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体 育 大 会 に おけ る 熱 中症 の 予防 に つい て

残 暑の候、 保護者の 皆様には ますます ご健勝のこ ととお喜 び申し上 げます。
平 素は、本 校教育活 動の推進 にご理解 とご協力を 賜り誠に ありがと うござい ます。
さ て、９月７日（土）に体 育大会を開 催しま すが、心配され るのが「熱中 症」です。そこ で、
そ の予 防策と し て下 記のよ うに 取り 組み たい と存 じま す。保 護 者の 皆様に は、 お手 数を おかけ
しま すがご理 解とご協 力をいた だきます ようよろし くお願い します。
記
１

学校が行 う予防策
(1) 練習時 より帽子 を着用す るよう指 導します。
※ 帽子 は、ご 家庭にあ る華美でな いもの や部活動で 使用して いるもの。形 は問いませ ん。
帽子が ない場合 は、フェ イスタオ ルを頭にか ぶること も可とし ます。
(2) 体を冷 やすため に濡れた タオルを 首にかける ことを推 奨します 。
※ 市販 のネック クーラー 等も可と します。
※ 練習 時、当日 の開・閉 会式、応 援席に座っ ていると きなどに 可としま す。
（生 徒の安全 を確保す るため、 競技中の帽 子及びタ オルの着 用は禁止 します。）
※ グラ ン ドに ある水 道の 蛇口 数が 少な いた め、 体育大 会 の当 日、タ オル を濡 らし てよい
のは、「朝、応 援席に移 動するま で」と「 昼食時」の みとしま す。
(3) 体育大 会当日は、生徒応援席 に「 テント」及 び「 ミスト シャワー」を 設置す る予定です 。
(4) 時 間短 縮を図 るた め、 ブロ ック 種目 ＜綱 引き ＞及 び＜棒 引き ＞で は、 ３・ ４位 決定戦を
実施しま せん。

２

ご家庭に お願いす る予防策
(1) 十分な 睡眠と朝 食の摂取 、バラン スの良い食 事をお願 いします 。
(2) お茶や スポーツ ドリンク （経口補 水液を含む ）を多め に持参さ せてくだ さい。
※ 水筒 で 持参 するこ とを 推奨 しま すが 、ペ ット ボトル の まま 持って くる こと も可 としま
す。ま た 、凍 らせて 持参 する こと も可 とし ます が、必 ず ペッ トボト ルは 持ち 帰る ようご
家庭で もご指導 ください 。
※ ス ポー ツド リン クに は塩 分のほ か糖 分 も多く 含ま れて いる ため 、多 量に摂 取す ること
がない ようご家 庭でもご 指導くだ さい。
※ 生徒 の 安全 を確保 する ため 、生 徒が 自宅 に取 りに帰 っ たり 、自動 販売 機等 に買 いに出
たりす る こと は禁止 して いま す。 必ず 多め に持 参させ て くだ さい。 なお 、体 育大 会当日
不安な 場合は、 昼食時に 追加の飲 み物をお子 様に手渡 していた だいても 結構です 。

３

その他
熱 中症を 予 防す るため には 、こ まめ に水 分補 給す ること が 大切 です。 その ため 本年 度より
体育 大会当 日 に給 水タイ ムは 設け ず、 放送 等に より 喉が渇 く 前に 水分補 給す るこ とを 指導し
てい きます 。 従っ て、例 年Ｐ ＴＡ より 提供 され てい ました 缶 入り スポー ツド リン クの 配布は
あ りません のでご注 意くださ い。

