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健康診断ではからだに病気や異常がないかを診ます。 

早期には自覚症状が無く，症状が現れた時にはすでに進行しているという病気は少なくありません。 

症状のない病気を早期に発見するには，健康な時から定期的な健康診断を受けることが大切です。 

また，本校では体育のスクーリングがありますので，万が一の事故を未然に防ぐためにも大切です。 

 

～健康診断では次のことを検査します～ 

 
 
 

災害給付について（日本スポーツ振興センター給付金）←生徒全員加入しております。       

  

学校生活の中でけがをして受診すると，災害給付金の請求ができます。（けがをした場合は担任の先生に 

申し出てください。） 

 

 

 

 

 

 

学校感染症について 
  

学校へ登校しなければならない日（スクーリング，ホームルーム，試験等）に，下記の感染症にかかり 

（病院で診断）ましたら学校までお知らせください。出席停止になります。 

  

【請求の条件】 

  ●学校での活動中，学校行事，登下校中などの災害（熱中症等も含） 

  ●窓口での支払いが 1,500 円以上（自己負担 3 割で） 

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・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎等          

どうして受けるの？健康診断 
健康診断票・歯科検診票について 

 

健康診断をすでに受けられた方，これから受ける予定の方がいらっしゃると思います。 

健康診断は，学校保健安全法により生徒に義務付けされており，健康の保持・増進と疾病の早期発見

を目的として行われますが，本校は広域通信制高校のため，健康診断を一括して校内で実施すること

ができないことから，各自医療機関にて受けていただくことになっており，保護者及び生徒の皆さん

には，大変ご面倒をおかけしております。 

お忙しい中かとは思いますが，健康診断や歯科検診を受けていない生徒は，必ず受診をして提出期限

までに所定の健康診断票および歯科検診票を担任まで提出してください。 

 

身長・体重  
バランスよく成長しているか 

を調べます。肥満ややせすぎ 

などのスクリーニングをします。 

 

胸部レントゲン検査  

 

肺結核等の病変の有無を確認する 

ために行います。 

 

※肺結核は感染性になる可能性が 

あるため，集団生活を送る上で重 

要な検査です。   

 

尿検査   

尿にたんぱくや血液，糖などが混ざって 

ないかを調べ， 

腎臓の疾患・糖尿病・尿路の感染症 

 

の早期発見のために行います。 

 

 

視力検査 聴力検査   

学習や生活するのに十分な視力が 

あるかどうか，耳がよく聞こえて 

いるかどうかを調べます。 

 

※見えにくかったり聞こえにくかったりすることは， 

学習に集中できなかったり，運動しにくかったり， 

けがをしやすかったりと，日常生活に不便をきたします。 

また，精神状態にも影響を及ぼし，うつの原因になる 

とも言われています。 

 

 脊柱・胸かく・四肢   

背骨がねじれてわん曲していないかどうか（脊

柱側弯症）や運動不足や運動過多で起きる運動器

の障害の有無について調べます。 

 

 

 

こんな症状はないかな？ 

 

心臓検診（心電図）  

心臓の病気や異常はないかを心臓の音や 

動きを電波で調べます。 

※心疾患が発見された生徒が生涯を通じ 

て健康的な生活を送ることができるよう 

に学校でも援助していきます。 

 

※突然死を予防する 

ために行います。 

※体育スクーリング 

や体育的行事に 

参加をするためには大切な検査です。 
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新年度がスタートしてから，２ヶ

月が過ぎました。新しい環境でが

んばる日が続いてそろそろ疲れが

出る人も…通信制は，全日制と違

い，自分自身で気をつけないと，生

活リズムが乱れがちになってしま

います。 

生活リズムが乱れると，身体の不調だけでなく，気持ち

が沈んだり，イライラしたりと…心も不調になってし

まいます。みなさんは，いかがでしょうか？  

保健だよりでは，みなさんが毎日楽しく元気にそして

健やかに過ごすために，健康に関する情報などを提供

していきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

歯科検診  

▼口の中のこんなところを診ます 

むし歯 

歯周疾患 

 ・歯ぐきの炎症（歯肉炎や歯周炎）を診ます。 

炎症がひどくなると歯を支えている骨が破壊されて 

歯が抜けてしまいます。 

歯垢の付着 

 ・歯垢の付き具合をみます。歯の表面についている舌 

でさわるとザラザラしたものが歯垢。歯垢は歯周疾 

疾患の原因になります。 

顎関節症 

 ・口がきちんと開くか，口を開け 

るときに痛くないかをみます。 

噛み合わせや歯並びの異常  

 

6 月 4 日 

～10 日は 

歯と口の 

健康週間 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjU_dSgiJHaAhUBFZQKHYpNBlQQjRx6BAgAEAU&url=http://www.irasutoya.com/2014/02/blog-post_3173.html&psig=AOvVaw1fFaUaGJOggimodtPCd9_T&ust=1522396821155286
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKw8TspLnbAhVGv5QKHdvWBp8QjRx6BAgBEAU&url=http://kids.wanpug.com/illust146.html&psig=AOvVaw3JXp0dKXjtx1q_dDnijhEN&ust=1528176877443888
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB99fDwLnbAhULHpQKHQzXDz4QjRx6BAgBEAU&url=http://01.gatag.net/0008531-free-illustraition/&psig=AOvVaw378CkxPIXJmrgX1YUS8eI8&ust=1528184355065306
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZi-iwwrvbAhVGi5QKHeFsArgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.irasutoya.com/2015/09/blog-post_58.html&psig=AOvVaw0gx0QDD2Jix2LdvtyhaPE4&ust=1528253549858564


         

【請求の条件】 

  ○レポート学習中，スクーリング中，学校行事，登下校中などの災害（熱中症も含） 

  ○窓口での支払いが 1,500 円以上（自己負担 3 割で） 

 

 

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・腸管出血性大腸菌感染症・流行性角結膜炎等） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●実施期間 ：平成 29 年 10 月４日～11 月 24 日実施  

●対象者：翔洋学園高等学校直営校在籍の生徒 

●回答人数 男４３８人 女４２４人 合計８６２人 

●全国のデータは「ベネッセ教育研究所 調査研究データ

2015～2017」（高校 2 年生） 
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スマホ 大好き！ 高校生 

～生活習慣に関するアンケート調査結果より～ 

 

・本校生徒の約半数が 1日 4 時間以上，イ

ンターネット（スマホやパソコン）を利

用しています。 

・5 時間以上インターネットを利用してい

る生徒が全体の約３割います。 

・全国と比較するとインターネットを利用

している時間が長い傾向にあります。 

登校日数が少なく家にいる時間が長いと

いうことに関係しているのかと思われま

す。 

・インターネットを全く利用していない生

徒が３２人（3.6％）います。 
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全国 本校

・最も利用しているインターネット機器はスマ

ートフォンであり，約 9割の生徒が利用して

います。これは，全国とほぼ同様の傾向です。 

・全国と比較すると，パソコンの利用割合が低

く，ゲーム機の利用割合が高くなっています。 

・その他では，タブレットや iPod の機器が利用

されていました。 
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・最も利用しているインターネットの機能はラインで

あり，約 8割の生徒が利用しています。 

・音楽や動画の視聴（約 7 割），ライン以外の SNS の

利用（約 5 割），情報の検索（約 5割）の利用も多く

なっています。 

・メール利用者は少なく，友人等とのやりとりはライン

を利用していると思われます。 

・その他ではブログや作品制作，YouTube のアップ等

がありました。 

利用しているインターネットの 

機能はなんですか。（複数回答可） 
インターネットを利用する場合，利用

する機器は何ですか。（複数回答可） 

インターネット（スマホやパソコン）を利用していますか 

また，利用している人は 1日にどのくらい利用しますか 

 

昨年度，本校直営校の生徒を対象に，生活習慣

に関するアンケート調査を実施いたしました。 

  

 

 

投稿した情報は全世界に発信されます 
 

SNS 上の情報は一度発信してしまうと自分で削除

しても転送やコピーによって拡散し，完全には削除

できません。 

自分の将来や家族・友人など周囲 

の人たちへ被害が及ばないよう 

責任を持って利用しましょう。 

 

 

スマホは，電話をかける，メールをする以

外にもたくさんの機能があります。 

カメラやウォークマンを持ち歩き，連絡

は，家の電話や手紙，動画はテレビ，テレ

ビゲーム…そんな時代に育った私にとっ

ては，ボタン一つで，簡単に知りたい情報

を得ることができたり，ゲーム，音楽，

YouTube などが家以外で楽しめる，外

出先でも手軽に電話やメールができる，

外出先の素敵な景色やおいしい食べ物も

すぐに写真に残せる等…スマホは夢の宝

箱のような存在です。 

しかし，スマホ（インターネット等）には，

リスクもたくさんあります。 

SNS上の情報は， 

正しいものばかりではありません 

 

情報があやしいと思った場合は，その情報に関すること

をインターネットで検索し確認したり，組織・機関や個

人に確認をとることが重要です。 

誤った情報を投稿したり， 

拡散したりしないように 

注意しましょう。 

 

IDやパスワードをしっかり管理しましょう 
 

ID やパスワードを他者に知られると，アカウントの不正

使用による「なりすまし」などの被害にあう危険性が 

    高まります。 

悪用されないよう，定期的に 

パスワードを更新するなど， 

セキュリティを意識しましょう。 

 

個人情報やプライベート 

の情報の書き込みはやめましょう。 
 

SNS上に，住所や電話番号，ライン

ID などを掲載するのは絶対にやめま

しょう。 

また，個人を特定できるような内容

の投稿は控えましょう。嫌がらせや犯罪に巻き込ま

れる危険性が高まります。Twitter 等での「実名」の

登録，発信にもリスクが伴いますので，慎重に行って

ください。 

 

トラブルに巻き

込まれないよう

自分自身を 

守りましょう 

スマホ（インターネット）は便利な反面危険なこともたくさんあります 

Twitter で悪口のアカウント

を作られて毎日更新された 

動画の再生ボタンを押したら料金を

請求してくるサイトに移動した SNS で見知らぬ人とけんかになった 

迷惑メールがたくさんくる 

住所，名前，学校名，顔写真を拡散された 

 

なりすまし

にあった 

仲間外れ（ゲー

ム）にされ精神

的に傷ついた 

架空請求

された 

誹謗中傷

された 

SNS のアカウン

トが乗っ取られた 

既読スルーをす

ると怒られる 
ラインのメールで知らな

い人から高額請求された 

ワンクリック詐欺にあった 

インターネットで嫌な思いをした本校生徒の体験談です ～生活習慣に関するアンケート調査より～ 

スマホ依存症になると… 

様々な健康障害がおこります 
姿勢の悪さから 

肩こり・血行不良・頭痛・胃痛 

ストレートネック 

画面からでるブルーライトの影響で

視力低下・不眠症 

リアルなコミュニケーションを阻害 

人間関係の悪化 

ひどくなると 

 うつ病，パニック障害，自律神経失調症 

 

 
 

※問題が発生したら，速やかに対応することが大切です。警察等の相談窓口でも相談できます。 

％ 

％ 
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