
★・・・１単位時間程度
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安全な登下校をしよう 集団行動について学び安全
に気をつけよう

梅雨期を安全に過ごそう 熱中症に気をつけよう 安全のもと体育祭に取り組もう
災害に備えた生活をしよう

交通ルールを理解して守ろ
う

危険を予測し安全に生活しよう 事故・災害から身を守り適
切な行動をしよう

自ら健康を維持していこう 事故の原因について学ぼう 安全な生活ができるように
しよう

自主，自律，自由と責任 よりよい学校生活，集団生
活の充実

自然愛護
節度，節制

友情・信頼 よりよく生きる喜び 公正、公平、社会正義 生命の尊さ
節度，節制

相互理解、寛容 向上心，個性の伸長 遵法精神，公徳心 思いやり，感謝

・地域調査の方法を学ぼう ・日本の特色と地域区分 ・私たちの暮らしと現代社
会

・私たちの暮らしと経済

・理科室の使用上の注意 ・実験時の危険防止 ・薬品や器具の使い方 ・天気と災害 ・大地の変化と災害 ・電気器具の使い方 ・理科室の整備と安全 ・自然の恵みと災害

・美術室の使用上の注意 ・備品の点検整備 ・彫刻刀の正しい使い方 ・ニードル等の道具の使用
の注意

・準備室の整備
・小型ナイフの使い方

・画材の保管管理 ・カッター、はさみ、コンパス
等の使用上の注意

・美術室の保管管理 ・カッター・はさみの使用
 上の注意点

・絵の具・用具の保管管理 ・器具・用具の点検

・集団行動の徹底 ・スポーツテスト時の安全 ・水泳時の事故防止 ・備品の安全点検 ・体育祭の安全指導
・器械運動の安全指導

・器械運動の安全指導 ・長距離走の安全指導 ・武道の安全指導 ・サッカーの安全指導 ・バスケットボールの安全
 指導

・器具・用具の点検

・熱中症指導 ・自然災害と健康 ・喫煙・飲酒と健康 ・薬物乱用と健康 ・健康と環境 ・感染症の予防

・施設・設備の使用上の注
 意

・木材加工の注意 ・PC等の使用上の注意 ・工作機械の安全と点検 ・電気の安全な利用 ・家庭電気の安全な利用 ・暖房と換気について ・電子機器の利用と安全 ・電気製品の安全配慮

・実習室の使用上の注意 ・被服領域の注意 ・アイロン・ミシン等の使
 用上の注意

・食物領域の一般的注意 ・ガスコンロの安全な使
 い方

・調理実習における注意
・自然災害の備えた住空間の整え方

・日常食の調理 ・幼児や高齢
者等との交流についての注意

・保育領域の一般的な注意 ・食生活と健康

第１学年

・中学生になって
・部活動での安全
・自分でできる安全点検
★「津波から命を守る心得
は？」

・災害時の安全な避難の仕
方と日常の備え
・清掃方法を確認しよう
★「南海地震とは…」

・雨天時の校舎内での過ご
 し方
・校内での事故と安全な生
 活
・水泳、水の事故と安全
★「緊急地震速報の仕組み
と活用」

・落雷の危険や風水害
・自分の健康チェック
・夏休みの生活設計と安全
（防犯）

★地震の危険
・体育祭の取組と安全

・文化祭の取組と安全 ・自分の健康チェック
（・持久走大会と安全）
★危険はまだまだ続く…様々な
二次災害

・冬休みの生活設計と安全
・火気の注意

・災害への備えと協力   
（地域の一員として）
・ボランティア活動の意義
 の理解と参加

・施設の安全な利用
・けがの発生状況とその防
 止

・1年間の反省

第２学年

・通学路の確認
・自分でできる安全点検

・交通事故防止を考えよう
★「いざという時、助ける
人になるために～応急手当
の意義と方法～」

・雨天時の校舎内での過ご
 し方
・水泳、水の事故と安全
★「警報」「注意報」の違
いって？～情報の正しい理
解と活用～

・自分の健康チェック
・夏休みの生活設計と安全
（防犯）

★地震の危険と避難
・体育祭の取組と安全

・部活動の安全とリーダー
の役割
・文化祭の取組と安全

・自分の健康チェック
（持久走大会と安全）

・冬休みの生活設計と安全
・火気の注意
★「修学旅行先で地震発
生！～いつ、どんなときで
も命を守る～」

・災害への備えと協力   
（地域の一員として）
・ボランティア活動の意義
 の理解と参加

・けがの発生状況とその防
 止
★備えて安心！～家庭の安
全対策～

・1年間の反省

第３学年

・自分でできる安全点検 ・心の安定と事故
★「災害後の暮らし、あな
たにできることは？」

・水泳、水の事故と安全
★「○○町防災マップを確
認しよう」

・自分の健康チェック
・夏休みの生活設計と安全
（防犯）

・体育祭の取組と安全    
★地震の危険と避難

・文化祭の取組と安全 ・自分の健康チェック
（・持久走大会と安全）

・冬休みの生活設計と安全
・火気の注意

★災害への備えと協力
（地域の一員として）
★ボランティア活動の意義
の理解と参加

・けがの発生状況とその防
 止
★備えて安心！～家庭の安
全対策をもう一度再確認し
よう～

・1年間の反省

・歓迎遠足
・対面式、部活動紹介

・生徒会タイム
・元気会ボランティア活動

・生徒会タイム
・生徒総会
・開かれた学校づくり推進
 委員会への参加

・生徒会タイム、親子レク
・元気会ボランティア活動
・合同人権教育講演会
・体育祭の取り組み

・生徒会タイム
・体育祭の取組

・生徒会タイム

・生徒会タイム
・元気会ボランティア
・開かれた学校づくり推進
 委員会への参加

・生徒会タイム
・生徒会役員選挙

・生徒会新体制スタート
・生徒会タイム

・開かれた学校づくり推進
 委員会への参加

・お別れ遠足

・入学式、始業式
・家庭訪問、歓迎遠足
・津波避難訓練
・PTA総会、参観日
・不審者対応訓練

・宿泊研修・修学旅行
・職場体験
・保小中高合同津波避難訓
 練

・○○地区総合体育大会
・中間テスト、生徒面接
・地区懇談会
・避難訓練（大雨・土砂災
 害）

・期末テスト、参観日
・三者面談、夏休み
・○○県総合体育大会
・小中校下校時津波避難訓
 練

・体育祭
・町総合防災訓練への参加

・中間テスト、生徒面接
・火災避難訓練

・文化祭
・小中高合同交通安全教室
・シェイクアウト訓練（津波防
 災の日）

・期末テスト、三者面談
・参観日、引き渡し訓練
・冬休み

・始業式 ・３年期末テスト
・高校入試、参観日
・１・２年期末テスト
・卒業式

・部活動ガイダンス
・キャプテン会
・練習の進め方確認

・部活動保護者会
・部活動強化月間
・熱中症予防の確認
・心肺蘇生法

・キャプテン会
・熱中症予防指導

・キャプテン会
・ケガの予防指導

・栄養指導 ・体調確認指導
・キャプテン会
・冬期におけるケガの予防

・キャプテン会
・応急処置指導

・テーピング指導
・キャプテン会
・先輩としての自覚

・通学方法の決定
・安全の決まりの設定

・自転車の正しい乗り方と
 危険防止

・校舎内の安全な過ごし方
・プールにおける安全管理
 について

・夏休みの部活動での
 安全と対応
・携帯電話等の安全な使い
 方
・救急体制の確認

・体育祭の取り組みにおけ
 る安全と対応について ・文化祭の準備と安全

・携帯電話の適切な使い方
・自転車の正しい乗り方と
 危険防止

・避難時の約束について
・校舎内の安全な過ごし方
・自転車の正しい乗り方と
 危険防止

・施設・設備等の安全な使
 い方 ・人的管理の評価と反省

・通学路の確認
・自転車点検
・安全点検計画確認

・学校設備の点検と整備
・プール等の安全点検
・学校環境安全点検及び
 整備

・校舎内外の点検(校庭等) ・学校環境安全点検及び整
 備

・防火設備、用具の点検及
 び整備

・避難経路及び避難場所
 の確認

・学校環境安全点検及び整
 備

・避難経路の確認及び見直
 し

・学校環境安全点検及び整
 備

・学校安全環境の評価と反
 省

・春の交通安全運動期間の
 啓発と街頭指導
・教職員による街頭指導
・危機管理体制に関する研
 修

・教職員による街頭指導
・熱中症予防に関する研修

・通学路の危険箇所点検
・心肺蘇生法研修
・教職員・保護者による街
 頭指導

・地域パトロール
・夏祭り夜間補導

・秋の交通安全運動の啓発
 と街頭指導
・教職員・保護者による街
 頭指導
・町一斉防災訓練参加

・教職員・保護者による
・街頭指導

・教職員・保護者による
 街頭指導
・小中高合同交通安全教室

・教職員・保護者による
 街頭指導
・年末年始の交通安全指導

・教職員による街頭指導
・防災マニュアル見直し

・教職員による街頭指導
・危機管理マニュアル見直
 し

・教職員による街頭指導
・安全指導に対する取組
 の改善について

   令和○年度 学校安全計画例（中学校）
○○市立○○中学校

月の重点目標

道  徳

社会 ・日本の諸地域
（・地形や気候の特色、国土の特色 ・自然災害と防災への取組)

理科

美術

体育分野

保健分野 ・心身の発達と心の健康・傷害の防止
・交通事故や自然災害などによる傷害の発生要因

・疾病の予防
・応急手当

技術

家庭
総合的な

学習の時間
「誰もが住みやすい町にするために、○○町から学ぼう」、「○○の未来の町づくりを考えよう」、「地域にできること・自己の生き方を考えよう」、「地域防災リーフレットを作ろう」

生徒会活動

主な学校行事

部活動

対人管理

対物管理

学校安全に関する
組織活動                        

（研修含む）

・備品の点検・管理 ・備品の点検整備

学
級
活
動

安
全
管
理

安
全
教
育


