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日に日に暖か <な り、春 の訪れ を感 じられ るよ うにな りま したね。
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「何 も しないのに、良い報いを期待 し
「 春植 えざれば秋実 らず」という春の ことわざがあ ります。
てはいけない」 という意味です。何事も準備が大切。
」という言葉もあります。春休み には、身
「準備 8害 」
の回 りの整理や健康状態の確認を しておきま しょう。
新学年 に向けて、早めの準備が未来の自分を助けて
<れ るかも しれませんよ。
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今年度保健室に来た人は全校で 773人 でした。(H30年 3月 9日 現在)
内科的症状での来室は 550人 で一番多か つたのは堅 で した。外科的症状での来室は
223人 で一番多かつた怪我は難 でした。
昨年度の保健室来室者数の 945人 とLヒ ベると、9年 は 172人 も少なくなり、みなさんがより
元気に学校生活を送れているのは喜ばしいことです。
そんな中で、みなさんの体調不良の原因の 1つ が睡眠不足だと感 じています。 1日 はみんなに平
等に 24時 間、自分の身体はそれぞれに 1つ だけです。何度も書いていますが、勉強や部活、その
他の活動をがんばれるのも健康な心身があつてこそです。睡眠不足が大きな怪我につながることも
あります。疲れを翌 日・ 翌週に持ち越してしまつている人は、故課後や土日の時間の使い方を見直
し、休養・ 睡眠の時FoOは しうかりと確保しましょう。

具合が悪くなつて来た人

773人

550人
ケガを して来た人

ば会話が腱きとれる」など様々です。
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3月 24日 は世界結核デ ーです。細菌学者 □
ベル ト
・コッホが 1882年 に結核菌の発見を発

表 した日にちなみ、1997年 の世界保健総会で
制定されたもので、世界各地で結核の啓発活動
が行われます。

結 校 ってこんな病 気 ??
結核は、結核菌の感染 によ って、肺な どの炎
症を起 こす病気です。感染 しても鰤ず発病する
わけではありませんが、免疫力が低下 した時に
発病することがあ ります。最初は風邪と良 <似
た症状なので気づかないこともあ ります。

治療・通院勝春休みが子ャンスrr
!

そ して、受診が済んだ人は受診結果を保健室まで提出 してください。

4月 になるとまた健康診断がは じまります。黒板が見えづらい、眼鏡や コン
タク トが含 っていないなど自党のある人も春休みの間に受診 し、新学期か らは
自分の視力に合 った眼鏡や コンタク トを使用できるように しておきま しょう。
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教育相談について

人

□らせ」がそのままにな つていません
B乍 年の春 に健康診断の後にもらつた「治療のお矢
か ?ク リアフ アイルや ノー トの間から…机の奥から…出てきた りしませんか ?
治療や検査が終わ つていない人は、春休みの間にすませておきま しょう
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今年度の保健室利用状況

十年間の来筆者数

穣党 困難のある人とい0て も「片
蝙聰鷲に翻難のある人と脳会光 ら耳だけが簡こえる」 購 をつけれ
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日本では、年間 2万 人近くの新登録結核患者
があり、約 2千 人が亡くな っていることから、
世界的には結核の「 中まん延国」 といわれてい
ます。低まん延国である G7諸 国の 2015年 罹
患率 (人 □ 10万 人あたりの新登録結核患者数)
の米 2.8、 仏 7.0、 独 70、 英 9.0、 伊 5.8、
加 4.6に 比べて、日本は 13.9、 神戸市は 18.6
(2016年 罹患率)と 高い状態です。昔の病気
とあなどらず、注意が必要なのです。

今年度のキ ャンパスカウンセリングは終了 し、
次回は新学期 にな ります。
4月 以降の予定は、新学期が始ま ってからお
たよりで案内 します。 4月 のほけんだよりにも
掲載 します。
スカウンセラ ーの
本校では今年度もキ ャンノヽ
田渕富美先生にきていただいて 27回 のキ ャン
パスカウンセ リングを実施 しま した。
今年度は生徒 18名・ 保護者 32名 (延 べ人
数 )が キ ャンパスカウンセリングを利用 してい
ます。
反達や先生にはち ょっと話 しづらいけど誰か
に聞いてほ しい時、 自分自身の不調に困つてい
る時、専門的なア ドバイスが欲 しい時、進路に
ついての相談など、誰でも、気軽 に、申 し込ん
でください。もちろん、相談内容や個人情報、
秘密は厳守されます。
「 カウンセ リング」なんて敷居 が高い…と思
わずに、体調の確認 に保健室に熱を測 りに来る
くらいの気持ちで、必要な時にはぜひ。

