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養護教諭のための資料リンク集 

（作成：関西女子短期大学養護保健学科） 
                              令和 3年 4月１日更新 
１ 統計情報 
（１）学校保健統計調査 
 学校保健統計調査：文部科学省 
 
 学校保健統計調査-結果の概要（平成 8 年度～令和元年度）  
 
 学校保健統計調査－統計表（昭和 23 年度～令和元年度） 
 
 学校保健統計調査－平成 30 年度（確定値）の結果の概要 
 
 令和元年度学校保健統計（学校保健統計調査報告書）の公表について 
 
令和２年度学校保健統計調査－令和 2年度（速報値）の結果の概要 new 

 
 
（２）体力・運動能力調査 
 体力・運動能力調査 統計表（平成 11 年度～令和元年度）new 
 
平成 30 年度体力・運動能力調査の結果について  

  
 令和 2年度体力・運動能力調査結果の概要（速報）について new 

 
 
 
（３）学校給食栄養報告 
 学校給食栄養報告 統計表（平成 17 年度～令和元年度）new 

 
 平成 29 年度学校給食栄養報告－調査結果の概要 
 
 平成 30 年度学校給食栄養報告－調査結果の概要 
 
 令和元年度学校給食栄養報告 調査結果の概要 

https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/1268826.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/kekka/1268813.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400002&tstat=000001011648
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/kekka/k_detail/1411711.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/kekka/k_detail/1411711_00003.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/hoken/kekka/k_detail/1411711_00004.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00402102&tstat=000001088875
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/houdou/31/10/1421919.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/toukei/chousa04/tairyoku/kekka/k_detail/1421920_00002.htm
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400803&tstat=000001016938
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/eiyou/gaiyou/1406811.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/eiyou/gaiyou/1419670.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa05/eiyou/gaiyou/1406811_00002.htm
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（４）国民健康・栄養調査 
 国民健康・栄養調査 結果概要、報告書（平成６～令和元年度）new 

 
 「国民栄養の現状」（昭和２２年～平成１４年） 
 
 
 国民健康・栄養調査の概要 
 
 国民健康・栄養調査 統計表一覧（平成２１～令和元年）new 
 
（５）児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 
 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(概要) 
 
 児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査-結果の概要 
 
 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査 統計表一覧 
 
 
（６）その他 
 児童生徒の自殺者数に関する基礎資料集（令和３年５月）－文部科学省 new 
 
 コロナ禍における児童生徒の自殺等に関する現状について（令和３年５月７日）－文部科
学省 new 
 
 新型コロナウイルス感染症の流行による国民のスポーツへの参画状況や意識の変化、健
康状態等に関する調査研究（令和 2 年度）new 
 
  

https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkou_eiyou_chousa.html
https://www.nibiohn.go.jp/eiken/chosa/kokumin_eiyou/
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/gaiyo/k-eisei.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00450171&tstat=000001041744
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/1267646.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/shidou/kekka/1279583_10736.html
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&toukei=00400304&kikan=00400&result_page=1
https://www.mext.go.jp/content/20210507-000014796-mxt_jidou02_007.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210507-000014796-mxt_jidou02_006.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210507-000014796-mxt_jidou02_006.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00003.html
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_00003.html
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２ 報告書・ガイドライン・マニュアル等 
（１） 児童虐待 
 養護教諭のための児童虐待対応の手引：文部科学省 
 
（２）自殺予防 
 「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」のマニュアル及びリーフレット 
 
（３）救急蘇生 
 「JRC蘇生ガイドライン 2015」オンライン版 2016 年最終版公開  JRC 
 
 JRC 蘇生ガイドライン 2015。変更点など 6つのポイントまとめ 
 
 救急蘇生法の指針２０１５（市民用） 
 
 JRC 蘇生ガイドライン 2015 第１章図２「市民用 BLS アルゴリズム」（18 ページ）の 
転載許諾申請 
 
 救急蘇生法の主な変更点 
 
 新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について（指針） 
 
 AED ガイド（株式会社クオリティー） 
 
 
（４）学校危機管理 
 「学校の危機管理マニュアル作成の手引」 
 
 「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」 
 
 地域ぐるみの学校安全体制整備実践事例集（平成 23年 3月文部科学省） 
 
 東日本大震災における学校等の対応等に関する調査研究報告 
 
 学校防災のための参考資料「生きる力」を育む防災教育の展開（平成 25年 3月文部科学
省） 
 

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/08011621.htm
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/046/gaiyou/1259186.htm
https://www.japanresuscitationcouncil.org/%E3%80%8Cjrc%E8%98%87%E7%94%9F%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B32015%E3%80%8D%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E7%89%88%E3%81%AE2016%E5%B9%B4%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88/
https://inoti-aed.com/jrc-guideline2015/
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123021.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123069.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123069.pdf
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000123067.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000632828.pdf
https://inoti-aed.com/about_us/
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/05/07/1401870_01.pdf
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1323513
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1323153.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1323511.htm
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1334780_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/12/25/1334780_01.pdf
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 学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（平成 31 年 3月文部科学省）本
編 
 
 学校安全資料「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（平成 31 年 3月文部科学省）別
表、付録 
 
 学校施設における地域ぐるみの防犯対策事例集 
 
 学校の危機管理マニュアル－子どもを犯罪から守るために（平成 19年 11月文部科学省） 
 
 学校における水泳プールの保健衛生管理 平成 28 年度改訂 
 
 学校における薬品管理マニュアル - 学校保健ポータルサイト 
 
 学校環境衛生管理マニュアル 「学校環境衛生基準」の理論と実践［平成 30 年度改訂版］ 
 
 学校の安全管理に関する取組事例集（平成 15年 6月文部科学省）  
 
 くいずでまなぼう！たいせつないのちとあんぜん 
 
 学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～「学校の新しい
生活様式」～new 
 
（５）熱中症 
 熱中症予防のための啓発資料「熱中症を予防しよう －知って防ごう熱中症－」 
 
 熱性診療けいれんガイドライン 
 
 熱中症について学べる動画 
 
 熱中症環境保健マニュアル２０１４ 
 
 
（６）HIV感染症・エイズ 
 HIV感染症・エイズに関する世論調査(平成２９年度世論調査附帯調査)調査結果の概要 
 

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/03/1289314_02.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/03/1289314_02.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/03/1289314_03.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/04/03/1289314_03.pdf
http://www.nier.go.jp/shisetsu/pdf/bouhanjirei.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/01/08/1289312_02.pdf
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/202
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_H220030/index_h5.html#%E8%A1%A8%E7%B4%99
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/07/31/1292465_01.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/06/12/1289311_10.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/__icsFiles/afieldfile/2019/02/22/1358581_01.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00029.html
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/taisaku/nettyuusyo/tabid/114/Default.aspx
http://minds4.jcqhc.or.jp/minds/febrile_seizures/febrile_seizures.pdf
https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_library.php
https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/envman/full.pdf
https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h29/h29-hivg.pdf
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 HIV 感染症・エイズに関する世論調査(平成２９年度世論調査附帯調査)調査結果の概要
集計表集計表 
 
 HIV感染症・エイズに関する世論調査概略版(平成２９年度世論調査附帯調査) 
 
（７）がん教育 
 がん教育推進のための教材 指導参考資料：文部科学省 
 
 がん教育推進のための補助教材（小学校版）：教師用指導参考資料 
 
 映像教材 がん博士の「がんについての基礎知識」（6分 35秒） 
 
 映像教材 「がんと生きる」エピソード 1：がん経験者男性（5 分 24 秒） 
 
 映像教材 「がんと生きる」 エピソード 2 ：がん経験者女性（5分 03秒） 
 
 ワークシート「がんを学ぼう」 
 
 小学校版一式ファイルダウンロード 
 
 がん教育推進のための補助教材（中学校・高等学校版）：教師用指導参考資料 
 
 スライド教材モジュール 1：がんという病気（15 スライド） 
 
 スライド教材モジュール 2：日本のがんの現状（12 スライド） 
 
 スライド教材モジュール 3：がんの発生と進行（16 スライド） 
 
 スライド教材モジュール 4：がんの予防（13 スライド） 
 
 スライド教材モジュール 5：検診の意味（12 スライド） 
 
 スライド教材モジュール 6：がんの治療で大切なこと（11スライド） 
 
 スライド教材モジュール 7：がん治療の支援（14 スライド） 
 

https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h29/h29-hiv.html
https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h29/h29-hiv.html
https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/h29/h29-hiv.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1385781.htm
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education1/guide.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education1/video_teaching_materials/mp4_animation.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education1/video_teaching_materials/mp4_interview1.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education1/video_teaching_materials/mp4_interview2.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education1/work-sheet.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/mp4_cancer_education1.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/guide.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module1.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module2.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module3.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module4.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module5.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module6.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module7.zip
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 スライド教材モジュール 8：がん患者のおもい（6スライド） 
 
 スライド教材モジュール 9：がん患者とともに生きる社会（13スライド） 
 
 中学校・高等学校版一式ファイルダウンロード 
 
がん教育推進のための教材（平成 29 年 6 月 一部改訂） 

 
（８）食物アレルギー 
 学校給食における食物アレルギー対応について(文部科学省) 
 
 学校給食における食物アレルギー等を有する児童生徒等への対応等について 平成 24 年
12 月 26日 
 
 学校給食における食物アレルギー対応指針   
 
 学校給食における食物アレルギー対応に関する調査研究協力者会議最終報告について 
 
 学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン・要約版・研修資料（日本学校保健
会） 
 
学校におけるアレルギー疾患対応資料（YouTube） 

 
 学校におけるアレルギー疾患対応の基本的な考え方（YouTube） 
 
 学校におけるアレルギー疾患対応の基本的な考え方（PDF） 
 
 食物アレルギーに関する基礎知識（YouTube） 
 
 食物アレルギーに関する基礎知識（PDF） 
 
 学校生活上の留意点（食物アレルギー・アナフィラキシー）（PDF） 
 
 学校生活上の留意点（食物アレルギー・アナフィラキシー）（YouTube） 
 
 食物アレルギー緊急時の対応（PDF） 

http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module8.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/cancer_education2/slide/ppt_module9.zip
http://www.careerlink-edu.co.jp/cancer_education-2017/ppt_cancer_education2.zip
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/__icsFiles/afieldfile/2017/07/13/1369992_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1355536.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1329770.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1329770.htm
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/26/1355518_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/20200729-mxt_kouhou02_1.pdf
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226
https://www.gakkohoken.jp/books/archives/226
http://youtu.be/caZv1Zwznis
http://youtu.be/X9sFhkgk6fI
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/16/1355829_01.pdf
http://youtu.be/A78Wn1N1_x4
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/16/1355829_02.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/16/1355829_03.pdf
http://youtu.be/hAleJLSBw3Y
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/03/16/1355829_04.pdf
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 食物アレルギー緊急時の対応（YouTube） 
 
 アレルギー疾患対応資料（DVD）映像資料及び研修資料（ＰＤＦ） 
 
（９）学校給食 
 学校給食における窒息事故の防止について 
 
   「障害のある幼児児童生徒の給食その他の摂食を伴う指導に当たっての安全確保の徹底
について （24 初特支第 9 号）」平成 24 年 7 月 3日 
 
「救急救命処置の範囲等について」の一部改正について 

 
 学校給食における食品の安全確保に関する通知等 
 
 学校給食調理場における手洗いマニュアル 
 
標準的な手洗いマニュアル一覧表   

 
 標準的な手洗いマニュアル  
 
 作業中の手洗いマニュアル一覧表 
 
 作業中の手洗いマニュアル 
 
 手洗い実験 
 
 手洗いに関する科学的な根拠等参考資料 
 
（１０）食育 
 栄養教諭による食に関する指導実践事例集 
 
 栄養教諭を中核としたこれからの学校の食育（平成 29 年 3 月） 
 
 つながる食育推進事業について 
 

http://youtu.be/lxtJUbmcVP8
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1355828.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1337615.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1326730.htm
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1326730.htm
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1291673.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/08040315.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/08040316.htm
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/25/1257965_003.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/25/1257965_004.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/25/1257965_005.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/25/1257965_006.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/25/1257965_007.pdf
https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2015/08/25/1257965_011.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1281570.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1385699.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1385315.htm
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小学生用食育教材「たのしい食事つながる食育」（平成 28 年 2 月） 
 
『つながる食育推進事業』に関する調査研究報告書（平成 30 年 3 月） 

 
『つながる食育推進事業』に関する調査研究報告書（平成 31 年 3 月） 

 
 『つながる食育推進事業』に関する調査研究報告書（令和 2年 3 月） 
 
 『日本の学校給食と食育』リーフレット 
 
食生活学習教材（中学生用）（平成 21 年 3 月） 

 
 「食事バランスガイド」について 
 
食に関する指導の手引－第二次改訂版－（平成 31 年 3月） 

 
 平成 22 年度「児童生徒の食生活実態調査」 

                                                                                                                                                                                                             
 食育動画 
 
 「おうち時間で Let’s 朝ご飯！」を掲載しました（令和 2年 7 月 10 日） 
 
 朝食を毎日食べるとどんないいことがあるの？ 
 
ちょうどよいバランスの食生活（若い世代向け啓発資材） 

 
若い世代の食事習慣に関する調査結果 

 
令和元年度「食育白書」 

 
オウチデショクイク！ＷＩＳＥナショクイク！ 

 
家で食事をつくると、こんないいことあるよ！（日本栄養改善学会） 

 
 若い世代の食事習慣に関する調査結果(令和元年度 11 月) 
 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/syokuseikatsu.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1404460.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1419718.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1419718_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/mext_00827.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/1288146.htm
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/eiyou-syokuji.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1292952.htm
http://www.jpnsport.go.jp/anzen/school_lunch/tabid/1490/Default.aspx
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/movie/index.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/asagohan.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/evidence/chosyoku.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wakaisedai/balance.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/websurvey/websurvey.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/wpaper/r1_index.html
https://www.maff.go.jp/j/press/syouan/hyoji/200602.html
http://jsnd.jp/shokuji.html
https://www.maff.go.jp/j/syokuiku/websurvey/websurvey.html
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 大規模災害における栄養・食生活支援活動の連携体制と人材育成に関する研究 
 
「避難所における食事提供に係る適切な栄養管理の実施について」（平成 28 年６月６日

付け厚生労働省健康局健康課栄養指導室事務連絡） 
  
 
 日本人の長寿を支える「健康な食事」 
 
（１１）歯・口の健康づくり 
 「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり 
 
（１２）運動・部活動 
 運動部活動での指導のガイドライン(平成 25 年 5 月) 
 
 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン （平成３０年３月） 
 
 運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について（体育・スポーツ団体向け依頼） 
 
 運動部活動の適切な運営等に係る取組の徹底について（教育関係機関向け依頼） 
 
 運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン作成検討会議資料等 
 
学校管理下における体育・スポーツ活動中の事故を防止するために - 奈良県 

 
（１3）薬物乱用 NEW 
 「第五次薬物乱用防止五か年戦略」(平成 30 年８月３日) 
 
 薬物乱用防止教育（文部科学省：通知、啓発媒体、統計資料 等） 
  
 
 

http://www.jpha.or.jp/sub/menu04_2.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000622116.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000622116.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000129246.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1306937.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop04/list/detail/__icsFiles/afieldfile/2018/06/12/1372445_1.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/toushin/__icsFiles/afieldfile/2018/03/19/1402624_1.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1402816.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/1402808.htm
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/shingi/013_index/index.htm
http://www.pref.nara.jp/item/178179.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168553_00001.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353626.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1353626.htm
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