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2021年 のカレンダーも最後の 1枚となってしまいました。日に日に寒さが増し、
冬の訪れを感じますね !

冬は感染症が流行る時期でもあります。寒さやウイルスに負けない生活を送り、冬
休みまでの残り3週間、健康に学校生活を送るようにしましょう♪

ところで…
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テヾ』『デジノ とは , マンウェルネス研究会というところが、

デジタ′L機器とつながllっ ばなしの状況が引き起こす心身の不調
を『デジバチ』と表現しています。みなさんは1日何時間<らい、スマホやタブレット。ゲームやテレ
ビ等を観ていますか?1日全<使わずに過ごすことはできますか !?

インターネットの使用時間の平均

小学生 0・ ・ 129分
中学生・・ 0176分
高校生 。・・ 248分

【内閣府 令和元年度
青少年インターネット利用環境実態調査より】

デジバ子による身体の

祝力低下・ドライアイ・肥満・

睡B民不足・生活習慣の舌もれ・

など  身体の不調

返信のプレッシャー
不特定多数とのつながり
つながりたくない相手とつなが

など  ,とのZ｀調
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ネットを億わなし`口をつくろ
0肩ろ直前のネット饉日′さ響叶ろ なご

できる二とからやつて みよう !!
保管室の廊下に在、メディアにつι`ての相|千 汗貼つて
あるので見てわ !
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籐鰊難漑擁翻蠅奎畿渕鰈躙

中学生の平均使用時間は
176分 (約3時 間 )

これは、 1日 の中の睡眠時間・ 学校で生活して
いる時間・食事等を除<と、ネットに当ててい
る時間がとても大きいことが分かります !

インターネット等のメディアはとても便利です
が、使いすぎると身体に不調を起こ
します。
ネット使用の3時間、他にしたい
ことできることはありませんか?

デジバチ度チェック

□就寝前、ベッドの中でスマホを使用し
ている

□一日中、スマホが手放せない
□夜、なかなか寝つけないことがある
□朝、すつきり起きられないことが多い
□昼間は気分も身体もだるく、スマホは

できるが他のことはやる気にならない
□朝、目が開けに<い
□目がゴロゴロしたり、充血するなどの

不調がよ<ある 目が疲れる
□目薬をさすと、日の疲れが和らぐ
□目がかすんだり、見えづらいと感じる

※3つ 以上当てはまったう要注意 !!
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ストレスと上手に付者合ってぃこぅ!

「あぁぁ― !イ ライラする !!」「ストレスがたまる一 !!!」 そんな声を保健室ではよく間きます.
悲しかつたり、怒つたり、不安だつたり・・・。ストレスを感じることも多いかもしれません。でも生き
てい<う えで、ストレスを完全にな<すことはできません !

今の自分の心の状態をチェックして、ストレスをためこまない上手な付き合い方を考えてみましょう !

●そtそt…ストレスとは !?
外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のこと。外部からの刺激を『ストレッサー』
それによって心や体にあらわれた反応を『ストレス反応』と言います !

豊主主二旦」」ヒ±上二重

〈物理的ストレッサ‐〉
暑さ・寒さ・騒音 など

〈生理的ストレッサー〉
睡眠不足 0病気 など

Ω製襲乙上上型塾甦聾■■

身体面の反
心理面の反
行動面の反

ロイライラする
□いつも疲れている
□寝つきが悪い
□ぐつすり眠れない
□食欲がない
□むやみに食べた<なる

頭痛 腹痛 食欲がない 夜眠れない など
イライラする やる気がでない 落ちこむ など
人や物にあたる やけ食いをする など

〈化学的ストレッサー〉
大気汚染・薬物 など

く心理・社会的ストレッサ‐〉
人間関係・勉強 など

□おなかの調子が悪い
□楽しくない
□自分だけ取り残されている感じ
□家族や反達といるよりひとりの方が楽
□気持ちの浮き沈みが激しい
□前向きに考えられない
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ストしスというと悪いもののようl二感じますが、実はよいストしスもあります。例え lボ 、D標や挑 ::襲など lま よいス
トしスで、向上心を高めたり自分自身を成長させマくれたりします。適度なストしスは生活に八りを与えマくれ3七
のであり、それが過度なストしスl二 ならないよう、上手にはき含ったリコントロー lι していくことが大切です !!

チェック0～2コ

難持ちのコニト
ロー′しが上手 l

その調 子 :!

チェック3～5コ

ぢょつと罐
|れオみ

気分転換をして

'′
フιッショ ! !

チェック6コ以上

舟な l′ お薇 れ…

証:か に話 をして

みませたか ?
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