
平成３０年度「調布市防災教育の日」各小・中学校実施計画一覧
※　網掛けは非公開です。

※　時間帯や終了予定時刻は可能な限り記載しておりますが，あくまで実施計画上の予定です。詳細は市立各小・中学校にお問い合わせください。 平成３０年４月２４日現在

学校名 １校時目 ４校時目 避難所開設・運営訓練

8:30～9:15 11：24～ 13:30～15:30

保護者・地域向け防災講
話・防災訓練

テーマ：「いざというとき，子
供の命をまもれますか？」(仮
題)
内容：講話，救命救急法体験
講師：調布消防署員

8:30～9:15 11：24～ 12:30～14:30
保護者・地域向け防災講
話
※保護者はいずれかを参
観し，訓練に参加

講師：調布消防署職員

防災講話・防災訓練
（低学年）＠特別教室他

①初期消火訓練，通報訓練
②煙体験

防災講話・防災訓練
（高学年）＠体育館

高学年：①搬送訓練②DVD視聴
（自助について）

8:50～9:35 11：24～ 13:05～14:50

公開授業
＠各教室

(４～６年)

保護者・地域向け防災講
話

＠体育館

テーマ「災害時に自分の命を守
れる子どもを育てるには」(仮
題)
講師：RISK　WATCH代表　リス
クコミュニケーター　長谷川
祐子氏

8:45～9:30 11：24～ 11：45～15：30

防災について保護者・地
域向け公開講座
＠体育館

テーマ：未定
講師：公益社団法人「未来サ
ポート石巻」語り部　山田　葉
子氏

通常授業

避難所開設訓練
13:30参集・本部開設訓練
14:00組立トイレ設置訓練

①防災備蓄倉庫確認
②マンホールトイレ設置訓練
（雨天時：ふるさと三小歴史館に
て組立トイレ設営）

避難所開設準備・訓練
13：30地域と連携した防災訓練
（①消防操法見学/②車いす体験/
③煙体験ハウス/④通報訓練/⑤水
消火器訓練/⑥AED体験/⑦放水体
験/⑧マンホールトイレ体験）の
訓練ブース/⑨防災倉庫見学⑩は
しご車搭乗体験を廻るスタンプラ
リー形式）
※防災訓練は雨天中止

防災講話
「大地震が発生した時に備えて…」

※全校児童参加
※授業参観なし

通常授業
「命」の授業（１～３年・６年）

～災害に備えるための学習～
＠各教室

通常授業
「命」の授業

（防災に関わる生命尊重）
＠各教室

シミュレーションの検証
引き渡し訓練＠校庭

【避難所開設・運営訓練】
・炊き出し訓練
・防災備蓄倉庫確認，体育館の避
難スペース設置，物資搬出
・マンホールトイレ確認・設置訓
練等

【減災訓練】避難所開設訓練後＠
体育館
講師：調布消防署
①応急処置訓練（三角巾）
②担架搬送訓練
③救助救出訓練（がれき排除）
④通報訓練

通常授業
(全学年)

10:35～11:15

10:45～11:30

シミュレーションの検証
11:50～引き渡し訓練

＠各教室

シミュレーションの検証
12:00～12:30引き渡し訓

練　＠各教室

シミュレーションの検証
12:00～引き渡し訓練

＠各教室

2

「命」の授業
＠各教室
（１～３年）
1年「ｸﾞﾗｸﾞﾗｸﾞﾗ！さあどうする」
2年「地震だ！さあどうする」
3年「地震に備えて～防災アクション
を起こそう～」

公開授業
＠各教室
(１～３年)

第三小学校

第二小学校

八雲台小学校4

２校時目 ３校時目

「命」の授業（防災に関わる授業）
＠各教室
1年「じしんがおきたらどうする」
2年「アンパンマンたん生！」
3年「ふじぎな音」
4年「安全なくらしを守る」
5年「釜石の奇跡」
6年「3.11を忘れない」

通常授業
（10：40～11：25）

9:20～10:05 10:25～11:10

9:20～10：05 10:20～11：05

防災体験（４・５年）
～災害に備えるための訓練・体験～

＠校庭又は体育館
※調布消防署

9:40～10:25

9:35～10:20

「命」の授業
＠各教室
（４～６年）
4年「地震後を生きぬくために」
5年「3.11を忘れない」
6年「避難所について考えよう」

第一小学校

3

1
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学校名 １校時目 ４校時目 避難所開設・運営訓練２校時目 ３校時目

8:45～9:30 11：24～ 13:30～14:30

「命」の授業
４年　命に関わる授業
５年　三角巾使用方法訓練
６年　東日本大震災を振り返る

消防署による講話

テーマ：地域住民の一人とし
て，自助共助をどう行っていけ
ばよいか」(仮題)
講師：調布消防署

8:40～9:25 11：24～ 11：27～12：40

8:45～9:30 11：24～ 10:00～12:00

8:35～9:20 11：24～ 11:40～13:00

避難所運営訓練
※詳細は右記

テーマ：ＤＶＤ視聴「キミの命を守りたい」，防災講話・
地域防災・初期防災で地域住民ができること
講師：調布消防署

シミュレーションの検証
11:40～12:15引き渡し訓

練＠校庭

「命」の授業
＠各教室

10:00支援本部・消防署・自衛消
防団・市職員が集合
①マンホールトイレ設置訓練(市
職員・学校・支援本部)
②消火器訓練（消防署）
③ＡＥＤ・通報訓練（消防署）
④アルファ米展示（健全）
※雨天中止
※消防署による訓練内容は調整中

「命」の授業
1年「避難の仕方を知ろう」
2年「ふしぎな音」
3年「いのちのまつり」
4年「大地震が起きたら」
5年「自分の身を守るために」
6年「いざという時の備えは」

消防署による講話
(１～３年)

「命」の授業
(命に関わる授業）

(１～３年）

通常授業
(全学年)

通常授業
（10:30～11:15）

9：55～10：45

保護者・地域向け防災講話・防火防災訓練
＠神代中学校体育館

※神代中との合同実施

通常授業
（9:25～10:10）

①統一メニューのみ実施
②消防，市職員，教職員，地区
協，地域参加者意見交換

シミュレーションの検証
11：35消防署による講話
11:45～12:15引き渡し訓

練

深大寺小学校

５・６年生による防災学習発表
（全児童参加，保護者・地域参観）
＠体育館

5 富士見台小学校

6 滝坂小学校

9:35～10:20

通常授業

消防署による講話
(４～６年)

通常授業

防災に関する「命」の授業
＠各教室
1年　基本的な避難の仕方
2年　えらぼう防災グッズ
（非常持ち出し袋に入れるものは）
3年　もしものときに
（新聞紙やペットボトルを使ってできるも
の）
4年　家庭での安全
5年　３．１１を忘れない
6年　わたしたちにできることは

9:30～10:15 10：35～11：24

10:40～11:25

公開授業

9:35～10:20

10:45～11:24

8

7

上ノ原小学
校

※一部神代中学
校と合校実施

避難所開設訓練
①ＰＨＳ通信訓練（災害対策本部
（教育部）へ児童引取状況及び学
校施設状況を報告）
②組立トイレ設置訓練

シミュレーションの検証
11:55引き渡し訓練

＠各教室

①避難所看板掲示【用務主事・事
務員・専科教諭】
〈校庭・校舎内〉
②仮設ﾄｲﾚ設置・座学及び意見交
換【地区協議会・市職員】
〈校庭〉
③避難所設営【地区協議会・調布
市防災課・教職員】
〈体育館〉
④アルファ米炊き出し【健全育
成・開放委員会・調理員】
〈わかくさﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ・中央玄関
前〉
⑤AED場所確認【養護教諭】
〈保健室・中央玄関〉
⑥防災倉庫見学【専科教諭】
〈校舎北側屋外〉
※雨天時は，体育館にて各ブース
を見学後，アルファ米を受取って
下校
※雨天時は校舎外からの入口は東
昇降口，出口を中央玄関に一本化

シミュレーションの検証
11：35～校長講話・消防
署講話
12:00～引き渡し訓練
＠校庭
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学校名 １校時目 ４校時目 避難所開設・運営訓練２校時目 ３校時目

8:45～9:30 11：24～ 13:15～15:30

保護者・地域向け防災講
話

テーマ：「家庭で備える，地域
で備える，わたしたちの防災」
講師：月ヶ瀬恭子氏（国士舘大
学　防災・救急救助総合研究
所）

8:45～9:30 11：24～ 13:30～14:30

防災体験講座
※第四中と合同で実施
＠若葉小体育館

テーマ：災害時における応急救
急手当の方法やアルファ米炊き
出しについての体験活動
講師：学校支援地域本部

8:35～9:20 11:20～12:05 13:30～14:30

シミュレーションの検証

保護者・地域向け公開講
座
＠体育館

テーマ：
①消防団の取組活動の紹介
②自主防災（救命）知識の必要
性
講師：調布市消防団第13分団

避難所運営訓練

8:25～9:25 11：24～ 13：30～15：00

8:40～9:25 11：24～ 13:30～15:30

通常授業
（４～６年）

講演会
＠ユーフォープレールー
ム

演題：防災の心得～プログラミ
ング教育の視点から～（仮）
講師：聖心女子大学非常勤講師
榎本竜二氏

「命」の授業
（防災に関する授業）
　１・２年　地震と安全
　３・４年　災害に備えて
　５・６年　３・１１を忘れない

命の授業　＠各教室（１～５年），防災倉庫・各教室
（６年）
　１年　こんなときどうするの
　２年　こんなときキミならどうする
　３年　どんな物がひつようかな？
　４年　災害から身を守る
　５年　３．１１が教えてくれた防災
　６年　災害が起こる前に

シミュレーションの検証
12:10～12:40引き渡し訓

練＠校庭

保護者・地域向け防災啓発講話
避難所運営ゲームＨＵＧ＠体育館
講師：消防防災科学センター職員
13:30防災についての心構え
13:45ＨＵＧ体験
14:30講評
15:00終了

※第八中学校にて実施

地域防災訓練
13：30～
・顔合わせ（自己紹介）
・アルファ米づくり
・校内・体育館など避難所に必要
な施設・設備の確認，操作（ＡＥ
Ｄ・無線等）等
・備蓄倉庫確認
・避難所におけるトイレの確保と
管理

シミュレーションの検証
11:50～12:20引き渡し訓

練＠各教室

10:35～11:15

シミュレーションの検証
引き渡し訓練

※シミュレーションの
中で，トイレ設置訓練
実施（トイレは市職員
主導・おやじの会協

力）

通常授業

12:30昼食、アルファ米試食
13:30避難所運営訓練【市職員・
教職員・保護者・地域の方】
備蓄倉庫確認，トイレ設置訓練
（洋式・和式共に設置・解体）
14：00座学
意見交換・質問等，終了

9:35～10:20

通常授業

10:30～11:15

通常授業

防災に関する授業
＠各教室
1年「地震になったらどうするの？」
2年「地震が起きたら」①
3年「地震が起きたら」②
4年「防災について考えよう」
5年「震災に備えよう」
6年「自分の身を守るために」

通常授業

10：00～12：00　災害時要配慮者受入訓練　【福祉総務課・市職員主導】
　　①北ノ台小学校ふれあい給食室(体育館前)にて，１次避難所受付（避難者名簿に記入）
　　②希望の家深大寺に移動
　　③希望の家深大寺にて，障害当事者の御意見を伺う。

10:35～11:20

9:35～10:20 10:40～11:24

通常授業
（10：40～11：25）

9:30～10:15

9:30～10:15

通常授業

「命」の授業（内容は仮）
　４年　家庭での防災
　５年　学ぼう　防災
　６年　地震から命を守る知恵

通常授業

「命」の授業
＠各教室
1年 さいがいからみをまもろう
2年 防災リュックをつくろう
3年 大地震にそなえよう
4年 命をまもる防災
5年 応急手当の仕方を知ろう
6年 こんなときどうする？（災害対応）

通常授業

9:25～10:10 10:30～11:15

13

石原小学校
※一部調布中学
校と合校実施

10
若葉小学校
※一部第四中学
校と合同実施

緑ヶ丘小学
校

※一部第八中学
校と合同実施

12 染地小学校

11

9

13:30受付開始
13:45～15:00地域合同避難所開設
訓練
（防災備蓄品搬出/炊き出し/簡易
トイレ設置/避難所開設/救護所開
設）
＠体育館
15:00意見交換・片付け
15:30解散

北ノ台小学校

「命」の授業（内容は仮）
　１年　危険なことから身を守る
　２年　じしん，こんなときどうする
の？
　３年　大地しんがおきたら

通常授業
（１～３年）

※石原小学校地区協議会の主催によ
り，調布中学校と合同で実施＠石原
小
13：15～14：00
・防災標語表彰
・避難所運営の確認（避難所におけ
るトイレの確保・管理の実施を依頼
中）
14：00～15：30専門家による避難所
開設講習
テーマ：「救急・防災・減災」

シミュレーションの検証
引き渡し訓練＠校庭
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学校名 １校時目 ４校時目 避難所開設・運営訓練２校時目 ３校時目

8:30～9:15 11：24～ 12:40～15：00

保護者・地域向け講演会
＠多目的室

演題：「災害に向けた備え」
（仮）
講師：ＮＰＯ法人日本防災士会
世田谷支部理事　菊池顕太郎氏

8:30～9:15 11：24～ 9：00～
シミュレーションの検証
12:00～引き渡し訓練

＠校庭
※雨天時は教室引渡

保護者・地域向け講演会
＠体育館
※６年も聴講

テーマ：阪神・淡路大震災から
学ぶ（仮）
講師：ＮＰＯ法人ひまわりの夢
企画代表，阪神淡路大震災記念
「人と防災未来センター」語り
部ボランティア　荒井勣氏

避難所開設，炊き出し

8:50～9:35 11：24～ 13:00～14:30

防災講演会
＠体育館

テーマ：地域で取り組む防災
～わが町は自分たちで守る～
講師：調布市消防団第１分団
団長

8:40～9:25 11：24～ 12:00～15:30

保護者・地域向け公開講
座
＠体育館

テーマ：防災に備える
講師：調布消防署

8:40～9:25 11：24～ 11:30～12：30

保護者・地域向け防災啓
発講話
＠体育館

テーマ：防災啓発講話
講師：調布消防署

「命」の授業
＠各教室
1年「たいせつないのちをまもろう」
2年「いのちをまもる」
3年「えらぼう　防災グッズ」
4年「安全くらしを守る」
5年「命を守る」
6年「わたしにできること」

通常授業

①避難所運営マニュアルの確認
②マンホールトイレ，組立トイレ
設置訓練
③情報交換

シミュレーションの検証
12:00～12:30引き渡し訓

練＠校庭

「防災」の授業　＠各教室
１年　地震がきたらどうするの？火事になっ
たらどうするの？
２年　避難袋には何が入っているの？
３年　避難所生活を考えよう
４年　一人の時に地震が来たら…
５年　防災ワークショップ
６年　東日本大震災に学ぶ

9:30～10:15 10:25～11:10

通常授業

9:20～10:05

9:40～10:25

「命」の授業　＠各教室
　１年　こんなとき　どうするの？
　２年　防災について考えよう
　３年　防災について考えよう
　４年　地域の危険な場所について考える
　５年　東日本大震災から学んだこと
　６年　避難所生活について考える

9:30～10:15

避難所運営訓練
※右記参照

通常授業

12:00～12:45避難所開設訓練
（体育館開錠，防災備蓄倉庫資器材
の取り出し，避難者の一時受け入
れ，通信手段の確保）
※初動要員が統括し，教員と運営
14:00避難所運営訓練
①震災時の初期避難運営（市職員説
明）
②避難所運営模擬体験（体育館に仮
設居住スペースを作成，防災備蓄倉
庫の開放と内容点検，避難所運営マ
ニュアルの読合せ，避難所における
トイレの確保・管理，アルファ米試
食）
15:30終了

13:00避難所開設訓練＠体育館
13:30～統一メニュー訓練（開会
式・訓練・閉会式）
14:30片付け

通常授業

起震車体験(６年）
※雨天の場合は，通常授業

通常授業

通常授業

公開授業

10:30～11:15

10:15～11:00

「命」の授業
（１～５年）

通常授業

9:00マンホールトイレ組立（市職
員主導）

避難所運営訓練
AM避難所開設＠体育館
・アルファ米炊き出しと配給
・防災備蓄倉庫の開放と点検
11:30マンホールトイレを保護者
向けに展示・説明
13:00マンホールトイレ設置訓練
・１～２台組立
・防災井戸使用
意見交換会

10:35～11:20

シミュレーションの検証

12:40避難所運営訓練，炊出し訓
練
13:10避難者名簿作成
13:30防災町歩き（多摩川１・
２・３・４丁目コースに分かれて
実施）
14:30ゴールした順に，防災倉庫
説明，消火栓と水出し見学，トイ
レ訓練
15:15終了

通常授業

10：45～11：24

シミュレーションの検証
11:45～引き渡し訓練

＠各教室

「命」の授業
　１年　大切な命と安全
　２年　自分の命は自分で守ろう
　３年　こんな時　きみならどうする
　４年　もしもの時に備えて
　５年　おばあちゃんからもらった命
　６年　災害への備えを考えよう

公開授業

9:20～10:05

10：15～11：30（予定）
起震車体験(保護者・地域住民）

※雨天中止

シミュレーションの検証
11:50～引き渡し訓練

＠校庭

17 柏野小学校

18

15

国領小学校

杉森小学校

飛田給小学校16

14 多摩川小学校
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学校名 １校時目 ４校時目 避難所開設・運営訓練２校時目 ３校時目

8:30～9:15 11：24～ 12:15～14:30

8:30～9:15 11：24～ 13:00～15:00

保護者・地域向け防災講
話
＠体育館
※児童参加

テーマ：「警察犬による演示」
等
講師：警視庁，調布警察署
＠校庭

8：50～9：40 11：24～ 13：15～15：30

8：55～9：45 11：24～ ～13:00

8：50～9：40 12:20～15:00

防火・防災訓練　＠体育館
※全校生徒参加

テーマ：ＤＶＤ視聴，救助・搬送訓練など
講師：調布消防署
＠体育館

9：55～11：00

防災講話・防火防災訓練
＠神代中学校第１体育館

※上ノ原小学校との合同実施
※全生徒が参加

9:50～10:50

学活・シミュレーションの検証
11:30　引き渡し訓練　＠体育館

テーマ：東日本大震災
から考える
講師：元北多摩西部消
防署副所長　元ハイ
パーレスキュー隊統括
隊長　高山幸夫氏

9:20～10:05

「命」の授業　＠各教室
「何もなぐなってしまったやあ」

シミュレーションの検証
12:00～12:30引き渡し訓

練＠体育館

10:25～11:10

「命」の授業　＠各教室
　１年　生命尊重
　２年　地震や火事が起きたら
　３年　身近なもので身を守ろう
　４年　防災について考えよう
　５年　避難所の生活について考えよう
　６年　災害時の避難方法について考えよ
う

10：00～11：00

シミュレーションの検証
11:45～12:05引き渡し訓

練
＠オープンスペース

避難所開設訓練（有志生徒）
(炊き出し/避難所開設訓練/マン
ホールトイレ設置など)
※パーテーション（開設訓練），ト
イレ，炊き出し等に分担して訓練

※市職員はトイレ設置を主導

※生徒会役員・有志生徒参加

避難所開設訓練
（体育館入口に避難所配置図，誘導
案内板等設置/要援護者避難用教室
の掲示/体育館内避難所割振/備蓄倉
庫確認/マンホールトイレ設置訓練/
炊き出し）

※６年生全員・保護者が参加
※調布消防署・消防団，調布南高校
生徒が協力予定

12:15避難所開設訓練
12：50消防士による心肺蘇生とＡＥ
Ｄデモンストレーション
13:00避難所運営訓練４つのコー
ナーに分かれた訓練（アルファ米炊
き出し/三角巾を使った怪我の手当
て/ＡＥＤの用演示/起震車体験/仮
設トイレ設置）
13:40片付け
14:00反省会
14:15-15:00防災備蓄倉庫整理・点
検

※起震車は雨天中止

「命」の授業
＠各教室

通常授業

13：30～避難所運営訓練
①校長あいさつ
②ちょうわ地区協議会会長あいさ
つ
③顔合わせ（自己紹介）
④訓練内容説明（主幹教諭）
⑤簡易トイレ説明・設営（市職
員）
⑥備蓄倉庫点検（全員）
⑦緊急時給水口の確認（全員）
⑧終わりのあいさつ（副校長）

※石原小学校地区協議会の主催によ
り，調布中学校と合同で実施＠石原
小
13：15～14：00
・防災標語表彰
・避難所運営の確認・トイレの組
立・設置訓練
14：00～15：30専門家による避難所
開設講習
テーマ：「救急・防災・減災」

内容：①ＤＶＤ視聴「キミの命を守りたい」，②防災講
話，③地域防災・初期防災（搬送訓練・救出訓練・通報訓
練等）の演示の見学
※事前に、消防署から生徒会役員等に演示，説明をしても
らう。
講師：調布消防署

防災講演会
＠第１体育館

9:25～10:10 10:35～11:20

「命」の授業
＠各教室

公開授業
＠各教室

防災啓発講話
※全児童参加
＠体育館

テーマ：地震から自分
の身をどう守るか
講師：ＮＰＯ法人日本
防災環境

シミュレーションの検証
引き渡し訓練

神代中学校
※一部上ノ原小
学校と合校実施

23 第三中学校

19 布田小学校

21

調布中学校
※一部石原小学

校と合校実施

22

20 調和小学校

公開授業
＠各教室

通常授業

11:00～

シミュレーションの検証
11:50引き渡し訓練＠各

教室
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学校名 １校時目 ４校時目 避難所開設・運営訓練２校時目 ３校時目

8：50～9：40 11：24～ 13：15～14：30

8：50～9：40 11：24～ 13：00～14：00

8:45～9：35 11：24～ 13：50～14：45

9：00～9：50 11：24～ 13：30～15：45

8：45～9：35 11:24～12:15 13：30～14：30

講話の振り返り
保護者･地域向け防
災啓発講話

演題：「東日本大震災
の現実」と「避難訓練
への心構え」
講師：調布警察署・第
八中教員

11：00～11：24

学活
（避難訓練・引き渡し訓練の説明）

シミュレーションの検証
11:50～12:15引き渡し訓

練

9：45～10：35 10：45～11：20

保護者・地域向け防災啓発講演会
＠体育館

※全生徒も参加

テーマ：大震災などの際に備え、今私たちにできること
を学ぶ
講師：元石巻市立門脇小学校長　鈴木洋子氏

「命」の授業　＠各教室
　１年　震災について
　２年　震災の中で
　３年　語りかける目

シミュレーションの検証
11:50～12:15引き渡し訓

練

※緑ヶ丘小学校と連携（＠第八中）

地域防災訓練
13：30～
・顔合わせ（自己紹介）
・アルファ米づくり
・校内・体育館など避難所に必要な
施設・設備の確認，操作（ＡＥＤ・
無線等）等
・備蓄倉庫確認
・避難所におけるトイレの確保と管
理

「防災講話」＠体育館
　講師：公益社団法人「未来サポート
石巻」語り部　山田葉子氏
　テーマ：「被災者が伝える避難所運
営」

「命」の授業（内容は仮）
＠各教室
　１年　大津波を生き抜いた１８４人
の子供たち
　２年　うまれてきてくれてありがと
う
　３年　「3月11日」「いい話」を見
て

シミュレーションの検証
11:50～12:10引き渡し訓

練

13:50生徒ボランティアが参加

避難所開設訓練
①体育館に仮設居住スペース作成
②防災備蓄倉庫の開放・点検
③避難所運営マニュアルの読み合
わせ
④組立トイレ設置訓練
①仮設トイレ作業グループと②炊
き出しグループに分かれて活動

10：45～11：10

「命」の授業
＠各教室

9：45～10：35

保護者・地域向け防災啓
発講話

＠若葉小体育館

テーマ：災害時における応急救
急手当の方法やアルファ米炊き
出しについての体験活動
講師：若葉小学校学校支援地域
本部

公開授業

演題：首都圏直下型地
震の災害に備えて
講師：調布消防署員

※ボランティア生徒参加

①AED応急手当の演習等
②防災ボランティアの訓練：避難所
の設営の実践（トイレ設営）

※３年生全員が避難所運営訓練に参
加

避難所運営訓練（3年生全員）
（マンホールトイレの設営/応急手
当（三角巾など）/AED操作訓練/救
出・搬送訓練）＠体育館
14：15訓練終了
14：30反省会
※四つ葉学校防災協議会と連携

10：00～10：50

※10：50～消防署による
３０分程度「災害につい

て」講話
11：24発災→避難→消防

署講評の予定

シミュレーションの検証
11:40～12:15引き渡し訓

練(1・2年)＠各教室

防災シミュレーション学習
＠体育館

保護者･地域向け防
災啓発講話

「命」の授業　＠各教室
　１年　命を見つめ命を支える
　２年　限りある命と感謝
　３年　生きる力

シミュレーションの検証
11:50～引き渡し訓練

※３年ボランティア生徒参加

～13：00アルファ米炊き出し
13：00雛所開設・受付開始までの流
れの確認（市職員主導：避難所にお
けるトイレの確保・管理）

9：50～11：00

10：40～11：24

「命」の授業
（命の大切さを考える）

＠各教室

9：50～10：40

28
第八中学校
※一部緑ヶ丘小
学校と合同実施

24
第四中学校
※一部若葉小学
校と合同実施

26 第六中学校

25 第五中学校

27 第七中学校
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