
学校保健安全計画学校保健安全計画学校保健安全計画学校保健安全計画
目標 やさしく、かしこく、たくましく生きる児童の育成

～ 健康的な生活習慣の定着と自己肯定感を育む保健指導を目指して～

月 ４ ５ ６ ７ ８ ９

定期健康診断 大掃除 身体測定 プール納め

入学式 交通安全教室 歯と口の衛生 宿泊学習 鼻の日 学習発表会行 事

運動会 避難訓練 地震 習慣 防犯教室 修学旅行（ ）

ダンシング教室 プール掃除

外で遊ぼう 歯を大切に 夏を健康に 規則正しい生活 早寝早起き目 標 自分の体を知ろう

健康観察の開始 心電図・貧血検 眼科検診 健康観察の強化 疾病異常の治療 成長の確認と保

保健調査・身体 査・歯科検診 内科検診 傷病調査 状況調査 家庭通知保 健

視力測定・尿・ 事後措置 事後措置 健康相談 夏休みの健康調健 管

寄生虫検査 窓の開閉 健康手帳の配布 査計 理

血圧・聴力検査画

健康診断の意味 早ね早おき朝ご ブラッシンｸﾞ 水泳の事前指導 規則正しい生活 運動と健康管保

と受け方 給食 はんチェックカ 個人指導 夏休みの生活 ラジオ体操 理健

時の歯みがき指 ードの開始 梅雨時の健康 熱中症の予防 登下校の安全 掃除指導指

導 基本的生活 身だしなみと体 ４年初潮指導 夏休みの日課表 夏休みの生活の導

習慣の形成 の清潔 食前の手洗い おやつの指導 反省

食後の歯みがき

歯の保健指導開 性の学習計画作 ５年身体の発育 ４年よりよく成 ４年体の変化 ５年学

始 成 と心の発達 長するための生 けがの防止習

６年生命誕生 ６年病気の予防 活 １年性被害の 防煙学習

エイズの予防 防止 ２年わた ６年心と体の

したちの体 成長

遊具や通学路の 廊下の歩行 雨天時の登下校 プール管理 校内外の危険箇 校舎の清潔と安

点検 水質検査 プールの衛生管 水飲み場トイレ 所の点検 美化全 安 机いすの適

置 掃除用 水飲み場・トイ 理 の衛生 掃除用具の点検 水質検査計 全 正配

具の点検 月例 レの衛生 危険箇所の確認 帰宅後の遊び画 管

安全点検開始 場の確認理

登下校の安全 自転車の乗り方 雨天時の登下校 水泳時の安全 水の事故防止 遊びの安全安

遊具の使い方 と歩行時の安全 の安全 夏休みの安全全

掃除の仕方 地震時の避難 水の事故防止 花火の安全 プ指

廊下の歩行 階段の安全 ール使用の約束導

年間計画案の作 ＰＴＡ参観日組 学

成 神岡地区養教部織 校
会活 保

動 健
と 員
会

１０ １１ １２ １ ２ ３

視力測定 防犯教室 大掃除 身体測定 薬物乱用防止学 大掃除

避難訓練 バイキング給食 肝油販売 スキー教室 習 耳の日

就学時健康診断 閉校式 卒業式

目を大切に 寒さに負けない体 換気をしよう 予防 みんな仲良く 健康生活の反省風邪

視力測定 健康観察の強化 むし歯治療の促 冬休みの健康調 健康相談 次年度健康診断

モアレ写真 進 査 卒業おめでとう の計画立案と諸

（脊柱検査） インフルエンザ 身体測定 ６年間の成長の 準備

予防接種の勧め 記録作成配布 ６年健康手帳配

布

目の健康・愛護 かぜの予防 ３年性の学習 冬休みの生活の 衣服調節 健康生活の反省

正しい姿勢 かぜを予防する食 うがいの励行と 反省 １・２年性の学 早寝早起き朝ご

早ね早おき朝ごは べ物 換気の指導 成長の確認 習 はん優良実践者

ん優良実践者の表 冬休みの健康生 規則正しい生活 の表彰とまとめ

彰 修学旅行の 活の計画 春休みの生活指保

導健指導

６年性被害の防止 ３年毎日の生活の ３年体の清潔と ６年健康な生活 薬物乱用防止学

仕方 ２年性被害 生活環境 ５年 １年お母さんあ 習

の防止 月経射精をむか りがとう ３年 ３年私の誕生

えるために 大きくなる体

照明器具の点検 教室の室温調べ 加湿器の設置 教室の室温湿度 室内の暮らし方 大掃除

照度検査 暖房器具の整備点 教室の室温湿度 調べ 換気 校内環境整備

検 調べ 空気検査 加湿器の回収と

欄間の開放 キーの安全点 点検整備ス

検

登下校の交通安全 教室内の過ごし方 降雪時の安全指 スキーの安全 降雪、凍結時の 春休みの安全指

火事の避難の仕方 や遊び方の工夫 導・避難経路の 教室の換気の仕 事故防止 導

降雪時の登下校 確認 方と室温

不審者への対応 雪道の安全指導

学校保健委員会 神宮寺・北神小合 引き継ぎ書類 引き継ぎ

計画 神宮寺小学 同学校保健委員会 申し送り事項の

整理校と連絡調整


