答率は半数であった。「がん

の治療法の選択Jや「がんになっても生活を高め

ることができるJと いう質問については、授業前

と後ではあまり差が見られなかった。

教員向けアンケー ト結果からは、「理科の体の

つくりと関連させることで 児童は興味をもって

学習することができたJと いう肯定的な感想の他

「家族にがん忠者がいる児童がいる場合など、児

童の状況に応じて選択できるよう 複数の教材が

あるとよい」「道徳の授業でがんを具体的に扱う

教材を選ぶことができなかったため 児童は
｀
自

分事
｀

として捉えることが難しかったJな どの意

見があげられた.

また 「がんについての専門的な話や、数値が

中心の話になると身近な病気としては具体性に欠

け 自分事になりにくかったJ「他の病気について

も学習する中で、一つの例としてかんを取り扱っ

ていってはどうか。なぜがんだけに特化して学習

を進めるのか 子どもの必要感につなげるのが難

しかったJと いう意見もあった,

Oがんの学習について 回答数 6年 2組 (32名 )

7 教員向けの研修会の概要

教員向けの研修会には 北海道教育大学教授

渡部 基 先
`Lに

「学校保健における『がんJの
取扱い方Jと いうテーマで

0)これまでの「がん教育」の動向

0 「がん教育Jの 日標と学習指導要領の関連

0 「がん教育Jを行う際の配慮事項

(0 外部専門家との連携

について講演をいただいた。
「かん教育Jの 日標は ①がんについて正しく

理解できるようにすること、②命の大切さについ

て考える態度を育成することであることであり、「が

ん教育Jの 目標と現行の学習指導要領かどう関連

するのか 家族にかん忠者がいる児童に対する配

慮すべき点などについて講義を受けた。

また、小学校においては 「がん教育」を各教

科 道徳等の学習日標に基づき取り扱う必要性に

ついても理解を深めることができた。

質  問 そう思う

どちう力と

テヽば

そう思う

どちうかと

ヽヽえ|まそう

思わない

そう

思わない

がんの学習は 健康

な生活を送るために

重要だ.

23 4 O 0

b

かんの学習は 健康

な生活を送るために

役に立つ.

29 2 1 0

Oがんについて

質 鉤 正 しい 膜  り

がん ま誰もがかかる可能性のある病気で

ある。
31 1

0

がんは進,す ると 今まで通りの生活が

できなくなったり 命を失ったりするこ

とがある。

32 0

がんは日本人の死因の第 2位である. 16 1

d

たばこを吸わないこと バランスよく食

事をすること 適度な運動をすることな

どによって 予防できるがんもある。

早期発見すれば がんは治りやすい 32 0

f
体の調子が良い場合は 定期||に 検診を

受けなくてもよい.

0  32



0 がんの治療法には手術治糠しかない。 0 32

h がんの痛みは我慢するしかなt 0 32
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教材を活用せず、別の教材を使用したが 「生命

の尊重Jについて 一人一人がしっかりと捉え、

考えることができた。

10 まとめ

日本人にとって、身近な「がんJについて正し

い知識をもつことは、大切なことである。また、

子どもの頃から「がんJを正しく理解し 向き合

うことができるようになることは 大変重要であ

ると研究を通して実感した。しかし 小学生にと

っては、「がん」を理解することは難しい部分も多

く、今後の研究で、小学生が理解できる範囲や

具体的に教える内容について 検討していく必要

があると感じた。

「命の大切さJについては、学校教育活動全体

を通して様々な場面で取り扱っている。「道徳J

や「教科J「健康教育Jな どとの関連付けについ

ても更に検討し 横断的 総合的に組み立てるこ

とで 児童がより自分事として学びを深める姿に

つなげていきたい。

末尾となりましたが 今L●lの取組にあたって御

指導 御助言いただいた皆様方に 深く感謝申し

Jメデます。

○がん教育に関する指導計画

平成 28年度がんの緻斉に

“

する指導計百

IIん に関 して正しい短腱を″ ●0十 七命のかけがえのなさを自■● 自億●腱燎や生命セ

“

ヨする

☆0と とt● 健康

9 研究の成果と課題

教員の中にはいまだに「がんは不治の病Jであ

るという認識の者もいたが 実際は、早期発見

早期治療で治る「がんJも 多いことを知った

医療は常に進歩することなどから 教師が最新

の知見を得ることの必要性を感じた。

児童向け講演会後のアンケート結果からも分か

る通り 病気に関する知識が乏しい小学生にとっ

て 「がんJについて十分に理解する学習内容は難

しいことが分かった。

しかし、興味をもって間くことはでき、「誰もが

『がんJに なる可能性があるJこ とや 「早く見lf

けると治すことができるものもある」ことなどに

ついては理解できていた.

「がん教育Jに関連付けて行った道徳では 今

回 授業を実施するクラスに 配慮を必要とする

児童がいたため 文部科学省が作成した小学生用

○がんについて

贅  間 そう愚う

どちらかと

いえば

そう思う

どちらかと

いえばそう

思わない

そう

思わ・●い

自分はがんにならな
0ヽ と思う.

2 8 11 11

b
将来 たばこま吸わ

ないていようと思う。
31 1 0 0

日頃から バランス

の良い食事や適度に

運動行うなど健康な

体づくりに取り組も

うと思う.

26 6 0 0

d

がん検診を受けられ

る年齢になったら 検

診を受けようと思う。

21 11 0 0

がんの治療法はいく

つかあるが 医師が

決めるものである.

4 14 10 4

イ

がんになっても生活
の質を葛めることが

できる。

3 14 14 1

g

がんになっている人

も過ごしやすい世の

中にしたい。

31 1 0 0

h

がんと健康について

ますは身近な家族か

ら語ろうと思う

21 11 O 0

家族や身近な人が健

康であってほしいと

思う.

32 1 0 0

1

長生きをするために

健康な体づくりに取

り組もうと思う。

20 3 0 0

10月

1● 月
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11,
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平成28年度 学 校 保 健 請 演 会 の 報 告

平成29年 3月 4日 に、北海道薬剤師会 北海道

学校薬斉1師会と北海道学校保健会が主催する 平

成28年度学校保健講演会を北農健保会館におい

て、薬剤師 学校薬刺師、贅護教諭、学校保健関

係者等多数の参加を得て開lLし た。

冒頭で、北海道学校薬剤師会の宮下元樹会長よ

り挨拶があり、「今日、児童 生徒を取り巻く環境

は非常に巌しく、環境面や健康面、通学路におけ

る事件 事故、自然災害等、毎年のように新しく

何かが起こっている現状があります。北海道教育

委員会が28年度に全道の子供たちにアンケート調

査を行った結果、『死や自殺について考えたこと

があるかJという問いに対して、Fあ るJと 答え

た児 it生徒と自尊感情には相関関係があったと報

告されております。また、「学校で褒められたこ

とがあるか』という問いに対しては アメリカや

中L■lな どでは80%以上の子供たちが『褒められた

ことがある』と答えたそうですが 日本では20%
程度だったそうです。

私たち二師や学校関係者、地域住民が連携を今

まで以上に深めなから、学校保健活動に邁進しな

ければならないと考えています。Jと語った。

議演題 「生活習慣・学力と睡眠教育」

講 師 東京医科大学睡眠学講座准教授

医療法人社団絹和会睡眠総合ケアクリニック

代々木カウンセラー  駒田 陽子 氏

⑤グーム、スマホなどの時間を制限する。

2、 眠りの役割

①睡眠は単に休息している状態ではない.

②睡眠中に、身体 脳 心のメンテナンスが行

われている。

③昼間に体験したことや覚えたことは睡眠中に

整理され、記憶が固定される。

④睡眠中に様々なホルモンが分泌される。

⑤気分を安定させ、強い心をつくる。

3、 小中高生の眠りの特徴

①子供は大人に比べ深い睡眠が多い

②思春期以降、昼間の眠気が強くなる。

③思春期に向けて、体内時計は夜型化し、寝不

足状態になりやすい。

①夜、スマホや電子機器を使用することで、体

内時計はより後退する.

C欧米では学校の始業時刻を遅くし、 子供の睡

眠を確保する取組が始まっている。

4、 生徒への睡眠教育をどう進めていくか

①現在の眠りの状態を把握させ、適切な睡眠を

とるためには何を工夫すればよいか、生活に

取り入れられるかを考えさせる。

②繰り返し睡眠教育をすることで 子供たちの

体力 気力 学力が向上する.

◆気をつけるべき生活習慣◆

・夜食は控える。遅い時間の食事は 21●」にわ

ける.

・眠りに入りやすい環境を整える

・布団の中でデジタル機器を使わない。

・早寝早起きで必要な睡眠時間を確保する.

・平日と七日の藤眠 リズムをずらさない。

生活習慣を整えて体内時計のリズムを保つ。

朝は日光を浴び、朝食をとる.

仮眠 昼寝をしすぎない。

・適度を運動を習慣づける。

・お風呂は早めに入る。

1、 生活習慣と学カ

良好な学業の上台となる生活習慣とは

①規則正しい就寝、起床、食事 (休 日も朝寝坊

せず、その差は1時間程度)

②平日に睡眠が確保できている。目安は小学生

で9時間以上、中高生は8時間

③平日の就寝時間が早い (lll食 をとる)

④自宅での学習時間と学力は正の相関

最後に、「眠りはすばらしい人生の扉を開ける

もの」であるとまとめられ 子供たちが充実した

生活を送れるよう指導して欲しいと述べた。

代々木カウンセラー  駒田 陽子

′′▼“
ワ

ヽ :′
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第 1 専門医健診推進事業

昭オ,36年度から 医療機関に恵まれない地域の

児童生徒の健康の保持増進を目的として、道及び

市町村が経費を負担 し児童生徒巡回診察事業を行

ってきたが 62年度から 当会が形を変えて継続

することとなり現在に至っている.

児童生徒の学校での健康診断において専門医 (眼

Tl 耳鼻咽喉科)の確保が困難な教育委員会に対

し 北海道教育委員会、北海道医師会、lL海道眼

科医会 ,L海道耳鼻咽喉科医会の協力を得て専門

F‐の紹介を行い F.童生徒の健康保持増進を図る。

専門医の確保が困難な地域の、児童生徒の健康

の増進を図る上で、この事業の担う役割は大きく

なっている。

今年度実施予定町村

(眼科健診)

江差口r 苫前町 中頓別町 枝幸町 豊富町

利尻町 利尻富士町 礼文町 幌延町 津別町

10町

第3 研究啓発事業

1 第65回北海道学校保健研究大会日高 (新ひだ力⇒

大会の開催

各関係機関と連携して主催し、第 65回 Jヒ海

道学校保健研究大会日高 (新ひだか)大会の充

実に努める.

開催日 平成29年 10月 1日 (日 )

開催地 新ひだか町

新ひだか町総合町民センター「はまなす」

2 学校歯科保腱研究会 学校保健講演会の開4L

学校保健の推進充実を図るため、北海道歯科

医師会と共催で 学校歯科保健大会を 医師会

北海道葉剤師会と共lEで講演会を開催する。

3 平成29年度全国学校保健 安全研究大会

全国学校保健中央大会への参加

開催日

平成29年 11月 16日 (本)17日 (金 )

開催地 二重県津市

二重健総合文化センター

第4 普及発展事業

1 広報活動事業

本道の学校保健の充実発展を図るため 会報

「学校保健Jを年3回 発行し 当会の活動内容

の周知及び各種学校保健活動を紹介する。

2 学校保健関係図書の紹介 斡旋、資料収集

配布事業

学校保健関係専門図書等の紹介及び斡旋並び

に学校保健資料のlFK集配布を行う.

第5 顕彰奨励事業

1 学校保健功労者表彰

今年度は昨年全国大会を開催したことにより

全道大会を 1年間体上したため、 2年分の功労

者表彰を行う。

雄武町 羅自町 以上21市町村

(耳鼻咽喉科健診)

占前
"「

1町

第2 心臓検診推進事業

児童生ltの学校での心IIt検診において、独自で

検査を実施することが困難な市町村に対し、心lla

検診を実施できるよう援助を行い 小児循環器専

門医による半1定結果を 教育委員会を通して学校

保護者に知らせるなどして、児童生徒の健康の保

持増進を図る.本道の義務教育における心IrR検 診

実施率100%の維持を保つ役割をluっ てぃる。

(児童生徒 1人当たり1,300円 )

協力機関

北海道医師会 北海道臨床衛生検査技師会、

苫小牧保健センター心電図解析センター、

北海道小児循環器研究会

実施市町村

美唄市 砂り1市 名寄市 網走市 紋別市

積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤丼川村

留寿都村 奈井江‖∫ 新十津川町 美幌町

津別町 清里町 佐呂間町 遠軽町 湧別町
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平成28年度 公壼珈動が、北海道学校保健会 収支予算 (概要)

「

ll 予算 額

II事業活動収支の部

1事業活動収入

0基本財産運用1又入

基本財断 1息瞑人

●補助金|ズ人

道資補助金収入

0事業1又 入

心臓検診資ll金収

入

受.I事業収入

受取負担

'1て

人

0雑収入

受取和111又 入

雑収入

4169
4169

2000
2000

5511
4 771

200
540

8,715

1 344

1う 0

224

100

50

1 021

476

l()

1.032

2968

40

10 1

社債 公募公債

定期預金

心臓検冨タ

2]市町村@1,300

受診見込3670人

口十保委it事 業

会報 311

普通預金

原稿料

結料手当

心臓検診事務

健康保l・ ホ1 厚生年金

保険料 労働保険ll

道学校保健研究大会

今日大会 専ri L健診

詢合

文書送料 ・ 7券

事業活動,肖耗品

会報 3回  心臓検診用

紙 道学校保健研究大

会開催要項

事務所惜 L 給合清掃

沐,

会報原稿|1筆謝金

収 入自〕紙 (委 .t契約

等)

専門医健診IT合会

功労者表彰報偵 (表

橋)

専門医饉診助成報償

医師会心臓検診■定謝

全 経費

検査:支 IJT会  委計II

都市医師会tv力 ● 振

込手数ll

苫小牧保健センター心

電図解析

-10-

②管理責支出

委.―F料 支出

結 I・li当支出

福不1厚生費支出

会議費支出

旅費交通費支出

通信運搬費支出

消耗品費文出

tl刷製本費支出

賃借ヽ支出

IE税公課支出

支払負担金支出

雑費支H:

2967
580

576
96

280

200

90

41

204

70

730

会言1事務 電 子公告委

託契約

給料手当

社会ll lF料  労働保険

ヽ他

評議員選定委員会 理

事会 評議員会 監事

監査

理事会 評議員会 監

事監査他

文書送料 電話料金等

事務用,肖祀品

ナま筒常白l刷  lp刷 コビ

ーfヽ 金

事務所備「 料 総合清

掃,
法人道民■ ■人市民

税等

日半保Ftt出 金

社会保険協会費

2事業活動文出

.lD事 業費丈出

給ホ|テ 当支出

臨時雇貨全支出

福下J厚生費支出

旅費交通費支出

通信運搬費支出

消:`品費支出

「,昴1製本賛支ハ

貨借ll支出

諸謝全文出

租税公課支出

会議費支出

報償費支出

事業活動●入

支ll納付金支出

事業活動支出計

事業活動収支差額

Ⅲ財務活動収支の部

l gI務 活動1又 人

則務活動収入制

21協活動支出

員1務活動支出言|

財務活動収支差額

Ⅳ予備資支出

11682

J控資活動収支の部

l投資活動収入

投資活動1文 人計

2,資活動文出

投資活動支出.I

投資活動収支差板

当鶏1又 支差額

前期収支差額

次期績越収支差額
支仏子致ホ1支出 1 095
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楽にあわせてきちんと磨けているかをテスターで

チェックします.5年生は学校歯科医による、参

観日の指導を実施しています。その他 1週 F・lに

1回のフッ化物洗口を実施しています.DMF1 3
ですが、入学時のプt歯 う歯率が高くて処置率は低

く、生え替わりと共に減少し 永久歯のう歯率は

低いのが特徴です。

1 はじめに

登別市立鷲別小学校は全校296名  国道36号線

沿いにある学校です。128周 年を迎え、F_史 ある

校舎から今年4月 新築の校含へと移転しました.

私が本校に着任してから7年 r・lが たち、そして

もうすぐ退職となる時期を迎えるにあたり 少し

ふり返ってみようと思います.

2 子ともたちの様子

子どもたちは明るく技拶ができ 休み時間も活

発に校庭に出て遊ぶ児童もいる反面 放課後は Il

道沿いということもあるのか公lFlで遊ぶ姿はあま

り見られず 児童館や習い事など 地域の方や大

人の中で過ごすことが多いようです.ま た子ども

たちだけでの放課後遊びで 子どもたちの中で解

決できない トラブルについて学校で解決にあたる

ことが多々あります。

健康面では う歯治療率が低く、また感染予防

の意識が低く、課題がありました。あとは前任著

が健康教育について 年間を見通して14‐立してお

りましたので、それを受け継ぎ、保体部内で検討

して、健康教育言1画 を立案し、実践をはじめまし

た.

3 取り組みの様子

lll任 からの学級指導の他に、児童に直接伝える

機会をと思い 二計測後や検査後の時F・lを利用し、

ショー トの指導項目を全学年作成しました。年間

を通して 2ヶ 月に 1度のペースで各学級での指導

ができます。学級や気になる児童の様子も把握で

き 17E康観察にも役立ちます。

【歯の指導1  5月

歯の指導は5年生以外 養護教諭が全クラス実

施します.昼の歯みがきを実施しているので、音

〔二計測後の保健指導】 8月・ 1月

8月 1ま 「朝食の大切さについてJ  l月 は「薬

物についてJ DVD視聴や説明を加えて全学年に

話をします。朝食をとってきている児童は93%で

すが 主食 喜1食 副菜 汁物とバランスよい食

事をとっている児童は少なく 入学後まもなく保

護者対象の給食試食会を実施し 栄養教諭による

講話会で「バランスのよい食事の必要性Jについ

てお話をいただいて保護者啓発を実施していまし

たが 参加者が少なく今年度は未実施となりまし

た。今後はおたよりでの啓発となります。

児童だけの問題ではなく 家庭への啓発が必要

なことは他にも多くあります.薬物乱用防止指導

についても同様です.保護者の喫煙率が65%と 高

く 受動喫煙による投害が考えられます。たばこ

アルコール 薬物について 3年ごとに指導項目を

変えて全学年実施しています。外部講師による指

導も実施しています。

【視力検査後の保健指導】 10月
視力検査後に 1～ 4年は日について 5年は

心の健康について 6年は睡眠について話をしま

す。

5年十の心の健康については保健授業の導入的

な内容で、文科省から配布される資料「わたしの

健康Jを使用しています。ハー トビーイングも取

り入れた内容です.6年生は睡眠時刻が遅くなり

がちなので 睡眠の大切さについての話をします。

【性教育】 12月
性教育については学級担任による授業を 1時間

実施しています。内容や資料については養護教諭

が用意をします。その他養護教諭による宿泊学習

|「健康教育」

|  ～日々の実践の中から～

豊別市立鷲
"1小

学校

養護教諭 古 瀬 昭 子



前の指導 (1+に 女子に関して)と 人浴体験 (3年

生対象のでヽ別洲東大,谷体験),1の指導を実施して

います 人浴についての指導をこの学年で実施で

きるので その後宿泊を伴うFi lヽ の1+に  ぶり返

りだけですみます.

【食育】

給食H標 を学期ごとに設,ヒ し、給食の身支菫

i洗い、ll′ 411“  残食 あとかたづけ マナーに

ついて ,1ll jな 内容になっています

残食については定期的にltrtl人 況を全校掲示し

バランスよく食べるようにうながします.給食‖十

間に各'F級 をまわることもあります. 3 1年′
1:

では栄 ,モ教論 (本校は人llL rな ん 1,内の栄養教

i続 による術導 21+間 のみり(lL)に よる食育を実施

しています

■洸いとともにハンカチ テ
`ッ

シュをボケ ′

卜に入れて,校するという指導に力を入れ 今年

度は,3%のりこrが ,lr持 しています 感染予防や安

I良い姿勢】

今年度運動器検i参 が始まり どんな検Frを する

の ?なぜするの
'イ

:や筋肉の役割は ?と いうldl点

でiF柱の状態や筋力についての健康教fl項 目を付

け加えました.そ の中で今年度の・r点 は 1 ltい姿

勢Jに ついて lLの 分■とすtに学校全体の精導颯

点■l日 に入れ 11」川の変容をみることにしまし

た

夫LLttI_に は 叫1 1llFtの姿勢についての
'、

り返

リシートを活用し 指導
`′

どれくらい姿勢を意i伐

崚

して授業を

,け ること

ができるか

で検i正 する

ことにしま

した

またインフルエンサを,llす るための湿度対策

として保,1,タ オルを使い卸%を キープし環境をヤ

えています

鑽 ●・つ

"本
う

'日
を 書 0「・ ″

oォol==,,,.'1''´ てく■さ| じい彗●ちこと●o,0,て わ

` 
■●●●●●●●● ' ■ |●●●

`い
 ,i,i●●●て、■  ●1,`●

`●
●●‐

♀穆麟ガ 扁

DVD ■い′勢と運動器Jを lt川 しました

IT年度+ギ t'ヽ 1:に ついて ll査 し 残itを 減らすた

めの術導の中で11についての学習をしていますの

で 「:に ついては S、 り返り 筋肉についての trを

しました.その後りtll rの 調整を教務 1支能いさ

んの力を借りて適 11に 調整をはかり 良い姿勢に

ついての意識をIIめ  学習中はIIl任 にメ
'か

けをし

ていただきました ‖測検査後に よい姿勢につ

いて話し、今校‖会II ,こ 章会で模範となるltい

全教育の パtと して効

果を「 げています

500月 以内でか混 グッズ完茂 !

上の トレーに水を入なると、 タオルをつ

たって水がバケツに入る円1、 水介がヽ■

する ′オルは 1理 lう に 1口 洗,仁 をする
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姿勢について発表し啓発をはかりました.保護者

も良い姿勢については学校評価に意見があがるほ

ど、意識が高いようです。授業中、座っている様

子を見に学級に入ると背骨をビッとのばすしぐさ

が見受けられますが、意識はするものの定着には

いたりませんでした.

今後も指導内容の工夫と継続が必要です。

4 まとめ

その他 朝の健康観察簿や欠席の電話対応から、

職員室にいる職員で全校児童の様子を確認します.

欠席児童の理由 不登校児童 教室に入れない児

童の様子など全職員協力のもと1日 が始まります.

必要に応じて適応指導委員会が開かれ 関係機関

鷲瘍
`摯

崚 凛健摯害 籠●内憲 ,`年度

とも連携をとりながら見守っている児童もいます。

保健室来室者数は年間1,500件 くらいですが

職員室対応をお願いしていることも多く、支えて

いただいて感謝しています (逆に職員室の方がよ

い場合もあります).保健室経営計画を作成し

健康課題を持つ児童について職員に周知し 特に

アレルギー対策については市内の養護教諭並びに

教育委員会と連携し、市内統一した調査 対応を

推進しています。AED エビペン講習会を開催

して緊急時における対応の確認をしています。

今後も実態をもとに 健康課題解決にむけて指

導事項を焦点化し、発達段階に応じて健康教育を

推進し 効果をみとり 改善をはかりながら 指

導の継続を行っていきたいと思います。

平成29年度より]ヒ海道学校保健会は財務基盤を

強回なものにするため 皆様方に賛HJ会員に加入

していただき 会費納入という形の寄付を集める

事にしました.

公益事業準備基金をつくり、北海道の子どもた

ちのIE康 を守るための事業に活用するものです。

対象は企業 団体 個人とし 出来るだけ継続

的な支援をお願いしたいと考えてます。

●責助会員……1口 1万円 (10年程度)

それ以外に1回のみの支援については

0特別会員 …… 1日いくらでも構いません

お問い合わせは 011-221-5240
公益財団法人北海道学校保健会事務局まで

昨年度、全国学校保健 安全研究大会を北海道

で開催したことから1年間開催を休止していまし

た北海道大会ですが、今年度は日高管内新ひだか

町にて開催いたします。

◎期日 平成29年 10月 1日 (日 )

◎場所 新ひだか町総合町民センター

(は まなすホール)

新ひだか町
=石

本町212番地

X現在建設中

【お問い合わせ】
新ひだか町教育委員会
0146-49-0088ま で
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