
     資料３

組織名 人数 学校名等 （学年等）

1 県立鶴嶺高等学校 ＪＲＣ 8 すぎの子クラブ 児童 非行防止かるた 30

2 県立川崎高等学校 ボランティア部 21
川崎市立東大島小学校、川崎市立東門前
小学校、宮前小学校わくわくプラザ

１・２・３年生、
全校生徒、児童

万引き防止、規範意識醸成
をテーマにした紙芝居

1143

3 県立二俣川看護福祉高等学校 風紀委員 28
ふれあい警察展
横浜市立中尾小学校　他５校

来場者
４年生他

かるた・パネル展示
万引き防止をﾃｰﾏにした寸劇

771

4 県立釜利谷高等学校 かまりやサポートチーム 42
横浜市立能見台南小学校
横浜市立金沢小学校　他２校

２年生　他
万引き防止をﾃｰﾏにした紙芝
居

358

5 私立橘学苑高等学校 演劇部 10 横浜市立旭小学校 ４・５・６年生
万引き防止をﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝ
ﾄを利用した紙芝居

380

6 県立生田東高等学校 ＪＲＣ 10 川崎市立生田小学校 ２年生
万引き防止をﾃｰﾏににﾊﾟﾜｰﾎﾟ
ｲﾝﾄを利用した紙芝居

67

7 県立愛川高等学校 生徒会 12 愛川町立愛川中原中学校 １年生
ｻｲﾊﾞｰ犯罪被害防止をﾃｰﾏに
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを利用した寸劇

130

8 県立麻生高等学校 メディア研究部 26
川崎市立千代ヶ丘小学校
川崎市立金程小学校

6年生
情報ﾓﾗﾙ等ををﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟｲ
ﾝﾄを活用した寸劇

167

9 県立市ヶ尾高等学校 女子バレー部 15 横浜市立鴨志田中学校 全校生徒
いじめ防止をﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝ
ﾄを利用した自作の寸劇

275

10 県立相模原総合高等学校 演劇部 18 相模原市立大島小学校 ２・４年生
万引き、いじめ・暴力防止
をﾃｰﾏにした寸劇

220

11 私立立花学園高等学校 演劇部 60
大井町立上大井小学校
開成町立開成小学校　他３校

５・６年生
１･２年生　他

万引き防止をテーマにした
寸劇

1539

12 県立旭高等学校 演劇部 3 横浜市立笹野台小学校 １～４年生
万引き防止をﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝ
ﾄを利用した寸劇

440

13 県立厚木高等学校 厚木中卒業生 6 厚木市立厚木中学校 １年生
ｻｲﾊﾞｰ犯罪被害防止をﾃｰﾏに
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを利用した寸劇

280

14 県立大和南高等学校 教科選択者 8 大和市立上和田小学校 ２年生
万引き防止をﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝ
ﾄを活用した非行防止教室

60

15 県立横須賀高等学校 ラグビー部 31 児童養護施設春光学園 児童
万引き防止をﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝ
ﾄを利用した紙芝居

57

16 県立足柄高等学校 放送部 24
和田河原学童
岩原学童　　　他３所

児童
いじめ防止をテーマにした
紙芝居

189

17 県立保土ヶ谷高等学校 生徒会 14 横浜市立川島小学校 全校生徒
いじめ・暴力をﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟ
ｲﾝﾄを活用した寸劇

490

ｻｲﾊﾞｰ犯罪被害防止をﾃｰﾏに

NO 開催校 内容

　本事業は、高校生が講師になり、小学生や中学生と一緒に社会のルールやきまりを学び、その大切さに気づかせてい
く取組みで、高校生はもとより、小学生や中学生の社会規範やコミュニケーション能力の向上を目的としています。多
くの高校が様々な工夫をして開催しており、参加した小学生や保護者の方々からも好評を得ています。

参加者
概数
人数

対象実施母体

平成26年度「高校生と一緒に社会のルールを学ぼう」

18 県立厚木西高等学校 生徒会 7 厚木市立森の里小学校 6年生
ｻｲﾊﾞｰ犯罪被害防止をﾃｰﾏに
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄを利用した寸劇

60

19 県立小田原総合ビジネス高等学校 生活委員会 3 小田原市立山王小学校 ５・６年生
規範意識醸成をﾃｰﾏにﾊﾟﾜｰﾎﾟ
ｲﾝﾄを活用した非行防止教室

70

20 県立三浦臨海高等学校 声優部・演劇部 21
三浦市立上宮田小学校
三浦市立初声小学校

４年生
万引き防止をテーマにした
紙芝居

144

21 県立逗葉高等学校 演劇部 9 沼間小学校学童 児童
万引き防止をテーマにした
寸劇

31

22 市立横浜商業高等学校 生徒会 8 横浜市立日枝小学校 ３･４年生
いじめ・暴力をテーマにし
たﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ

230

23 県立綾瀬西高等学校 ダンス部 9 綾瀬市立綾瀬西小学校 １年生
いじめ暴力をテーマにした
寸劇

130

24 私立緑ヶ丘女子高等学校 教科選択者 8 横須賀市立汐入小学校 １～６年生
万引き防止をテーマにした
紙芝居

110

25 私立横浜隼人高等学校 演劇部 10 横浜市立善部小学校 １～６年生
万引き防止をテーマにした
寸劇

425

26 県立相模原青陵高等学校 教科選択者 15 相模原市立若草小学校 ２・４年生
万引き、いじめ・暴力防止
をﾃｰﾏにした寸劇

124

27 県立茅ヶ崎北陵高等学校 生徒会 9 茅ヶ崎市立小出小学校 １・２年生
いじめ・暴力をテーマにし
た寸劇

109

28 私立鎌倉学園高等学校 インターアクト部 39
おさか子どもの家
おおふな子どもの家　他２所

児童
いじめ・暴力をテーマにし
た寸劇

185

29 県立相模原中等教育学校 サイバー防犯ボランティア 11 県立相模原中等教育学校 １年生
情報モラルをﾃｰﾏにしたﾊﾟﾜｰ
ﾎﾟｲﾝﾄ

160

30 県立横須賀明光高等学校 生徒会 8 横須賀市立神明小学校 １・２年生
いじめ・暴力をテーマにし
た寸劇

180

31 県立上鶴間高等学校 有志 9 相模原市立上鶴間小学校 ５年生
いじめ・暴力をテーマにし
た寸劇

80

32 県立住吉高等学校 マルチ・メディア部 11 川崎市立苅宿小学校 ２年生
いじめ・暴力をテーマにし
た寸劇

88

33 県立新羽高等学校 演劇部 7 横浜市立新羽小学校 １年生
いじめ・暴力をテーマにし
た寸劇

88

合計 520名 合計 約8810名

○　本事業は、県教育委員会と県警察本部が連携して取り組んでおり、開催する高校については、開催まで警察本部
　少年育成課・生活安全総務課生活安全サポート班・管轄警察署生活安全課（少年担当係）等が必要な指導・協力を
　行っています。

○　市立高等学校（市教育委員会経由）、私立高等学校（県私学振興課経由）についても、県教育委員会が事業実施
　に際して協力しています。

○　平成26年度の実施校数は県立高校27校　市立１校　私立５校です。

○　今後、実施を予定している高等学校も数校ありますが、これからも実施希望校を募っていきます。

○　開催場所は、小学校36校、中学校４校、学童・幼稚園等11箇所、その他２箇所です。

○　今後、実施を予定している高等学校も数校ありますが、これからも実施希望校を募っていきます。


