
令和３年度 学校安全計画

月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

防災意識を高め避難 登下校の安全に気を 梅雨時の過ごし方を 夏休みの安全な生活 夏休みを健康で安全 登下校の安全に気を
目 標 の手順を身につけよ つけよう 考えよう について考えよう に過ごそう つけよう

う

学校安全に関 健康診断・交通安全教室 県東地区陸上競技会 県東地区総体 海の安全教室 関東大会 体育祭
する行事 登下校安全職員研修会 部活動保護者会 引き渡し訓練(地震) 全国大会 薬物乱用防止教室

(マップづくり) 自転車点検 大掃除 職場体験学習 (１年)
不審者対策職員研修会 PTA合同委員会 茨城県総合体育大会 高校見学 心と体の講演会
避難訓練（火災） (３年)

学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境安全点検
安 避難経路の確認と点 通学路の危険箇所点 夏季休業前の校舎内 グランドの点検・整

物 的 検 検 外の点検 備
全 避難機具の点検

管 避難訓練指導(火災）， 陸上競技会への参加 校舎内での安全な過 夏休み前の安全な生 夏季休業中の生活状 安全な避難指導
人 的 通学路の通学方法の確認 者の安全指導 ごし方 活の過ごし方 況把握 けがの防止

理 登下校の指導 修学旅行の安全 引き渡し訓練(地震) 校外巡視 プールにおける安全

思いやり，感謝 礼儀（１年） 遵法精神，公徳心 節度，節制（１年） よりよい学校生活，
（１年） 生命の尊さ（２年） （１年） 遵法精神，公徳心 集団生活の充実

道 徳 よりよく生きる喜び 社会参画，公共の精 友情，信頼（２年） （２年） （１年）
（２年） 神 （３年） 国際理解，国際貢献 生命の尊さ（３年） 向上心，個性の伸長

希望と勇気（３年） （３年） （２年）
節度，節制（３年）

集団行動様式の徹底 陸上競技の適切な場 自己の運動能力を知 器械運動における段 水泳の事故防止（自
教 体 育 施設・用具の使い方 所の使い方 る 階的な練習と適切な 己健康管理・プール施設

体育祭における施設 備品の点検整備 （体力テストの活用） 補助の仕方 ・用具の使い方）

・用具の使い方 ルールやマナーの徹底 器械運動の特性

保 健 (1年)心身の機能の発達と心の機能 (2年)健康と環境 (3年)健康な生活と病気の予防
安 科

理科室の使い方と設 野外観察の注意 器具の使い方 器具の使い方 自由研究，発明工夫 薬品の取り扱い
理 科 備 （顕微鏡，ルーペ， （ガラス器具，レン （ガスバーナー，カ を安全に行う 廃液処理

実験器具の保管 服装、器具） ズ） ッター） 備品検査(薬品) 応急処置（薬品）
等 服装に注意

全 美術室での一般的な はさみ，カッターな 絵画，デザイン用具 備品検査 絵画用具の保管管理
美 術 注意 どの用具の使い方 の使い方

備品の点検整備

施設設備の一般的な 備品の点検整備 電気器具の取り扱い 加熱と漏電 備品検査 工作加工機械や工具
技 術 使用上の注意 電子機器の利用と安 電気製品製作上 の保管・管理

全 の安全配慮
教

家庭科室の使用上の 調理器具や熱源の安 調理器具上での用具 調理実習上での用具 備品検査 洗濯機や洗剤の安全
家 庭 注意 全な使い方 や熱源の安全な使い や熱源の安全な使い で適切な使い方

方 方

○登下校の安全 ○野外活動時の安全 ○雨天時の望ましい ○夏休みの生活設計と安全 ○野外活動時の安全
・自転車の安全な乗 ・帽子の着用 学校生活 （含防犯） ・水分補給の指導

育 １年 り方 ・雨天時の登校 ○携帯電話の被害と 安全 ○薬物乱用防止教室
○防災に対する心構え な使い方

特 ○熱中症の指導

別 ○登下校の安全 ○野外活動時の安全 ○雨天時の望ましい ○夏休みの生活設計 ○職場体験学習時の ○野外活動時の安全
・自転車の安全な乗 ・帽子の着用 学校生活 と安全（含防犯） 安全な活動 ・水分補給の指導

２年 り方 ・雨天時の登校 ○携帯電話の被害と ・移動手段と服装や
活 ○防災に対する心構え 安全な使い方 準備物の指導

○熱中症の指導

動 ○登下校の安全 ○野外活動時の安全 ○雨天時の望ましい ○夏休みの生活設計 ○高校見学時の安全 ○野外活動時の安全
・自転車の安全な乗 ・帽子の着用 学校生活 と安全（含防犯） ・移動手段と服装と ・水分補給の指導

３年 り方 ・雨天時の登校 ○携帯電話の被害と 持ち物等の指導
○防災に対する心構え ○修学旅行の安全 安全な使い方

○熱中症の指導

各委員会の編成 自転車点検 自転車点検 県東地区・県総体激励会 自転車点検 自転車点検
生徒会 部活動紹介 あいさつ運動 あいさつ運動 自転車点検 あいさつ運動 あいさつ運動

組 活動 自転車点検 あいさつ運動 体育祭実行委員会

織 組織の確立 部活毎の安全活動 部活動の安全活動 １学期の活動反省県 夏季休業中の部活動 部活規律の徹底
部活動で 部活動予定表 部活救急箱の点検と 確認 東地区総体・県総体 の安全

活 の安全 部のきまり 利用法 での安全
施設・設備の点検 熱中症

動
○新学期の目標や心 ○生徒理解のための ○総体に向けての練 ○１学期の反省をさ ○夏休み期間中の校 ○２学期に向けての

生徒指導 構えをもたせる アンケート調査を 習目標をもたせ, せると共に，夏休 外巡視や祭り等の 目標や心構えをも
の目標 ○校則や生活指導上 行い，生徒理解を よりよい人間関係 みの生活に向けて 夜間巡視により校 たせる

のきまりについて 深める づくりの援助指導 の心構えをもたせ 外指導の強化を図
共通理解を図る に努める る る

ＰＴＡ総会 保健だより 保健だより 保健だより 校外巡視 保健だより
地域との連携 家庭訪問 家庭訪問 第１回学校保健・安全委員会 職場体験学習 親子奉仕作業

保健だより 学年ＰＴＡ 高校見学
交通安全指導 校外巡視



鹿嶋市立鹿島中学校

月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

交通法規を理解し守 危険を予測し安全な 冬休みの健康で安全 規律ある生活をしよ 登下校安全に気をつ 安全な生活の反省を
目 標 ろう 生活をしよう な生活について考え う けよう（凍結） しよう

よう

学校安全に関 県東地区新人体育大会 下校時の交通安全指 大掃除 自然体験学習(2年) 避難訓練（不審者） 大掃除
する行事 県東地区駅伝大会 導(部活動・自転車点 がん教育講演会(2年)

茨城県新人体育大会 検)
水泳指導 県駅伝

安 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検 学校環境の安全点検
物 的 暖房器具の点検 消化器の点検・使い

全 方の確認

管 登下校の指導 自転車の正しい乗り 冬季の健康・安全な 避難訓練(火災)厳冬期の １年間の傷病状況の
人 的 文化祭の準備と安全 方と危険防止 生活(路面凍結) 健康と安全 まとめ

理 避難訓練指導(不審者) 教室の換気の励行

公正,公平,社会正義 感動，畏敬の念 郷土を愛する態度 生命の尊さ（１年） 相互理解，寛容 よりよく生きる喜び
（１年） （１・３年） （１年） 自然愛護 （２年） （１年） （１年）

道 徳 思いやり,感謝(２年) よりよい学校生活， 遵法精神，公徳心 自主，自律，自由と よりよく生きる喜び 節度，節制（２年）
自主・自律（３年） 集団生活の充実 （２年） 責任 （３年） （２・３年） よりよい学校生活，

（２年） 友情，信頼（３年） （３年）

ソフトボール・バレ ダンスにおける安全 傷害の防止 バスケットボール・ 武道における安全の 施設・器具・用具の
ーボール・における の徹底 （施設・設備の点 サッカーにおける安 徹底 点検と整備

教 体 育 安全の徹底 検，使い方） 全の徹底
（場所・用具・ルー 武道における安全の （場所・用具）
ル）ルールやマナー 徹底 武道における安全の
の徹底 徹底

安 科 (１年）心身の機能の発達と心の健康 (１年）心身の機能の発達と心の健康
保 健 (２年) 傷害の防止 (２年) 傷害の防止

(３年）健康な生活と疾病の予防 (３年）健康な生活と疾病の予防

電気を使った実験に 加熱器具を使った実 野外観察の注意（露 夜の野外観察に関す 重い物，動く物の実 備品点検
等 理 科 関する注意 験の注意 頭・道路・服装） る注意 験上の注意 薬品点検（台帳管

理）
全

刃物の正しい使い方 木工具の安全な使い 用具点検整備
美 術 方

家庭電気の安全な利 日常での機器の利用 暖房と換気について はんだづけによる火 塗装時の換気や火気 機具点検整備
教 技 術 用 作業場所の確保と危 床に落ちている物の 傷の注意 備品検査（台帳管

険の回避 危険性 工作機械の安全な利 理）
用

家庭内で起こる事故 ミシン・アイロンの 小物づくりでの用具 小物づくりでの用具 環境問題と安全な生 家庭科室の整備・整
家 庭 防止と安全 安全な使い方 の安全な使い方 の安全な使い方 活 頓

針・はさみの安全な
育 利用

○不審者に対する対応 ○事故やけがの原因 ○冬休みの生活安全 ○自然学習時の生活 ○火災予防 ○春休みの生活安全
１ 年 ・知らない人に誘われた と防止 ・ストーブ使用時の 安全 ・安全な避難方法 ○春の火災予防

特 ら ・自転車の点検整 安全生活 ○冬の交通安全
○新人戦に向けて 備 ・路面凍結

別
○不審者に対する対応 ○事故やけがの原因 ○冬休みの生活安全 ○冬の交通安全 ○火災予防 ○春休みの生活安全

活 ２ 年 ・知らない人に誘われた と予防 ・ストーブ使用時の ・路面凍結 ・安全な避難方法 ○春の火災予防
ら ・自転車の点検整備 生活安全

動 ○新人戦に向けて

○不審者に対する対応 ○事故やけがの原因 ○冬休みの生活安全 ○冬の交通安全 ○火災予防 ○春休みの生活安全
３ 年 ・知らない人に誘われた と予防 ・ストーブ使用時の ・路面凍結 ・安全な避難方法 ○春の火災予防

ら ・自転車の点検整備 生活安全
○校外学習の安全

県東地区新人戦 自転車点検 自転車点検 自転車点検 自転車点検 自転車点検
生徒会 自転車点検･あいさつ運動 あいさつ運動 あいさつ運動 あいさつ運動 あいさつ運動 あいさつ運動

組 活動 茨城県新人体育大会激励会 文化祭 交通安全集会

織
県東地区新人戦での ２学期の活動反省 冬季の安全な練習 基礎体力づくりの安 １年間の反省

活 部活動で 安全 部活救急箱の点検 全
の安全

動

○生徒理解のための ○学級担任による生 ○冬休みの生活指導 ○３学期に向けての ○次年度に向けて生 ○春休みの生活指導
生徒指導 アンケート調査を 徒との個別面接に を十分に行うとと 目標や心構えをも 徒指導の方針や校 を十分に行うとと
の目標 行い，生徒理解を より，生徒の悩み もに，校外巡視に たせる 則の生徒指導上の もに，校外巡視に

深める の相談や生徒理解 より指導の強化を 決まり等について より指導の強化を
を深める 図る の見直しを図る 図る

地域との連携 保健だより 保健だより 保健だより 保健だより 保健だより 保健だより
ＰＴＡ広報誌 校外巡視 第２回学校保健・安全委員会 ＰＴＡ広報誌

校外巡視


