
４月 ５月 ６月 ７・８月 ９月

安全指導
遊び方、遊具の使い方

安全学習
子ども１１０当番の家を知る
セーフティ教室（学校行事）

春の全国交通安全への参
加。

安全な横断のしかた（学級活
動）

雨の日の歩き方（学級活動） 安全な登下校（学級活動）

スクールガードの方を知る 秋の全国交通安全運動への
参加

安全学習
交通安全教室(学校行事)

防災ヘルメットの使い方、被
り方の確認。避難の基本行
動

台風接近による集団下校避
難訓練（学校行事）

校内出火の避難訓練（学校
行事）

安全学習

安全な給食配膳（学級活動）

防犯ブザーの確認（１・２年）
（帰りの会）

プールでの約束（１・２年）
（体育）

安全学習
セーフティ教室（知らない人
についていかない）（１・２年）
（学校行事）

学校たんけん：校舎内の歩
行のきまり（１・２年）（生活
科）

安全指導 通学路の確認（１年）
（帰りの会）

安全な登下校（１・２年）
（帰りの会）

雨や風の日の安全な歩行
（１・２年）（帰りの会）

安全学習
交通安全教室（１・２年）
(学校行事)

町たんけん（２年）（生活科） 生活科見学：公共機関のマ
ナーについて（２年）（生活
科）

天候に注意した遊び方（１・２
年）
（帰りの会）

安全学習

安全指導

安全学習

セーフティ教室（３年連れ去
り、４年携帯電話の使い方）
（学校行事）

 「わが町たんけん」（３年）

安全指導
安全な登下校　（３・４年）
（朝の会）

安全な横断の仕方（３・４年）
（朝の会）

雨の日の歩き方（３・４年）
（朝の会）

飛び出し事故の危険性（３・４
年）（朝の会）

通学路の安全な歩行（３・４
年）　（朝の会）

安全学習
 安全な登下校（３・４年）
（朝の会）　　　　　交通安全
教室（３・４年）（学校行事）

「地震と安全」を活用した災
害安全の理解（３・４年）（学
級活動）

安全学習
「安全なくらし」（４年）（社会
科）

防災宿泊体験（４年） 防災新聞作り（総合的な学習
の時間）

安全指導

安全学習

セーフティ教室（携帯電話の
使い方５年薬物乱用防止６
年）

安全指導

自転車の安全な乗り方の確
認　　　　（５・６年）（学級活
動）

事故が起きた時の対応（５・６
年）
　（学級活動）

自転車の安全な乗り方の確
認　　　　（５・６年）（学級活
動）

安全学習

安全学習

・安全な通学の仕方
・固定施設遊具の安全な使い
方

・安全な生活を送るための「遊
びきまり」の確認
・電車の安全な待ち方及び乗り

・プールでの安全のきまりの確
認・校舎内での安全な過ごし方

・自転車乗車時のきまり、点検・
整備

・校庭や屋上での安全な過ごし
方

・通学路の安全確認
・校舎内外の安全点検実施及
び年間点検場所、担当の確認

・諸設備の点検及び整備
・学校環境の安全点検及び整
備

・学校環境の安全点検及び整
備

・夏季休業前や夏季休業中の
校舎内外の点検
・校舎内外の安全一斉点検

・校庭や屋上など校舎外の整
備・学校環境の安全点検及び
整備

・登校時の春の交通安全運動
期間の教職員該当指導。
・教員全員による校内安全点検
実施

・校外における児童の安全行動
の把握、情報交換
・熱中症予防に関する研修

・蘇生法（ＡＥＤ）研修
・地域パトロール
・学校保健委員会

・駒込警察署の方と共に不審者
対応訓練
・消防署員による消火訓練

・登校時、秋の交通安全運動期
間の教職員の該当指導
・防災に関する研修（訓練時）

「地震と安全」を活用した災
害安全の理解（５・６年）（学
級活動）

魚沼移動教室の避難訓練（６
年）（学校行事）

各
学
年
共
通

Ⅰ
生活

安全な登下校（学級活動）
防犯ベルの確認
廊下、階段歩行のしかた（学
級活動）

雨の日の過ごし方
安全なプールの利用の仕方
ＡＥＤについて

不審者被害防止
「いかのおすし」の徹底
熱中症の事故防止
夏休み事前指導（学級活動）

Ⅲ
災害

安全指導

地震後、校内出火の避難訓
練（学校行事）

不審者対応の避難訓練（学
校行事）校外学習時の地震
発生時の対処（学級活動）

廊下階段の歩行
熱中症の事故防止（学級活
動）運動時の安全な服装

Ⅱ
交通

安全指導

飛び出し危険、
交通事故にあわない
安全な地域での過ごし方
夏休み事前指導（学級活動）

警戒宣言発令時の対処（学
級活動）
大地震想定・引き取り訓練
（学校行事）災害伝言ダイヤ
ルの活用の確認

1
・
２
年

Ⅰ
生活安

全

安全指導

Ⅱ
交通安

全

Ⅲ
災害安

全

安全指導 「地震と安全」を活用した災
害安全の理解（１・２年）（学
級活動）

３
・
４
年

Ⅰ
生活

家庭や地域での安全　（３・４
年）　　　　　（帰りの会)
遠足時の安全（学級活動）

Ⅱ
交通

Ⅲ
災害

安全指導

風水害時の安全な下校
（学級活動）

Ⅱ
交通

Ⅲ
災害

安全指導

八ヶ岳移動教室の避難訓練
（５年）（学校行事）

火災・地震・津波想定した岩
井臨海学校避難訓練（６年）

社会科見学：電車、バス内で
の安全な過ごし方（４年：学級
活動）

安全
管理

対人管理

対物管理

学校安全に関する組織
活動　（研修含む）

５
・
６
年

Ⅰ
生活

野外活動の安全（５年）
岩井臨海学校時の水泳の安
全（６年）（学校行事）

安全教育年間指導計画 



１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

不審者から身を守るための
方法（学級活動）

安全な道路歩行、道路横断
（帰りの会）

自分の身や個人情報を守る
ための方法（学級活動）

安全な身支度、衣服の調節、
持久走時の健康把握と安全

不審者対応（避難訓練）警察

自転車の安全な乗り方（学級
活動）

飛び出し危険（帰りの会） 道路標識と標示（学級活動） 自動車の死角と内輪差（学
級活動）

乗り物の安全な利用（学級活
動）

自転車事故の当事者になら
ないために（帰りの会）

自転車事故の当時者になら
ないために（帰りの会）

緊急地震速報を使用した避
難訓練（学校行事）

予告なし校内出火の避難訓
練（学校行事）

地震後に火災発生、停電を
想定した避難訓練（学校行
事）

消防署の方の話避難訓練
「煙体験」（学校行事）

１年間の反省（１・２年）

雪の日など寒い日の歩行
（１・２年）（帰りの会）

道路での飛び出し禁止
（１・２年）（帰りの会）

生活科見学：電車内での安
全な過ごし方（１・２年）

火災のときの煙に対する行
動
（１・２年）（帰りの会）

地震と安全について
（１・２年）

不審者から身を守るための
方法（３・４年）　（朝の会）

知らない人からの電話への
応対（３・４年）　（朝の会）

１年間の反省

　 　

 　

自転車の安全な乗り方（３・４
年）（朝の会）

安全を守る標識や施設につ
いて　（３・４年）　（朝の会）

自動車の死角と内輪差（３・４
年）　（朝の会）

一時停止の重要性について
（３・４年）　（朝の会）

１年間の反省

自動車事故に遭わない
－特性と安全－（４年）
（学級活動）

　

　

風水害のときの危険
（帰りの会）

　

 くらしを守る(災害が起きて）
(社会科）

社会科見学：電車、バス内で
の安全な過ごし方（６年）

１年間の反省

地域安全マップ作成（５年総
合）

地域安全マップ作成（５年総
合）

けがの防止（５年保健）飲酒・
喫煙・薬物乱用（６年保健）

自転車事故の責任（５・６年）
　（学級活動）

災害後、行政機関による公
助（６年社会）「3.11を忘れな
い」利用・校外学習時の道路の歩き方

・電車、バスの安全なバスの待
ち方と乗降の仕方

・安全な登下校 ・道路標識の種類と意味
・道路の歩き方

・災害時の身の安全な守り方 ・凍結路や雪道の歩き方 ・１年間の評価と反省

・駅、バス停周辺の安全確認
・学校環境の安全点検及び整
備

・通学路の確認
・学校環境の安全点検及び整
備

・校内危険箇所の点検
・学校環境の安全点検及び整
備

・防災用具の点検、整備
・学校環境の安全点検及び整
備

・学校環境の安全点検及び整
備

・通学路の安全確認・安全点検
の評価・反省
・学校環境の安全点検及び整

・防犯に関する研修（訓練時） ・防災に関する研修（訓練時） ・年末年始の交通安全運動の
啓発
・防災に関する研修（訓練時）

・阪神淡路大震災（１７日）等、
大災害対応啓発
・国民防災とボランテイア週間
（１７日を含む）

・防災に対する研修（訓練時） ・校内事故発生状況と安全措
置に関する研修
・東日本大震災（１１日）等、大
震災対応啓発

私たちの国土と災害(５年社
会科）災害と自治体（６年社
会科）

社会科見学：電車、バス内での安全な
過ごし方（５年）陸上記録会：運動時の
安全（６年）　（学級活動）

火災発生時の心構えと119番
通報  （５・６年）（帰りの会）

不審者対応（避難訓練）学校
行事

マッチやライターのいたずら
防止、暖房器具の安全な使
い方（学級活動）

春休みの過ごし方家庭や地
域での過ごし方(学級活動）

道路での飛び出し禁止（帰り
の会）

二次避難場所への避難訓練
（学校行事）

休み時間時の不審者対応避
難訓練（学校行事）

不審者への対応（１・２年）
（避難訓練）
自転車の安全な乗り方
廊下の安全な歩行の仕方
（学級活動）

社会科見学：電車、バス内で
の安全な過ごし方（３年：学級
活動）

火災発生時の心構え（煙体
験）  （５年）（避難訓練）

予告なし、休み時間に強いゆ
れの地震発生を想定した避
難訓練（学校行事）
放射能からの身の守り方(帰
りの会)

火災のときの煙に対する行
動
（３・４年）（帰りの会）
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