
合和2年塵

白石市立越酒小学校

学校保健委員会 資料
日時 ：令和2年 11月12日 （木）

15:00,.._,15:oo 

場所 ：越河小学校函書室
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学校保健全体計画

学校教育目標

コミュニケーションカを高め， 自らの生き方を考える子供の育成

めざす子ども像

しつかり聞き話す子ども 豊かな心をもつ子ども 健やかな体をもつ子ども

保健教育の目標

健康についての正しい認識を持ち，自らが積極的に

健康の保持増進に努めようとする態度と実践力を育成する。

| 
1重点努力目標 （目指す児童像）
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学校保健年間計画

主な
保健管理 保健教育

保健目標
学校行事

心身の管理 猿境管理 学校医等の活動 保健学習 保健指導

入学式・始業式 健康観察・健康相談
定期健康診断 保健調査 机・椅子の適正

健康診断 保健室の利用方法
4 ・身体計測 定期健康診断と事後措 清掃分担・指導
月

自分の体をよく知ろう ・視力検査
置， 校内巡視

健康相談 健康診断について
・聴力検査

有所見者への治療勧告 飲料水水質検査
学校へ助言・指舜 歯磨き指禅

・尿検査
・内科検診 スポーツ振奥センター加入

健康観察・健康相談

定期健康診断 定期健康診断と事後措 健康診断 定期健康診断事後指導
5 

じょうぶな体をつくろう
・心電図検査 置， 校内巡視 健康相談 熱中症の予防について

月 ・耳昴科検診 有所見者への治療勧告 飲料水水質検査 学校へ助言・指導 水泳学習事前指導
運動会 熱中症対策 飲料水水質検査

水泳学習前の保健調査

健康観祭・健康祖跛
N 

定期健康診断
定期健康診断と事後措

・歯科検診
El且.!.， 

校内巡視
健康診断

水泳学習における保健指森
6 

歯を大切にしよう ・眼科検診
有所見者への治療勧告

飲料水水質検査
健康相談

熱中症の予防について
月

1~4年社会見学
熱中症対策

プール水質検査
学校へ助言・指海

歯と口の健康について
水泳学習における健康管理 プール水質検査

プール開き
臓王合宿前保健調査 【5年】
Aゴ壬要9’!tア‘ ／ケ IィTヽ 0事故やけがの原因

健康観察・健康相談 健康相談
0学校や地域での

7 暑さに負けない 健康診断結果の通知 学校へ助言・指導
けがの防止 水泳学習における保健指導

体をつくろう
5・6年蔵王合宿 保健統計 熱中症対策 校内巡視

飲料水水質検査
0交通事故の防止 熱中症の予防について

8 
歯科保健指導 水泳学習における健J康管理 飲料水水質検査

プール水質検査
0犯罪被害の防止 宿泊学習事前指導

月 規則正しい生活をしよう
学校保健委員会 夏休み生活カードの取組 プール水質検査

歯科保健指導
0けがの手当 夏休みの過ごし方

夏季休業中の健康調べ ＼ 歯科保健指蝉
学校保健委員会準備・運営 学校保健委員会

【6年】
0病気の起こり方

大掃除週間① 0感染症の予防
フリー参観

健康観察・健康相談 健康相談
健康課題に対する指尊， 

けがを防ごう
・食に関する指森

熱中症対策
校内巡視

学校へ助言・指導
けがの予防について

月 ・薬物乱用防止教室
健康課題の分析・対策

飲料水水質検査
薬物乱用防止教室

食に関する指導
市小学校体育祭
就学時発達検査
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主な
保健管理 保健教育

保健目標
学校行事

心身の管理 環境管理 学校医等の活動 保健学習 保健指西

第1学期終業式 健康観察・健康相談

10 
第2学期始業式 身体計測

健康課題に対する指導
目を大切にしよう 秋の身体計測 視力検査と受診勧告 校内巡視 健康相談

目の健康について
月 秋の尿検査 （未受診者の再検査） 飲料水水質検査 学校へ助言・指導

視力要観察者への指導
色覚検査（希望者） 色覚検査結果の通知
学習発表会 秋休み生活カードの取組

11 健康観察・健康相談 校内巡視
健康相談 (3年】

健康課題に対する指導
好き嫌いしないで食べよう 持久走記録会 持久走記録会事前保健調査 飲料水水質検査 食と健康について

月
市残食調査 加湿器の点検

学校へ助言・指溝 0健康というたからもの 感染症の予防について
0健康によい1日の生活
0体の清潔と健康
0健康によい環境
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12 
健康観察・健康相談

校内巡視 [4年］ 健康課題に対する指舜
うがい・手洗いを 市アレルギー調査 健康相談

月 しっかりしよう 感染症対策
飲料水水質検査

学校へ助言・指導
〇大きくなってきたわたし 感染症の予防について

冬休み生活カードの取組
教室の加糧・換気 〇思春期にあらわれる変化 冬休みの過ごし方t 

〇よりよく育つための生活

健康観察・健康相談
【5年】

健康相談 0心の発達

1 かぜやインフルエンザを
感染症対策 校内巡視

学校へ助言・指導 0心と体のつながり 健康課題に対する指導

月 防-'，- スキー教室 冬季休業中の健康調べ 飲料水水質検査
空気・照度検査 0不安や悩みがあるとき 感染症の予防について

一つ 食物アレルギー追加調査 教室の加湿・換気 スキー教室事前指導
スキー教室事前保健調査 [6年】

0生活習慣病の予防

健康観察・健康相談 〇喫煙・飲酒・

感染症対策 校内巡視
健康相談

薬物乱用の害と健康 よい姿勢について
2 

よい姿勢で生活しよう -EI入学 生活習慣アンケート② 飲料水水質検査 0樽域の保健活動 感染症の予防について
月

次年度定期健康診断 教室の加湿・換気
学校へ助言・指導

アレルギーについて
日程調整

.、

耳を大切にしよう
大掃除週間②

健康観察・健康相談 校内巡視
耳の働きについて

3 
卒業式

年間の取組まとめ 飲料水水質検査 健康相談
健康生活の振り返り

月 一年間の健康生活を
修了式

中学校への引継 教室の加湿・換気 学校へ助言・指導
春休みの過ごし方

反省しよう 次年度への引継 清掃用具点検・補充
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学校保健委員会会則

白石市立越河小学校

第 1条 （名称）

本会は，白石市立越河小学校学校保健委員会と称する。

第 2条 （目的）

この会は，学校保健安全法に基づき，学校保健の推進向上を図るため児童及び学校職員

の健康管理と保健活動を円滑にし，学校教育の運営に資する。

第 3条 （委員）

この会の委員は次のとおりとする。

校長教頭教務主任保健主事養護教諭体育主任給食主任

PTA会長 PTA副会長校外環境委員長 広報教養委員長

内科校医眼科校医歯科校医耳鼻科校医学校薬剤師栄養教諭

第 4条 （役員）

この会に次の役員を置く 。

1 会長 校長があたる

2 幹事 教頭保健主事養護教諭教務主任があたる

第 5条 （任期）

委員，役員の任期は，当該年度 1年とする。

第 6条 （活動）

本会は，目的達成のため次の活動を行う。

(1) 学校保健に関する調査研究及び協議

(2) 学校保健計画の立案と実施の評価

(3) 健康診断の事後処置，特に感染症又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病

の治療についての具体的な実施計画の立案と実施及びその評価

(4) 疾病予防についての徹底した方法の考察

(5) 学習能率向上についての保健的な研究と対策

(6) 学校行事（社会見学修学旅行 運動会等）の保健安全的な推進

(7) 長期休業等校外における保健生活の具体的な推進

(8) 環境美化・ 緑化・ 清掃

(9) 精神衛生上の問題点の検討とその対策

(1 0)安全指導上の問題点の検討

(1 1)その他必要な事項

第 7条 （会期）

この会は 1学期に開催する。但 し必要が生じた場合は臨時に開く事ができる。

第 8条 （事務）

この事務は，保健主事，養護教諭が行う。
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