
4月からの保健室について 

 

4 月より図書館 1 階に移転（改修）し開室し、真新しい保健室で学生の皆さんの利用を歓

迎しています。 

 

ただし、新型コロナウィルスの影響も心配しています。症状がある学生は保健室入室時にイ

ンターホンを押してください。看護師が出迎え対応します。 

皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

保健室からのお願い ～新型コロナウィルスに負けないように～ 

 

学校再開に当たりこれまで以上に感染症予防対策をとってください。 

また、皆さんがウィルスに対する抵抗力をつけるために保健室から以下のことをお願いし

ます。 

 

１、不規則な生活をしない。（活動と休息のバランスをととのえてください） 

２、睡眠時間をしっかりとる。 

３、食事をきちんととる。 

４、朝夕はまだ冷える日もありますが日中は気温が上がってきています。体温調整のしや

すい服装を心掛け、体を冷やさないように気をつけて下さい。 

 

流水・石鹸による手洗いをこまめに行いウィルスに負けないように心がけてください。 

※清潔なハンカチを常に携帯するようにしましょう。 

 

不要不出の外出は極力避け、特に人込みには近寄らないよう意識して下さい。 

 

 

 



保健室からのお知らせ ～日本脳炎予防接種の特例措置について～  

  

周防大島町より令和 2 年度（令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月）に 18 歳になる学生（周

防大島町に住所がある寮生）を対象に日本脳炎予防接種の特例措置のご案内がきていま

す。  

  

寮務係より該当学生には関係文書を配布していますので保護者の方はお子様にご確認いた

だきますようおねがいいたします。  

  

ご不明な点は周防大島町健康増進課 健康づくり班 TEL 0820-73-5504 までお問い合

わせください。  

  

参考サイト（外部ページに移動します）  

 

https://www.town.suo-oshima.lg.jp/kenkouzoushin/yobosesshu_20130809_1.html


保健室だより 
                                                            令和２年４月号 

                                                       保健室看護師  稗田＊重本                                                               

新入生の皆さんご入学おめでとうございます。 

今は期待や不安、いろんな想いで胸がいっぱいのことと思います。 

皆さんにとって大島商船での学校生活が楽しいものになりますように。 

 

今日は、各種健診についてお知らせします。 

 

＊健康診断＊ 

5 月 8 日（金） 
 

１年生が受ける検診内容は・・・ 

身長体重、 視力、 聴力、 色覚検査（Ｓ科およびＭ・Ｉ希望者）、心電図検査 

内科検診、  尿検査、  胸部レントゲン です。 

※検尿の取り方は別紙（後日配布）で説明しますのでよく読んでください。 

※体操服で実施しますので、体操服に着替えて集合してください。  

※眼鏡を使用している学生は、必ず持参してください。              注意事項 

※体育館シューズは不要です。 

※当日は担任もしくは授業担当の先生の指示に従って行動して下さい。               

 

歯科検診 （４月～６月中に実施） 

日程については後日ご連絡します。※午後に実施します。昼食後の歯磨きを忘れないようにして下さい 

保健室について 

本校保健室は、２名の看護師が在室しています。 

体調不良や怪我だけでなく、相談等にも対応していますのでいつでも気軽に立ち寄ってみてくださいね。  

相談がなくてもお話ししに来てくれると嬉しいです。みなさんの学校生活が楽しいものになるよう陰ながらサポート 

したいと思っています。よろしくお願いします。 

 

 



保健室だより 
                                                                令和２年４月号 

みなさん、春休は楽しい時間を過ごせましたか？                                     保健室看護師 

新学期が始まりましたが、生活のリズムは整いましたか？                                  稗田＊重本 

新型コロナウィルスに負けないカラダづくりに励みましょう。 

本日は健康診断についてお知らせします 

  

今年度の健康診断は・・・ 

5月 8日（金） です。 
 

昨年同様、１日ですべての健診を実施することになります。全学生、体操服で実施しますので、体操服に着替えて集合してく

ださい。 ※当日の動き等につきましては、後日詳細をお知らせします。※今年度は健診時間以外は授業が実施されます！ 

（健診内容） 〇が付いている項目を受診します。 

学年 
身長体重 

測定 
視力 検尿 

内科

検診 
色覚検査 

聴力 

検査 

胸部 

レントゲン 

心電図

検査 
採血 

腹囲測定 

肺活量 

血圧測定 

２年 〇 〇 〇 〇 
 

 

 

 

 

 
 

〇 

※Ｓのみ 
 

３年 〇 〇 〇 〇 
〇 

※Ｓのみ 

〇 

※Ｓのみ 

〇 

※Ｓのみ 
  

〇 

※Ｓのみ 

４年 〇 〇 〇 〇 
〇 

※Ｓのみ 

〇 

※Ｓのみ 

〇 

※Ｓのみ 
  

〇 

※Ｓのみ 

５年 〇 〇 〇 〇 
〇 

※Ｓのみ 

〇 

※Ｓのみ 
〇   

〇 

※Ｓのみ 

専攻科 〇 〇 〇 〇 
〇 

※Ｋのみ 
〇 〇    

新留学生 〇 〇 〇 〇 
〇 

※Ｓのみ 
〇 〇 〇   

※健康診断はこの日１日のみです。未受診の場合の措置はありませんので、必ず健診を 

受けて下さい！   

受診結果は進学、就職等の必要書類（健康診断書）、 

商船学科の航海訓練実習書類への記入等に必要になりますので、 

忘れずに受診して下さい。また未受診の場合は各自で医療機関へ         今年度は保健室の場所が 

行き自費で受診し、結果を提出してもらうようになりますので注意し          移転します。 

て下さい！！  （※自費の場合１万円近くかかる事があります）           図書館１階、入り口右手側です 



保健室からのお知らせ 

～令和 2年度各種健康診断延期について～ 

 

5 月に実施予定の健康診断及び歯科健診ですが、新型コロナウィルス感染症対

策のための自宅待機期間になっていますので延期します。実施日につきましては

改めてお知らせします。 



保健室だより  令和２年６月号 

                                     大島商船高等専門学校保健室 

                                               看護師 稗田＊重本 

 

新型コロナの影響で遠隔授業となり、静かな校内に寂しさを感じながらも、みんな元気にしているかなぁと気になりながら出勤

する毎日です。 

新入生の皆さんは高専生の実感を持てないまま遠隔授業となり、中学時代に思い描いていた高専生活とは違う現状に戸惑って

いるのではないでしょうか？ 

２年生以上の学生のみなさんも今までに体験したことのないことばかりで、単位のこと、成績のこと、学校行事のこと、就活

のこと等々、不安なことは多くあると思います。 

この様な普段と異なる状況の時には、規則正しい生活、適度な運動が心身の健康を保つために非常に大切になってきます。 

今回は、生活リズムを整える目的とメリットについてお話しします 

 

 

 

生活リズムと体内時計 

生活リズムと切り離せないのが、体内時計です。人間は体内時計が動くことで、睡眠や血圧、ホルモン分泌などがコントロール

（自律神経が調整）されています。 

 

 

 

体内時計には、脳にある「中枢時計」と、 

                               全身の細胞にある「末梢時計」の２種類が 

                                    あります。 

 

 

 

 

 

 

 

生活リズムが乱れる原因とは？ 

①夜型になっている 

体内時計では基本的に夜は寝ることとなっています。夜遅くまで活動することは生活リズムが乱れる大きな要因となります。 

②運動不足になっている 

運動不足によりホルモンバランスが乱れやすくなり、結果的に夜眠れなくなってしまったり、朝起きれなくなってしまいます。

すると体内時計は乱れ、どんどん生活リズムは崩れます。 

③ストレスが溜まっている 

ストレスを多く溜めてしまうと自律神経が乱されてしまいます。すると、覚醒状態が続いて睡眠に大きな影響が出てくることも

少なくありません。 

 



生活リズムを整えるメリット！！ 

①ホルモンバランスが整う 

ホルモンバランスは体調や精神を安定させるのに非常に大きな役割を果たしています。心身共に健康を維持するためにはホルモ

ンバランスを整えておく必要があるのです。 

②代謝がアップする 

代謝が上がると、ちょっとした動きでも効率的にエネルギーを消費できるようになります。 

③自然と目覚められるようになる 

生活リズムが整うと朝自然とすっきり起きられるようになります。毎日同じサイクルを繰り返していると体が自然とそのリズム

を覚えてきます。 

人間は、朝目覚めてから体内時計がリセットされた後、14～16 時間後にホルモンの分泌によって、眠くなるのが自然な姿です。 

④肌の調子が良くなる 

細胞修復に欠かせない睡眠はしっかり取ってこそ、肌の調子を整えることに繋がります。 

⑤免疫力がアップする 

体内の代謝がアップして効率的に働いていると免疫力はアップします。生活リズムが整うことで体はより効率的に１日のエネル

ギーを配分することができ、より健康な体を作ることができ免疫力アップに繋がります。 

 

生活リズムを整えるポイント！！ 

①起床時間と就寝時間はある程度決めておく 

毎日の生活サイクルをある程度一定にしておく必要があります。どうしても寝たいと思う時でも、いつもの睡眠を１時間程度伸

ばすくらいがちょうどいいのです。早寝早起きを意識するよりも早起き早寝を意識することがコツ！ 

②朝陽はしっかりと浴びる 

体内時計をリセットするのに１番有効な方法は朝陽を浴びることです。朝陽を浴びると体内時計が早い段階でリセットされま

す。また朝陽によりセロトニンが多く分泌されるようになり幸福感も感じられるようになります。 

③食事の時間は一定にする 

就寝起床と同様に食事の摂取時間もある程度一定にしていきましょう。食事時間を一定にすることにより末梢時計を整えること

ができ、中枢時計も整えることに繋がってくるのです。 

ちなみに、夕食は寝る３時間前までには済ませておくのがベスト！！ 

④睡眠前にはスマホやパソコン、TV などブルーライトを発生するものを見ることは控える 

ブルーライトを浴びると脳は昼間と勘違いして寝付きが悪くなったり生活リズムが狂ったり、さらに自律神経などにも影響を与

えてしまう可能性があるのです。 

 

生活リズムを上手に整える方法は？ 

＊アプリを活用する 

なかなか自分で管理出来ない人はアプリを使うと便利です。アプリもいろいろありますが、毎日の生活リズムをアラームで教え

てくれるものも多くなっています。起床時間のみでなく、食事、お風呂まで管理してくれたりします。 

＊リマインダーを使う 

リマインダーで１日のサイクルを常に見られる様にしたり、アラームを設定しておけば便利です。 

 

継続のポイント 

きっちり決め過ぎて、頑張り過ぎないこと！！ 

きっちりしすぎるとそれがストレスになってしまうこともあります。 

まずは、時間はあくまでも目安として、基本的な生活スタイル（朝起きて、夜は寝る、食事は３食食べる）を継続していきまし

ょう。 

生活リズムを整え、心身ともに健康な毎日を送ってくださいね 



保健室便り              令和 2年 7月号 

大島商船高等専門学校保健室看護師 

稗田＊重本 

 

 梅雨も明け夏本番という時期になりましたが、皆さんは元気に過ごせていますか。保健室では登校日に会えた

学生の皆さんとはお話しすることができとても嬉しかったです。その一方で、しばらく会えていない学生の皆さ

んのことを思い浮かべながら「どうしているかな？」「体調崩していないかな？」「寂しい思いをしてないかな？」

と心配もしています。 

 8 月には夏季休業に入ります。そこで皆さんに今お伝えしたいことをこの保健室便りにまとめました。 

 

 

 

１．今年度の性教育について 

本校では毎年 1年生を対象に性教育講演を開催しています。今年度は新型コロナ感染症の影響で、例年通り

の方法での性教育講演（集合での研修）が難しくなってきています。そこで今年度は保健体育の授業とタイ

アップして保健体育の遠隔授業の一部として性教育についての内容を入れてもらうこととなりました。学生

の皆さんから普段受けている性についての相談内容をもとに私たちが見てほしいと思う動画を選びました。

ぜひ視聴して感想を教えてください。また、動画を視聴してさらに質問したいことなどがありましたら保健

室看護師や体育の先生に尋ねて下さいね。性のことを語り合い、正確な情報を得て確かな知識のもと判断・

行動できるようになってほしいと願います。 

 

２．個人で取り組むべき感染症対策について 

夏季休業に入りアルバイトやイベントへの参加、旅行や帰省による人の往来など感染のリスクが高まるかも

しれません。また、9 月には対面授業の再開も控えていますので一人一人が取り組むべき感染症対策につい

ていまいちど確認をしておいてほしいと思います。 

参考URL 厚生労働省「新しい生活様式」の実践例 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

対面授業の再開に向けて、個人レベルでの感染症対策を習慣化してもらうようお願いします。 

 

３．夏季休業中の相談について  

夏季休業中も保健室では 8 月 12 日～14 日の一斉休業期間を除いて平日は通常通り看護師が在室していま

す。学生や保護者の皆さんからの相談や連絡も受け付けていますので、困ったことや心配なことなどありま

したら下記に電話やメールで連絡してください。困ったことがなくてもなんとなく話したいという電話も大

歓迎です。 

 保健室電話 0820-74-5477  メールアドレス hoken@oshima-k.ac.jp 

 

今年の夏季休業は“夏休み”という実感もわかないかもしれませんが、学生の皆さんがそれぞれ充実した日々

が過ごせるよう、そして 9月には元気に登校してくるのを楽しみにしています。 

 

 

 



保健室便り（学生相談室タイアップ特別版）        令和 2 年 8 月号 

大島商船高等専門学校保健室看護師 
稗田・重本 

 
夏休みとなり学生の皆さんはどのように過ごしていますか。5 年生は遠隔授業の前倒しがあったりその他の学

生も課題を抱えていたりして気持ちが沈むこともあるかもしれません。また、今年は新型コロナウィルス感染症
の影響もあり例年のように盛大に心弾むようなイベントなどへの参加もできず気分転換やストレス発散もでき
にくいのではないかと心配しています。そこで今回の保健室便りでは学生相談室とタイアップしてストレス発散
ができなかったり気分が沈んだりした時の対処についてお伝えしたいと思います。 
 

 こころが落ち込んだ時のネガティブなループから抜け出すことが大切！！ 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 誰に相談するか？？ 

 おそらく皆さんはクラスメートや地元の友達、家族、SNS、学校教職員などに相談することが多いのではない
でしょうか。なかでもとくに友達に SNS などで相談や発信することが多いのかもしれません。つまり友達に相
談したりされたりという関係があることになります。そのような中で解決できる問題もあれば解決できない問題
もあると思います。また、友達から自傷行為や命にかかわるような相談を受けた場合（もしくは知人がそのよう
な発信をしている場合）どう対応していいか戸惑うこともあると思います。とくに自傷行為や命に係わる相談は
友達や知人の SOS のサインでもあります。皆さんが SOS に最も早く気づける機会が多いのです。 
 

友達や知人の SOS を信頼できる大人に伝えてほしい！ 

 人はつらいときに自分ではっきりと SOS が出せないこともあります。周囲の人の SOS に気づいたときには皆
さんが代わりにその SOS を信頼できる（守ってくれる）大人に知らせてほしいのです。 
 守ってくれる大人とは？・・・家族、学校の教職員、保健室、電話相談（※電話相談については後で説明します）、等。 
 

 命について話すことは悪いことではない！だけど・・・ 

 皆さんは小中学校の義務教育を終了し今は高専で自立に向けて成長している大切な時期です。周囲の環境や自
分の考え方、家族との関係性、異性との関係性、そして自立に向けた現実的な将来など様々なことが変化してい
く時期です。そのような時に生きることについて改めて考えることもあると思います。命について話すことはと

左図を見て下さい。皆さんは嫌なことや悲しいこ
と、辛いことや怒られるようなことが生じた場合
に自信を無くしたり、落ち込んだり、なんで自分
が？と考えたりして元気がなくなるいわゆるネガ
ティブなループ（青色枠＆黄色い矢印のループ）に
はまってしまうことはないですか。そのような時
に遊んだり、趣味に没頭したりすること（桃色枠＆
桃色矢印に進むこと）でネガティブなループから
抜け出し元気を取り戻すことができます。また意
識的に楽しいことに取り組めなくても誰かに相談
することもネガティブなループから抜け出す方法
のひとつです。つまり今の自分の辛さ＝こころの
SOS を発信することもネガティブなループから抜
け出す方法です。 

いやなこと 

悲しいこと 

つらい 
こわい 

怒られる 

なんで？ 
また？ 

自分がダメ
だから 

元気が出ない 
もうダメだ 

遊ぶ 

好きなこと 
相談・発散 

忘れて元気回復 



ても良いことだと思います。話すことで 「生きること」について真剣に向き合い考え、より充実した日々が送れ
るようになるからです。ただ一方で否定的にとらえてしまった場合にネガティブループから抜け出せなくなるリ
スクもあります。とくに同世代の人と話している場合に、思想が偏り否定的な方向性にエスカレートするリスク
があります。最悪の場合には誰かの命を守れなくなってしまうかもしれません。

誰にでも心が苦しいときはある。だけど・・・ 

 どんなに苦しくても必ず終わりがあります。とくにこれから自立して大きな環境の変化を迎える学生の皆さん
は今の苦しさが終わるときがあります。そして今よりも楽しい未来（例えば自分の責任で自由に行動できたり、
経済的に自立できたり・・・その他たくさん・・・）が待っています。 

みんなで“今”を乗り越えましょう。みんなでお互いの命を守りましょう。 

今つらいひとは誰かに相談しましょう。そして相談を受けたひとは信頼できる大人につなげて下さい！ 
その大人として保健室や学生相談室を選んでくれた時には秘密は絶対に守ります！！ 

身近な大人に相談することができない場合に相談できるところもあります。 
学校外の電話相談窓口 （山口県内を主に載せていますが各県にも同様の窓口が複数あると思います） 

学校外のメールや SNS での相談窓口 
窓口名 参考 URL 

生きづらびっと https://yorisoi-chat.jp/ 
こころのほっとチャット https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html 
ネットでつながるチャイルドライン（18 歳まで） https://childline.or.jp/chat 
10 代 20 代の女の子のための女性による支援 https://bondproject.jp/ 

もちろん保健室や学生相談室でも皆さんからの連絡をお待ちしています。 
TEL：0820-74-5477 （保健室 学生相談室窓口）（平日８：30～17：00） 
e-mail ：hoken@oshima-k.ac.jp（保健室） soudan@oshima-k.ac.jp（学生相談室）

皆さんなりに楽しめる夏であると良いなと願っています。 

連絡先 電話番号 対応日時等 
24 時間子供 SOS ダイヤル（全国） 0120-0-78310 毎日 24 時間 
自殺予防いのちの電話（全国） 0120-783-556 毎月 10 日 8：00～翌 8：00 

いのちの情報ダイヤル“絆”（山口県） 083-902-2679 
火・金（祝日、年末年始を除く） 
9：00～11：30、13：00～16：30 

ヤングテレホン・やまぐち 083-925-5150 平日 8：30～17：15（祝祭日、年末年始は除く） 
山口いのちの電話 083622-4343 毎日 16：30～22：30 

こころの健康電話相談（山口） 083-901-1556
月～金（祝日、年末年始を除く） 
9：00～11：30、13：00～16：30 

KOSEN 健康相談室 0800-000-2228 

毎日 24 時間メール相談もあり 
https://seap.workway.co.jp/kosen/ 
＊利用には、ID・パスワードが必要です。学生・教職員に配布し
ている利用者カードを確認いただくか、学校にお問い合わせ下さ
い。相談内容や氏名等の個人情報は、個人情報保護法等の法令に
定めのある場合を除き、第三者（学校を含む）に提供されません。 

虐待対応ダイヤル（全国） 189 毎日 24 時間 虐待が疑われる場合 

https://yorisoi-chat.jp/
https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html
https://childline.or.jp/chat
https://bondproject.jp/
mailto:hoken@oshima-k.ac.jp
mailto:soudan@oshima-k.ac.jp
https://seap.workway.co.jp/kosen/


保健室便り 
            令和 2年 11月号 

大島商船高等専門学校 保健室 

 

 学校の対面授業が始まり 3か月が過ぎようとしています。学校生活や友達との再会を喜び、うれしく思ったの

もつかの間で、前期期末試験を終えたと思ったら、（気が付けば後期中間試験も控え）追われるように時が過ぎて

行っているのではないでしょうか。疲労が大きくなっているのではと心配しています。疲労がたまると免疫力も

下がります、そこで、今月はこれから要注意の感染症についてお知らせしたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウィルスやインフルエンザウィルスに感染しない・させないために 

１． 手洗い・手指消毒をこまめにする 

２． マスクを装着する 

３． ソーシャルディスタンスをとる 

４． 3 密を避ける 

５． 免疫力をあげる（詳細は次頁へ） 

６． 体調が悪い時には外出・登校しない 

 

通学生で疑わしい（症状がある）場合には 

〇登校せずにかかりつけ医に電話連絡し受診 または 受診・相談センター に電話相談する。 

少なくとも以下の症状があるときはすぐに、かかりつけ医、または受診・相談センター（083-902-2510）に 

連絡してください。 

 ☑息苦しさ（呼吸困難）強いだるさ（倦怠感）、高熱の強い症状のいずれかがある場合 

 ☑重症化しやすい人※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 

 ☑上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が 4日以上続く場合 

 ※重症化しやすい人とは、高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患などの基礎疾患がある方や透析を受けている人、免疫抑制剤や
抗がん剤を用いている人 

 

寮生で疑わしい（症状がある）場合には 

〇寮務係または当直教員に電話で申し出る。その後は指示に従って行動してください。 

 

学生自身または同居家族（もしくは近親者）が濃厚接触者となった場合 

〇登校せずに学校に電話連絡をしてください。 

 

上記の理由で学校を欠席した場合 

新型コロナウィルス感染が疑わしい風邪症状などで欠席した場合は公欠（出席停止）となります。その場合は後

日出席したときに所定の手続きを学生課でしてください。（詳細は学校ＨＰを参照してください） 

インフルエンザに感染した場合の欠席（出席停止）期間については次頁を参照してください。 

 

新型コロナウィルス感染症 

県内でもクラスター発生などの報道がありました。

意外と身近なところにウィルスは潜んでいるかも

しれません。先日メールでもお知らせしましたが、

改めて感染症対策に努めてください。 

インフルエンザ感染症 

先日予防接種についての勧奨文書を保護者に郵送

しました。新型コロナウィルスの同時流行も懸念さ

れています。また同時感染例もすでにあるようで

す。予防接種を受けることをお勧めします。 

毎朝のＦＯＲＭＳ健康観察へ

の入力を必ずしてください。 



免疫力を上げるために 

１． 規則正しい生活をする 

試験勉強などでむずかしいかもしれませんが、計画的に学習し、しっかりと睡眠をとるように心がけてくだ

さい。また、食事（栄養）もきちんと摂ってください。 

２． 体を冷やさない 

朝夕の冷え込みが厳しくなりました。また日中はまだ暖かい日もあります。こまめな調整ができるよう寝具

や服装に気を付けてください。 

３． できるだけ室内を加湿する 

今年は換気をしているので、例年同様に加湿はできないかもしれませんが室内に洗濯物を干したり加湿器を

活用するなど、加湿に努めてください。湿度が高ければウィルスの活動性（感染力）を弱める効果が期待で

きるうえに、自身の鼻やのどのバリア機能が高まります。 

４． ストレスを溜めない 

なかなか難しいことですが、不安なことや困ったことがあれば誰かに相談してください。また、気分転換活

動（趣味など楽しいことをする、体を動かすなど）を上手に取り入れてください。 

 

 

インフルエンザに感染した場合の欠席（出席停止）期間について 

〇発症後5日かつ解熱後 2日を経過して登校可能となります。 

 

 

大切な後期の授業や年末年始に向けて、体調を崩すことがないよう、皆さんでお互いを思いやり行動してくださ

いね。心配なことや不安なことなどいつでも保健室へ話しに来てください。 

（体調不良の場合はまずは電話で連絡してくださいＴＥＬ 0820-74-5477） 

 

 

 



令和２年 12月号 
大島商船高等専門学校保健室 

 
保健室便りは学校 HP の保健室のサイトからも見られます 

 

今年は新型コロナウィルス感染症流行のため、例年のような年越しやお正月ではないようです。そのような中
で、皆さんはどのような気持ちでいるのでしょうか。さらに、本校では１月から再び遠隔授業となることが決定
され、様々な不安もあるのではないかと心配しています。 
 １２月の保健室だよりでは、新型コロナウィルス感染症がいまだに猛威を振るっていることから、改めて感染
症対策についてお知らせします。また後半では、冬季休業や遠隔授業などの間に、気持ちが落ち込んだ時の SOS
の出し方についてお知らせしたいと思います。 
 

感染症対策 

 基本は「①手洗い②マスクの着用③３密を避ける」です。 
① 手洗い 

 新型コロナウィルスだけでなく、手にはとても多くの細菌やウィルスが付着しています。こまめな石鹸
による手洗いや、手指消毒で手の清潔を保ちましょう。外出先で備え付けられている消毒は確実にするよ
う心がけてください。自身で携帯用のアルコール消毒液を持ち歩くのもお勧めです。 

② マスクの着用 
マスクは飛沫を防ぎます。自分を守るだけでなく、周囲の人への思いやりとしても大切です。 

③ ３密を避ける 
特に年末年始は人の移動が多く、どこで感染者と接触するかわかりません。新型コロナウィルス感染症は

無症状の場合も多く、無意識に感染者と接触する機会があることが懸念されます。人との距離をできるだけ
取ること、換気が悪い場所には近づかないことに気を付けて行動してください。特に冬場は暖房の使用など
で空気が乾燥しています。ウィルスの感染力が夏季よりも強くなっていることも言われています。いまいち
ど、自分や周囲の人を守る行動に努めてください。 

気分が落ち込んだ時に 

コロナ禍による社会の様々な変化から、私たちは、「本来あるはずだった日常の喪失」という体験の渦中にあ
り、知らず知らずのうちに私たち自身も影響を受けています。それは、不安であったり、傷ついていたり、大切
なものを見失ったり・・・。感染症による不安と恐れは、気づく力・聴く力・自分を支える力を弱めます。そし
て私たちから力を奪い、冷静な判断や対応ができなくなることもあります。 
皆さんが不安やストレス、心身の不調をきたした場合にはできるだけ早く、周囲の人に SOS を出してくださ

い。「○○で困っている」「○○のことどうしたらいいかわからない」「眠れない」「食欲がない」「常にイライラす
る」「気持ちが落ち込んで何もやる気が起きない」「なぜかわからないけど泣きたい」・・・など SOSの出し方は
人それぞれです。まずは誰かに相談してください。そして、相談を受けた人は、話を聞いてあげてください。そ
の聞いた内容が、例えば自分を傷つけていたり、命にかかわるような場合には、速やかに周囲の信頼できる大人
に相談してください。また、情報の根拠が明確ではなくても、どうかな？と思った時には必ず相談してください。
周囲に相談できる大人がいない時には、保健室や学生相談室へメールでお知らせください。 

 
保健室アドレス hoken@oshima-k.ac.jp  

学生相談室アドレス soudan@oshima-k.ac.jp 

 

保健室便り 
 

裏面には学外の相談先について
お知らせしています。メールや
SNS で相談できる窓口も載せて
います。参考にしてください。 

mailto:hoken@oshima-k.ac.jp
mailto:soudan@oshima-k.ac.jp


 
学校外の電話相談窓口 （山口県内を主に載せていますが各県にも同様の窓口が複数あると思います） 

 
学校外のメールや SNS での相談窓口 

窓口名 参考 URL 
生きづらびっと https://yorisoi-chat.jp/ 
こころのほっとチャット https://www.npo-tms.or.jp/service/sns.html 
ネットでつながるチャイルドライン（18歳まで） https://childline.or.jp/chat 
10代 20代の女の子のための女性による支援 https://bondproject.jp/ 
 

 過去の保健室便りでもメンタルケアに関する内容を載せています。 
 
 
今年１年、いろいろと予定外の未知のことばかりで、戸惑うことが多かったことと思います。「はじめての遠隔

授業」「強いられることの多い感染対策」「自由に行動できない自粛生活」「ソーシャルディスタンス」等、辛かっ
たことがたくさんあると思います。そのような 1年を、頑張って乗り越えてきた自分をしっかりとほめてくださ
い。 
そして、十分な休養をとってください。自粛生活の中でも意識的に楽しいことを見つけ、気分転換をしてくだ

さいね。 
 
 
 
令和２年も、保健室活動へのご協力やご理解ありがとうございました。また、大変お世話になりました。 
令和３年もどうぞよろしくお願いいたします。 
寒い日が続いておりますので、体調に気をつけて健やかな新年をお迎えください。 
 

  

連絡先 電話番号 対応日時等 
24時間子供 SOSダイヤル（全国） 0120-0-78310 毎日 24時間 
自殺予防いのちの電話（全国） 0120-783-556 毎月 10日午前 8：00～翌日午前 8：00 

いのちの情報ダイヤル“絆”（山口県） 083-902-2679 
火・金（祝日、年末年始を除く） 
9：00～11：30、13：00～16：30 

ヤングテレホン・やまぐち 083-925-5150 平日 8：30～17：15（祝祭日、年末年始は除く） 
山口いのちの電話 083622-4343 毎日 16：30～22：30 

こころの健康電話相談（山口） 083-901-1556 
月～金（祝日、年末年始を除く） 
9：00～11：30、13：00～16：30 

KOSEN健康相談室 0800-000-2228 

毎日 24時間メール相談もあり 
https://seap.workway.co.jp/kosen/ 
＊利用には、ID・パスワードが必要です。学生・教職員に配布し
ている利用者カードを確認いただくか、学校にお問い合わせ下さ
い。相談内容や氏名等の個人情報は、個人情報保護法等の法令に
定めのある場合を除き、第三者（学校を含む）に提供されません。 

虐待対応ダイヤル（全国） 189 毎日 24時間 虐待が疑われる場合 



保健室便り 
令和 3年 2月号 

大島商船高等専門学校保健室 

保健室便りは学校 HPの保健室のサイトからも見られます 

 

令和 3年は例年とは異なる年明けを実感したのもつかの間、1月は去り、2月は逃げると言われるように、早くも 2

月も中盤に差し掛かってまいりました。本校ではふたたび遠隔授業となり、学生の皆さんと対面で関わる機会も減っ

てしまい、学校は時の流れの実感がなく、ただ時間だけが流れていくような日々となっています。 

 そのような中で、学生の皆さんは、前期とは異なったスタイルの遠隔授業や、初めてとなるオンラインでの試験を

受けたりと、やはり戸惑いの連続の生活を送っていたのではないでしょうか。保健室では、そのような学生の皆さんが

今もなおストレスフルな生活を送っているのではないかと心配しています。 

メンタルヘルスについて 

 1 月 27 日の厚労省の通知では、昨年 2 月から９月までの調査によると半数程度の人が何らかの不安などを感じ

ていたことが明らかとなりました。不安の内容としては「自分や家族への感染への不安」が多く、学生については「勉

強や進学に関して不安」が多かったことがわかっています。とくに、学生の皆さんはコミュニケーションが十分にとれ

ないことによる不安やストレスの増大、孤立感などが心配です。本校でも、この時期は学年末でもあり、進級に対す

る不安も増していることと思います。 

そこで、今回は、各種の相談窓口についてのお知らせを裏面にしています。ぜひ参考にしてください。 

新型コロナウィルス感染症対策について 

 1月には一部の地域に緊急事態宣言が再発令されるなど、いまだ新型コロナウィルス感染症は収束の見通しが立

たない状況が続いています。引き続き、感染症対策(マスクの装着、蜜を避けた行動、手洗い手指消毒など)に努め

てください。また学生のみなさんや同居されている家族が、PCR 検査を受けることになった場合には、速やかに学校

へ連絡をしてください。（詳細は学校 HPを参照してください） 

健康診断について 

今年度は健康診断の実施時期も例年とは異なり、11 月に実施となりました。結果は既に学生の皆さんに配布し

ていますが、指摘事項があったり、精密検査などの受診勧奨があった学生は、この学年末休業の間に受診をしてく

ださい。とくに就職や進学活動を控えている４・５年生や、航海訓練実習がある商船学科の学生は必ず受診をしてく

ださい。（商船学科の航海訓練実習については、新型コロナウィルス感染症の関係で、例年とは乗船時期が異なり

ます。どの学年がいつ乗船するかの明確な時期は示されていませんので、商船学科の学生につきましては健康診

断で受診勧奨があった場合は受診をしておいてください。）ご不明な点は保健室までお問い合わせください。また、

受診結果は速やかに保健室まで連絡していただきますよう、よろしくお願いします。受診勧奨は既にしておりますが、

受診のおおまかな目安につきましては下記を参考にください。 

 

 

 

 

 

 

受診の目安 

・視力が 1.0未満の場合 

・聴力が 1000Hzおよび 4000Hzのいずれかが聞き取れていない場合 

・尿検査で糖・タンパク・潜血が（+）または（±）の場合(個別に受診勧奨の文書を配布しています) 

・心電図で精密検査受診票の個別配布があった場合 

・色覚検査で個別に受診勧奨の配布があった場合 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
自分自身の思考がネガティブになっている場合や、友達の様子がどうやらいつもとは違って沈んでいる・落ち込んでいるなどと気づいた場合に

は、迷わずに相談してください。学年末休業中も保健室は開室しています。電話でもメールでも、対面でも皆さんからの相談をお待ちしています。 

 

保健室 

TEL：0820-74-5477(平日 8：30～17：00) 

E-mail : hoken@oshima-k.ac.jp 
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