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小学校 中学校 高等学校 高 専 特 小 特 中 特 高 幼稚園 保育所 合 計

各

教

科

理科 3 3
図画工作・美術 0
技術・家庭 1 1
農業 2 2
工業 6 6

保健体育

水泳 3 1 2 1 7
体操 1 1 1 3

器械体操
マット運動 1 1
跳箱運動 2 2
鉄棒運動 2 2

陸上競技 持久走・長距離走 3 3
走り高跳び 1 1

球技

サッカー 3 5 8
テニス 1 1
ソフトボール 1 2 3 6
バレーボール 1 1 2
バスケットボール 1 1 4 6
バドミントン 2 1 3
その他 1 1

武道 柔道 1 1
その他 5 2 7

総合的な学習の時間 2 1 1 4
自立活動 1 1 2
国語 3 3
音楽 3 1 4
その他 (保育中を含む) 2 2 2 1 2 13 14 36

特

別

活

動

学級活動

ホームルーム 1 1 2
給食指導 5 1 6
清掃 7 5 1 13
その他 4 2 6

児童会・生徒会活動 0

体育的クラブ活動
球技 サッカー 1 1
武道 0
その他 スキー 1 1

文化的クラブ活動 0
生産的クラブ活動 0
その他 1 1

学

校

行

事

儀式的行事 0
学芸的行事 1 1
健康安全的行事 0

体育的行事

運動会・体育祭 2 1 3
競技大会 1 1
球技大会 2 3 5
その他 1 2 3

遠足・集団宿泊的行事

遠足 2 2
修学旅行 2 2 4
集団宿泊的行事 2 2
その他 1 1

勤労生産・奉仕的行事 1 1
その他 0

課

外

指

導

体育的部活動

水泳部 0
体操部 1 1 2

器械体操部 跳箱運動 1 1
その他 1 1

陸上競技部
持久走・長距離走 1 1
投てき 1 1
その他 1 1

球技

サッカー部 2 8 9 1 20
テニス部 3 3 6
ソフトボール部 5 1 6
野球部 1 16 50 67
バレーボール部 1 4 2 7
バスケットボール部 1 8 11 20
ラグビー部 1 4 5
卓球部 1 1
バドミントン部 2 1 3
アメリカンフットボール部 2 2
ハンドボール部 1 1
ホッケー部 2 2

武道

柔道部 2 2 4
剣道部 1 1
相撲部 2 2
弓道部 1 1
空手部 2 2

その他 2 2
文化的部活動 2 5 2 9
その他 1 1 2

休
憩
時
間

休憩時間中 37 15 3 1 56
昼食時休憩時間中 24 13 2 1 1 41
始業前の特定時間中 5 5 1 11
授業終了後の特定時間中 8 6 2 1 17

寄宿舎 0
技能連携 0
通

学

(

園)

中

登校 (園) 中

徒歩 2 1 3
自転車 4 6 10
原動機付自転車 1 1
自動車 0

下校 (降園) 中
徒歩 7 2 1 10
鉄道 1 1
自転車 2 6 8

通学に準ずるとき 1 1
合 計 145 149 163 3 1 3 6 13 14 497
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授業中に中庭に出て走っていたところ､ 歩いていた他の児童にぶつかり､ 口元を強打した｡

理科室でデンプン反応の実験のため水を入れた

ビーカーに葉をいれてアルコールランプで熱して

いた｡ 本児童が割り箸で中に入れている葉を広げ

ようとしたところ､ 向側にいる友人が自分もやろ

うとしてビーカーの上で割り箸を左右に振ったた

め､ ビーカーに当たりビーカーが倒れ､ お湯が左

下肢にかかった｡

理科の観察授業中､ 温度計で気温を測定中､ 他の児童の温度計が一定しない様子を通りがかっ

た児童が見て､ からかうような言葉を言った｡ それを聞いて本児童が笑ったところ､ 笑われた

児童が本児童の右耳をたたいた｡
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家庭科の授業中にガスで炊飯をしていたところ､ 突然､ テーブル下で引火し､ 近くにいた本

児童が下肢に火傷を負った｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

小学校 中学校 高等学校 高等専門学校 特 小 特 中 特 高 幼稚園 保育所 合 計
歯 牙 障 害 �� �� �� � � � � � � ���

視 力 ・ 眼 球 運 動 障 害 �	 	� 		 � � � � � � ��


手 指 切 断 ・ 機 能 障 害 � � �� � � � � � � ��

上 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 � � � � � � � � � ��

足 指 切 断 ・ 機 能 障 害 � � � � � � � � � �

下 肢 切 断 ・ 機 能 障 害 � � � � � � � � � ��

精 神 ・ 神 経 障 害 � �
 �� � � � � � � 	�

胸 腹 部 臓 器 障 害 	 � � � � � � � � ��

外貌・露出部分の醜状障害 �� �� �� � � � � 
 �� ���

聴 力 障 害 	 � � � � � � � � �

せ き 柱 障 害 � � � � � � � � � �

そ し ゃ く 機 能 障 害 � � � � � � � � � �

合 計 �	� �	� ��� � � � � �� �	 	��

��
�� 小５年・男 ����

��
�� 小６年・女 �������	����

��
�� 小４年・女 ����

��
�� 小６年・男 �������	����
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プールサイドを歩いていて友人と接触し､ 膝をついて転倒した｡ その際に､ 消火栓のケース

に前額をぶつけた｡

水泳学習に行く際にプール入り口の階段で足を踏み外し､ おでこを階段のふちに強くぶつけ

て前額部を切ってしまった｡

プールサイドで座っていた際､ 友人に後ろから

乗られて背中と首を負傷した｡

�� �

組み立て体操の練習で､ ３人技の ｢滑り台｣ を

行なっていた際､ 本児童は真ん中で技をしていた

ところバランスを崩して地面に倒れ､ 手をつくこ

とができずに顔面を打ち擦り傷ができた｡

�����
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鉄棒の練習をしていて踏み越し降りをしようとしたところ､ バランスを崩して後ろ向きで地

面に落ちた｡ とっさに右手をついたが向きが悪く､ 右肘に無理な力が加わり負傷した｡

鉄棒の練習中､ 勢い余って鉄棒から手が離れてしまい､ 前歯を鉄棒に強打した｡

� ����

跳び箱の練習をしていた際､ 着地に失敗し､ 自分の膝に左目をぶつけた｡

跳び箱に手をつかずに跳ぼうとして､ 前方に左腕から転倒した｡

�� 	

� 	
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ソフトボールの試合で打者が打った後にバットが手から離れて飛び､ そのバットが近くに立っ

ていた本児童の顔面に当たり負傷した｡
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��� 小１年・女 ������������


��� 小２年・男 ������������


��� 小５年・男 �����


��� 小６年・女 ������������


��� 小５年・女 �� !�"#��


��
� 小６年・男 $%��


��

 小３年・男 &'�()����


��
� 小５年・男 �� !�"#��


��
� 小５年・女 ������������

小学校：[Ⅰ] 各教科 (３) 保健体育
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バスケットボールをしていた時に､ 相手チームの児童が投げたボールを受けようとして､ 誤っ

て右眼にボールがぶつかった｡

� ��

タグラグビーをしていて､ トライを防ぐためにガードしていたとき､ 友人に足をすくわれ後

頭部から転倒し､ 頭を強く打った｡

����

体育の時間に病院へ行くために早退するので見学して母親を待っていた｡ 時間になっても母

親がなかなか来ないので､ 気になって時計を見に行った｡ 見学場所へ戻ろうと走っていたとき､

鉄棒が目の前にあることに気付かずに左上眼瞼を鉄棒にぶつけてしまい､ その際に切れてしまっ

た｡

ボールを使ったゲーム中に他の児童とぶつかり､ 本児童の上前切歯と他の児童の頭部が衝突

し負傷した｡

リレーで本児童が走り終わった後､ 友人が大きな石を投げ下ろしているのを見て､ 取り上げ

て注意をしようとした際､ タイミングが悪く石と石の間に右手人差し指を挟み負傷した｡

ボールを使った折り返しリレーをしていて､ ボールを持って戻ってきた友人からボールを受

取る際､ 勢い余って顔と顔がぶつかり左頬が切れ､ 友人の折れた歯が刺さった｡

他方向から走りこんできた他の児童と衝突し､ 顔の左側を打った｡

�������	
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スキー体験学習中に林間コース出口にて本児童が前を滑る児童を追い抜いたところ､ 雪に足

を取られ転倒した｡ そこへ後続の児童が接触して転倒し､ スキー板が左眼球に当たり負傷した｡

花園から除去した花を４人でリヤカーで運んでいて､ 途中で２人がリヤカーを離れ､ 下り坂

で１人が支えきれずに手を離した際､ 本児童が１人でリヤカーを支える形となり､ 転倒してリ

ヤカーと通路の間に右足をはさまれ受傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

�����	 小６年・女 ���������

�����
 小４年・男 �������

������ 小１年・女 �������� !��

������ 小２年・男 "#��

����� 小２年・男 $%&'�()��

������ 小４年・女 �������� !��

������ 小５年・女 �������� !��

������ 小６年・男 ���������

������ 小６年・男 �������� !��
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図書室から教室へ帰るとき､ 友人と手をつないで走りながら階段を下りていて階段のへりに

つまずき､ 友人に手をひっぱられるかたちで転んだため左手を階段の床に打ちつけた｡

授業中にプラスチックの��㎝ものさしを折った際､ その破片が右眼に当たった｡

図書室で読書をしていたとき､ 友人とふざけて鬼ごっことなり､ 図書室前の廊下を走った際､

床に水がこぼれていたため､ 滑って転倒して柱の角に額を強く打ちつけ出血した｡

����	

リコーダーのテストのときに､ 順番が来るまで運動場でリコーダーの練習をするよう指示を

され､ ジャングルジムの上にあがり練習していたが､ 自分の番が来たので降りているとき､ 後

頭部をジャングルジムの鉄に打ち､ 反動で頭が前に倒れ､ 持っていたリコーダーの先が下前歯

に当たり負傷した｡

順番にリコーダーを吹かせていて､ リコーダーを吹き終わった他の児童が､ つばを出そうと

リコーダーを振った際､ 後ろに座っていた本児童の右眼のすぐ下に当たり負傷した｡

授業中にクラスの児童同士がけんかをしていて､ リコーダーで相手を叩きに行ったところ､

相手がそれを足で受けたためにリコーダーの下の部分が飛んで行き､ 離れていた本児童の歯に

当たった｡

�
���

生活科にて話し合い活動をしていた時に､ 落書きをした､ しないの言い争いが始まった｡ そ

の１人の児童が他の児童のノートに落書きをしようと､ 持っていた鉛筆を振り上げたところ､

背後を通りかかった本児童の左眼に当たった｡

鼓笛の時間に図工室で中太鼓の練習中､ 同じ中太鼓をやっていた児童が自分のバチで他の児

童のバチをはじいた際､ そのバチが飛び､ そばにいた本児童の右眼に当たった｡

��

������ 小１年・女 �������	
��

������ 小２年・男 ��������

�����	 小２年・男 �������	
��

�����
 小３年・男 ���

������ 小４年・女 ��������

������ 小５年・男 ���

������ 小２年・男 ��������

����� 小６年・男 ��������

小学校：[Ⅰ] 各教科 (５) 国語
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劇を観たあとに､ 体育館で自由に遊んでいたとき､ 友人の放りあげた靴が､ 偶然､ 本児童の

眼鏡にぶつかり右眼を負傷した｡

����	

給食指導中に副菜が食べきれない量だと思い担任に減らしてもうらおうと配膳台に向かって

歩いていた際､ 友人のいすに足をぶつけ､ 皿を持ったまま前に倒れ､ 割れた皿の上に顔がかぶ

さるように倒れたために顔面を負傷した｡

給食時間になったので､ 急いで教室に戻ろうと図工室から廊下に出たとき､ 先に出た児童が

急に方向を変えたのでぶつかった｡ そのときお互いに釘打ちの作品を持っていたので､ 相手の

作品が右頬をかすり､ 切れた｡

給食準備中に本児童が友人の背中からわきの下をくすぐったので､ 友人がびっくりして立ち

上がろうとした際､ 本児童の口にぶつかった｡

給食配膳中に席に座っていたところ､ 他組の児童にちょっかいをかけられた｡ そのうちに他

組の児童が竹尺を投げ､ 振り向いた本児童の右眼に当たった｡

給食指導中に男子児童と女子児童が言い争い､ 図書室で互いにたたいたり蹴ったりしていて､

男子児童が教室に戻ろうとした際､ 本児童にたたくふりをしたので本児童が男子児童を押した

ところ､ 殴られ右眼を負傷した｡

�
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水拭きで廊下が滑りやすくなっていたところ､ 足を滑らせて転倒し床に顔面を強打した｡

廊下で他の児童が防火扉を引っ張り出していたのを止めようとしていた際､ その児童が急に

元に戻したので､ 本児童の右手中指が壁と扉の隙間に巻き込まれた｡

投てき板設置付近の運動場にプラスチック製玄関マットの一部が落ちていた｡ それを他の児

童がゴミ集積場に捨てに行く途中で防球ネットにめがけて投げた｡ 投てき板の後ろにいた本児

童が突然出てきたため､ 右眼にマットの一部が直撃し負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

����� 小１年・男 �������	


����� 小２年・女 ���������	


����� 小３年・女 ���������	


����� 小４年・男 ��	


����� 小６年・男 �������	


����� 小６年・女 �������	


����� 小２年・男 ��	


����� 小２年・女 �������	


���� 小５年・男 �������	




友人と消しゴムを転がして遊んでいた際､ 友人が本児童に向かって投げた消しゴムが近距離

で左眼を直撃した｡

廊下でクイズの話に加わろうと友人に話しかけたところ､ いきなり右眼付近を殴られた｡

理科室の清掃中､ 入り口の戸を自分で誤ってたたいてしまい､ 勢いあまってガラスにも手が

当たり､ ガラスが割れて手首を切った｡

体育館の清掃中､ 本児童は体育館の入り口近くに知り合いを見つけて走っていった｡ ガラス

扉に気づかず突進したため､ ガラスが割れて顔と手に裂傷を負った｡

����

フリスビーでドッジボールをしていて､ 取ろうと滑り込んだところ､ 先に滑り込んだ児童の

頭に右眼をぶつけた｡

お楽しみ会でチョコいちごを作る用意で､ チョコレートを湯せんにかけるためのお湯を鍋で

沸かしていた｡ 放課後になったので､ 教師は鍋に近づかないよう呼びかけたが､ 本児童はよく

見ようと､ 教師の後ろを通って近づき､ コードに足を引っかけ､ 左臀部から足にかけてお湯を

かぶってしまった｡

卒業式の準備中に友人と２人で段ボールに入った文鎮を運んでいた際､ 床がワックスで塗り

たてのため足を滑らせ転倒した｡

ゲーム (うさぎ狩り) 中､ うさぎ役をはさみうちして捕まえようとした際､ 逃げられて､ 勢

いがつきすぎ友人と正面衝突した｡

�������	
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� ����

至近距離から蹴ったサッカーボールが左眼に当たり受傷した｡

����

� ���

放課後､ 山へスキークラブの練習のために行った｡ 本児童が斜面を滑り降りていくと､ 下か

��

��	
�� 小５年・男 	
������

��	
�� 小６年・男 	
������

��	
� 小６年・男 ���������

��	
�� 小６年・男 ��������� ��

��	
�� 小１年・男 	
������

��	
�� 小１年・女 ��������� ��

��	
�� 小５年・男 !"��

��	
�� 小６年・男 ��������� ��

��	
�� 小６年・男 	
������

��	
�� 小４年・男 	
������

小学校：[Ⅱ] 特別活動 (１) 学級活動



ら登ってきた女子児童が坂の途中でバランスを崩し､ ストックが振れ､ すれ違いざまに本児童

の右眼に当たり､ 負傷した｡

������

学習発表会の練習のため､ 教室から車いすで体育館に移動した｡ 体育館の入り口で車いすを

降り､ よつんばいをして４ｍくらい行ったとき､ 身体のバランスを崩して左腕をうまくつくこ

とができず､ 床へ顔面をぶつけてしまった｡

�	
���
�������

���

スキー教室の講習中に林道コースを滑走していた際､ 前を滑っていた友人が急に進路変更し

たため､ 本児童もバランスを崩して友人と接触してコンクリートの壁に顔面をぶつけた｡

������������

� �

昼食後､ 公園の中央にあるコンクリート山で遊んでいたところ､ 頂上の取り合いとなり､ 誰

かに押されて体のバランスを崩して落下した｡

自由行動時間中に公園で斜面を駆け下りて転んだ際､ 側溝の縁に歯をぶつけた｡

��������� ��

大掃除の際､ 雑巾を洗おうと並んでいたところ､ うしろから雑巾を当てられ､ 払いのけよう

として雑巾を投げた児童ともつれバランスを崩し､ 壁に前額部を強打した｡
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ゴールキーパーをしていて､ ゴールを外れたボールを取りにいこうと駆け出したところ､ す

ぐ横にゴールポストがあるのに気付かずに走ったため､ 顔面をゴールポストにぶつけて歯を負

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

	
��� 小３年・女 �	
�

	
��	 小５年・男 �	
�

	
��� 小３年・男 �	
�

	
��� 小３年・男 �	
�

	
��� 小１年・女 ���������
�

	
�� 小６年・男 �	
�



傷した｡

練習中､ オフェンスの児童の蹴ったボールが､ 本児童の左頬から耳にかけて当たった｡
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グループに分かれてバッティングの練習をしていた｡ 交代の合図があったので､ ボールを集

めながら打つ場所へ近づいたところ､ バッターの児童が交代せずにもう一球打ったために振っ

たバットが口元に当たり､ 前歯が１本抜け落ち､ まわりの歯も負傷した｡

� ���	�
�

トレーニングとして､ ブリッジから壁伝いに足を上げていき､ 最後に壁を蹴って立ち上がる､

というメニューを繰り返していたところ､ ２回目で腰がグキグキと鳴り､ ３回目で仰向けの状

態で床に落ち､ 首を捻った｡

� ����	�
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試合をしていてドリブルで攻めている際､ ディフェンスをしようとした相手の手が左眼に当

たった｡
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吹奏楽部活動後に音楽準備室で楽器の清掃用具を取ろう

として､ ティンパニーの上部についている調節用金具に左

大腿部が強く接触し､ 負傷した｡

吹奏楽部の練習に本児童は遅れてしまったため､ 楽器を

取りにとなりの部屋に行こうとした｡ ドアを開けようと取っ

手を持たずに､ ガラス部分に右手をついた際､ ガラスを割っ

てつきぬけ､ あわてた本児童はその手を引き抜き､ 割れて

いたガラスで右腕を切ってしまった｡

�����

陸上記録会のハードル練習中にハードルのバーに足首をひっかけた際､ 転倒し右膝を強く打

ち負傷した｡
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雪の積もった運動場のサッカーゴールで本児童

と友人が遊んでいた｡ ｢ゴールの網の上にボール

を乗せて､ 網をゆすってボールを落とす｣ 遊びを

していたところ､ 手足や下の前歯が網に引っかかっ

た｡

運動場東側でへびを見つけつかまえたところ､ 左手中指を咬まれた｡

トイレへ行こうと廊下を走りトイレの前ですべり､ そのまま入り口のドアに額をぶつけた｡

体育館で集会活動が開催されていた｡ 本児童は活動に参

加するため､ 休み時間を利用して１人で体育館を訪れた｡

体育館にはブライトヒーターが設置されており､ 本児童は

ヒーターの柵 (簡易的なカラーコーンの柵) を乗り越え背

中を向けて暖をとっていたため背中から首筋あたりに火が

付いた状態になった｡

廊下で追いかけっこをしていて､ 捕まえた相手に顔を引っ

かかれた｡

鉄棒に座って遊んでいた際､ 誤って前から落下し､ 顎と口を切った｡

本児童が教室へ入ろうとした際､ 廊下へ出ようとした他の児童と出会いがしらに衝突した｡

数人の友人と男子児童トイレに入って遊んでいて､ 個室の仕切りの部分によじ上った際に､

左手親指を閉まってきたドアの隙間にはさんだ｡

鬼ごっこをしていた際､ 他の児童と衝突し､ 頬に歯がぶつかり挫創を負った｡

教室から外に出ようと走っていて､ 机の脚に引っかかって倒れ､ 左眉を机の角に打ち切れた｡

男が教室内に侵入し､ 児童及び教官を次々に刺す事件が発生した際､ その凶行をすぐ傍らで

目撃する｡
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屋上にある一輪車を早く取ろうとして走っていた｡ その際に転倒し､ 廊下の柱の角に顔が当

たり､ 左眉上部を裂傷した｡

一輪車に乗っていてた際に､ 方向転換をしようとしてバランスを崩し､ コンクリートの通路

に額を強打する｡

運動場へ出ようと走っていて急に右へ曲がった際､ うしろから走ってきた他の児童と衝突し､

その勢いで渡り廊下の柱の角で額を切った｡

廊下を走っていた児童同士が衝突し､ 相手のおでこが本児童の右眼にぶつかった｡

本児童は砂場を助走をつけて飛び越そうとしたとき縁につまずき､ 近くの壁に左側頭部をぶ

つけた｡

４時限目の終了後､ 女子児童の給食当番を更衣室に呼びに行った｡ 廊下から呼びかけたが中

から返事がなかったので､ 扉のガラスを何度か激しくたたいた｡ 最後に勢いよくジャンプしな

がら右肘でたたいたために､ ガラスが割れ負傷した｡

運動場に出ようとして､ 他の児童の頭と出会いがしらに廊下で衝突した｡

他の児童と走ってトイレに入ろうとしたところ､ 二人でぶつかり､ その反動でトイレ入り口

の壁の角に額及び頭部を打ち､ 負傷した｡

運動場で一輪車に乗って遊んでいた際､ 朝礼台

につかまろうとしてつまずき､ 朝礼台内側の脚の

部分に額をぶつけて負傷した｡

体育館通路清掃終了後に教室に向かって本児童と友人が互いにつかまえっこをしながら歩い

ている際に､ 本児童が友人にうしろからつかまえられるようになり､ 手をつくことができず顔

面から廊下床面に転倒した｡

教室で友人と遊んでいて足を滑らせバランスを崩し､ 床に顔面を強打した｡

廊下で友人と遊んでいた本児童は､ ふざけ合いから２人が絡み合う形となり､ バランスを失っ

たために教室の窓ガラスに右腕から衝突し前腕部を負傷した｡
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担任教諭が本児童に対し､ つば吐きをやめさせる指導として口の中に手を入れ舌を引っ張る

という行為を継続的に行った結果､ 不登校状態に陥り､ 心に大きな傷を負うことになった｡

３階図書室でかくれんぼをしていて､ 窓のカーテン

裏に隠れようとした際､ 足を踏み外し地上のコンクリー

ト製のベランダに転落した｡

教室で他の児童２人が手袋を投げて遊んでいて､ 本

児童がその１人をつかまえようとした際､ 制服をつか

まれ振り回されたので､ 本棚の角に顔面をぶつけて負

傷した｡

教室の入り口の建具を手で持って身体を前傾させてバランスをとっていた際､ 自分でバラン

スを崩し廊下の床で顎を強打した｡

逆上がりの補助ベルトを使って鉄棒を行なっていたところ､

２周目に突然ベルトが切れた｡ その際に鉄棒から手を離して

しまったため､ 顔面から地面に落下し､ 顔面を強打した｡

すべり台で上からうつぶせになって滑り降りたとき､ 下か

ら男子児童が手すりを持って登ってきたために途中でぶつか

り合った｡ 驚いて起き上がろうとしたがバランスを崩し顔面

をすべり台に打ちつけた｡

本児童が少し離れてうしろ向きにガスストーブに当たっていた際に､ 室内で追いかけっこを

して走っていた児童が誤ってぶつかってきて､ 本児童は後方へ転倒しそうになり､ 両大腿部の

後方部が柵をしていなかったストーブに接触し､ 負傷した｡

昼休みの清掃準備のため３階の教室のうしろに下げてあった机の上を歩いていた際､ 下をの

ぞこうと手すりを持ったが､ 手が滑り､ 開いていた窓から転落した｡

本児童が､ プレハブ校舎のネットと校舎の間の落ちていたビニール袋を拾おうとしていた｡

２階にいた他の児童が落ちたものを見ようとガラス面に手を当てて窓を開けた｡ その際､ 窓が

サッシ枠ごとレールからはずれて落下し､ 窓ガラスが割れ､ その破片が左足のふくらはぎに当

たって切れた｡
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体育の水泳の授業後､ 更衣室で着替えている時に､ 巻きタオルを肩からかけた本児童の背中

を友人が押した｡ その際に転倒し､ 床に顔面を強打した｡

いすに座ろうとしたところ､ 男子児童がいすを引いたため､ 床に腰 (尻) を強く打撲した｡

ふざけて､ 本児童が教室のモップを押し付けたところ男子児童が怒って､ 本児童の頭を抱え

て足蹴りをした際､ 膝が左眼に当たった｡

友人が投げた筆箱が他の児童の肩に当たり消しゴムが飛び出した際､ 本児童の左眼に当たり

負傷した｡

男が教室内に侵入し､ 児童及び教官を次々に刺す事件が発生した際､ その凶行をすぐ傍らで

目撃する｡
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鬼ごっこをしていて､ 逃げようとして滑り台を反対側から駆け上がり､ 途中で飛び降りた際

に右手をついて負傷した｡

教室に走りながら入り､ バケツの回りの飛び散った水に足をとられて転倒した｡ その際に､

右側頭部と腰部を強く打った｡

大型のすべり台付きジャングルジムの上を歩いていた際､ 手を離してしまい地面へ右手より

落下し右側頭部を打撲した｡

校庭の土手で遊んでいたところ､ 植木の根につまづいて転倒し､ 左肘を地面に強く打ち付け

た｡

教室を出て､ トイレに行こうとして急に向きを変えたため､ 走ってきた他の児童にぶつかり､

廊下わきの金属製の雨具かけの先端に額を強くぶつけた｡

鉄棒で遊んでいて､ 他の児童に後ろから押してもらった際に鉄棒から手を離してしまい､ 地

面に顎を強打した｡

教室のドアから廊下へ出た際､ 陰から飛び出してきた他の児童と衝突し､ コンクリート製た
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たきに転倒した｡

運動場で､ 飛んできたプラスチック波板を拾ってうんていに打ち付けていたところ､ 数回た

たいたところでプラスチックの一部が左眼に当たった｡

昇降口脇のコンクリートの段差を走って飛び越えようとしたところ､ つまずいて転倒した｡

その際､ 顔面と左腕を負傷した｡

運動場脇の遊具で遊んでいたところ､ 足を踏み外し転倒した際に額を丸太の縁にぶつけ裂傷

を負った｡

急いで教室に帰ろうとして遊具 (肋木) に右手をかけ曲がろうとしたとき､ 右手中指が引っ

かかり切断した｡

教室から遊びに出ようとしていた本児童が走って出口へ向かっていたとき､ 両手でドアを押

しあけようとしたが､ 右手がガラス戸のところにぶつかり､ ガラスが割れて右前腕を切った｡

運動場にあるうんていにぶら下がっていたところ､ うん

ていの上を歩いていた他の児童が指を踏んでしまった｡ 指

がうんていから離れ落ちる際､ 地面を走っていた別の児童

とぶつかり地面に落ち､ 左腕を負傷した｡

２階の階段の途中で身を乗り出すような姿勢をしていた

ところ､ バランスを崩して１階の下段まで落ちた｡

ぶらんこの順番待ちをしていた｡ 禁止されている二人乗

りを他の児童がしていたために注意したが聞き入れないの

で､ ブランコを止めようと鎖をつかんだ際､ 本児童は引き

ずられて倒れ､ ブランコの板に口部を打ち､ 切れた｡

運動場の固定タイヤから木に飛び移ろうとして落ちた際に､ 体を支えようとして右手を地面

に強く突いた｡

他の児童に追いかけられトイレに駆け込んだところ､ 足を滑らせて転び､ 窓枠に前歯を打っ

た｡
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記念碑に置いてあった卒業年度が書かれた石が約１ｍの高さより落下してきて右手中指を負

傷した｡

鼓笛隊ドリルのハーモニカを立ち膝で吹く練習をしていたが､ 他の児童２名が言い合いをし

ており､ そのうちの１人が本児童の前に並んだ｡ そして立ち膝になろうとしたとき､ 気分が収

まらない児童が右足を後ろに振り上げてしまい､ 本児童の鍵盤ハーモニカに当たり､ 口にくわ

えていたマウスピースが思い切り前歯にあたり､ 破折してしまった｡

サッカーをして遊んでいたとき､ 友人の蹴ったボールが右眼に当たった｡

鬼ごっこをしていて､ 本児童は窓際のストーブの上をカーテンに隠れて移動しようとした際､

窓が開いていたことに気付かず仰向けの状態で３階ホールから中庭に転落した｡

図工室で作品を作ろうとして､ 針金の束の中から針金を切って抜いていた際､ その針金が跳

ね返って､ 本児童の左眼に当たった｡

バスケットのボールを体育用具室に返しに行く際､ 何か異物が飛んできて本児童の右眼に当

たった｡

本児童は友人数名と落書きをして遊んでいた｡ その落書きに気付いた他の児童が追いかけた

ところ､ 女子トイレの入口に逃げたため､ 近くにあった筆箱 (ナイロン製) を投げた｡ そのと

き前にいた児童がよけたため､ ふいに左眼に筆箱が当たり左眼を負傷した｡
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本児童は､ 高さ１ｍの�字型平行棒に両足で立ち､ その下を友人にくぐらせていた際､ 以前

からかかとを痛めていたためバランスを失い落下した｡

朝清掃が終了し､ 教室に戻るため４階の階段の手すりに馬乗りになり滑り始めたところ､ 体

のバランスを崩して３階フロアに投げ出され倒れ､ 右腕と右側頭部を強打した｡

運動場でサッカーをしていた｡ ボールがフェンスを越え､ 学校の下方に落ちていった｡ 本児

童はフェンスをよじ登ったが､ 朝露でフェンスが濡れていて手が滑り､ その下にあるコンクリー

ト製の側溝に頭を強く打った｡
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������� 小６年・女 ������	


������� 小６年・女 ������	


������
 小６年・女 ������	


������� 小３年・男 �����	


������� 小４年・男 ������	


������ 小４年・男 ��	


小学校：[Ⅴ] 休憩時間 (２) 昼食時休憩時間中



校舎３階の階段手すりに体を乗せていたところ､ 身を乗り出しすぎて２階階段付近へ落下し

た｡

前日､ サッカーの練習に参加しており､ その際 ｢しんどい｣ と言っていた｡ 帰宅後も頭痛が

ひどく夕食もとらずに寝てしまった｡ 翌日の朝､ 教室出入口付近で倒れた｡

�������	
����

ジャングルジムで遊んでいたとき､ 高いところにぶら下がった状態から飛び降りたところ膝

で眼部を打撲した｡

ワックスかけをするために廊下に机といすを出し､ 廊下に出した机で招待状書きをしていた

他の児童に対し､ 本児童がからかいの言葉をかけけんかとなった際､ 持っていた鉛筆で左眼を

刺された｡

友人数人とサッカーゴールに登って遊んでいた際､ バランスを崩し転倒し､ ネットをかける

フックに左頬をひっかけた｡

下校のために歩いているとき､ 清掃をしている児童とぶつかり教室から廊下へ押し出される

ようにして飛び出た｡ そこへ廊下をスピードを出して走ってきた別の児童とぶつかり､ 跳ね飛

ばされるようにして床に転倒し､ 左上腕を強打した｡

校庭で低鉄棒の支柱の上に乗って話をしていた際､ 前回りでおりようとして､ 支柱に上顎前

歯部を強くぶつけた｡

校舎前の道路を走っていたところ､ 手に持っていた傘が路面に当たって転倒した｡ そのとき､

アスファルトの路面で前歯を打った｡

回旋塔で遊んでいた際､ 勢いよく回転したため手が滑り落下し､ 顔面と歯を打撲した｡

校旗を降ろそうとして校庭を歩いていた｡ その近くで他の児童が校庭の花壇から拾った木の

破片 (直径５ｃｍ) でキャッチボールをして遊んでいたため､ 本児童の右側部の額に当たって

しまった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 小６年・男 ����

������� 小６年・男 ����	��

������� 小１年・男 
�������

�����	
 小２年・男 
�������

�����	� 小２年・女 ������������

�����	� 小３年・男 ������������

�����		 小４年・女 ����

�����	� 小４年・女 ����

�����	� 小５年・女 ������������

�����	 小５年・女 ������������



������
�	
���

� �

電車から降り､ 前方にクラスの男子児童がいたので小走りで近寄った際､ つまずいて地面で

前額部を打った｡

弟とけんかになり､ 傘で下腹部を強くたたかれた｡

�
���

� �

同じ通学班の友人らと列に並んで歩いていた｡ 本児童が列から飛び出し､ 先に歩き出したの

でうしろにいた児童が注意しながら呼び止めた｡ その後､ 言い合いになってお互いに引っ張っ

たり押したり､ たたいたりして､ 負傷した｡

同じ方向へ帰るいつもの下校仲間と一緒に校門を出て､ 通学路を歩いていたが､ 本児童は遅

れだし､ １人で歩いて鉄道の線路に入った｡ カーブを曲がってくるレールバスに気がつくのが

遅く､ びっくりして逃げようと､ 走りかけたところで枕木につまずき､ うつぶせに転んだとこ

ろをレールバスに轢かれた｡

他の児童に追いかけられた際､ 転倒し左肘を強打し負傷した｡

道路を歩いていたところ､ うしろから走ってきた他の児童とぶつかり､ 前に転倒し地面に顔

面を強打し負傷した｡

本児童は他の児童の名前を呼びかける｡ 他の児童は､ 名前で呼ばれるのがいやになり､ 持っ

ていた傘を本児童に向けて振り回した｡ 本児童は気にせず歩いていたが､ 足を踏み出そうとし

た瞬間､ 振り回していた傘の柄の部分で足を引っ掛けられ路上に転倒した｡

自宅付近のマンションの駐輪場のチェーンに脚が引っかか

り転倒し､ 右腕を地面で強打した｡

横断歩道を走って渡りきったとき､ 前にいた友人が急に止

まり本児童も急に止まったため､ うしろから来た友人が本児

童を押してしまい､ 歩道と車道の境の手すりに額を打った｡

��

������	 小４年・女 �������	
��

������
 小５年・男 ������

������� 小１年・男 ��������

������� 小１年・男 ��������

������� 小１年・女 ��������

������ 小１年・女 �������	
��

������� 小４年・男 ��������

������� 小４年・女 ��������

������� 小５年・女 �������	
��

小学校：[Ⅵ] 通学中 (１) 登校中



� ������	
���

������
�	
���

�� �

授業中に友人がプールサイドから飛び込んだ際､ プール内にいた本生徒の顔面に友人の膝が

当たった｡

�� �

体育祭のマスゲームの練習中に組み体操の ｢３段の塔｣ の一番上からバランスを崩して落下

し､ 右眼と右腕を強打した｡

�����

� �����

授業中にマット運動をしていた際､ バランスを崩し左腕に負担がかかり骨折した｡

�����

� �	
���


授業でグラウンドを３周走った後､ �����ｍ走を行った｡ 完走後､ 所定の位置に戻り座った

がクールダウン後も立ち上がれず地面に横たわった｡

授業中にマラソンを校内のグラウンドで行っていたところ､ 完走して左足を伸ばす姿勢で座っ

た際に左足に痛みが走った｡

授業中に����ｍ走をしていたところ､ 急にふらつきだしその場にうずくまった｡

� 
����

授業で高飛びをしているときに本生徒は支柱よりのとこ

ろを飛び越したため着地マットの端に落ちた｡ 着地後マッ

トから地面へ転げ落ちてしまい､ 左腕を地面に強くぶつけ

た｡

�� �

� ����

パス練習中に相手の蹴ったボールが､ 右眼にあたり負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��
���� 中３年・男 ���������

��
���� 中２年・男 ���������

��
��� 中２年・男 ����� !��

��
���� 中２年・男 "#�#$��

��
��!" 中２年・女 %���� !��

��
��!� 中３年・女 &'()*��

��
��!# 中１年・男 ����� !��

��
��!$ 中１年・男 ���������



ハーフタイムに､ 本生徒はサッカーコートの横に設置されたハンドボールの鉄製ゴールのク

ロスバーにぶら下がって懸垂をしていた｡ ３回目に大きく上体を振り上げたところ､ ゴールが

倒れて本生徒の腹部がゴールの下敷きになった｡

試合中にボールを味方同志で取りあっているとき､ 本生徒の顔面・口が相手の頭とぶつかっ

た｡

� ������

試合をしていて､ ピッチャーをしていたところ打球が右眼付近に当たった｡

試合をしていて投手が投げたボールが､ 打席に入っていた本生徒の頭部右側､ 右耳に直撃し

た｡

� 	
����

二人一組でパスの練習をしていた｡ 他のクラスの男子生徒が入り込んできて､ 勝手にボール

を投げたり蹴ったりし､ そのボールが本生徒の右眼に強打した｡

� 	������

シュートした後､ 勢いがつきすぎて前方へ倒れてしまった｡ 起き上がろうとする直前､ その

すぐ後を追ってきた他の生徒の１人が本生徒の後頭部を踏む形で乗り､ もう１人は背中を踏む

形で乗ってしまった｡

� 	�����

試合中に前衛をしていた本生徒は､ 後衛の生徒がスマッシュするのを振り返りながら見てい

た際､ 打ち損ねた勢いの強いスマッシュが左眼を直撃した｡

ゲーム中に相手がスマッシュを打ったところ本生徒はよけきれず､ 右眼にシャトルが当たっ

た｡

�� �

� � �

受身の練習で倒立前転をしようとしたところバランスを崩し､ 頭部から畳上に崩れ落ちた｡

����

プール掃除を行っていた｡ 本生徒がデッキブラシを持ってプール床面を磨いていたとき､ バ

��

��	
��� 中１年・男 �������

��	
��� 中２年・男 ����

��	
�� 中２年・男 ���� !"��

��	
��� 中３年・女 #���

��	
��� 中２年・男 ���� !"��

��	
��� 中３年・男 ����

��	
�� 中２年・男 ���� !"��

��	
�� 中３年・女 ���� !"��

��	
�� 中１年・男 $%�%&��

��	
�� 中３年・男 ����

中学校：[Ⅰ] 各教科 (１) 保健体育



ケツに水を汲んだ生徒がプールサイドにいる生徒に向けて水をかけた｡ その水を避けようと本

生徒はうしろ向きに走ったときに足を滑らせ､ うつ伏せに転倒した｡ その際に､ デッキブラシ

の柄で上の前歯を強く打ち負傷した｡

授業中にハンドボールコートでムカデ競争の練習をしていて順番待ちをしているときに､ ハ

ンドボールゴールに友人と２人で跳びついた｡ 本生徒がゴールにつかまったとき､ ゴールとと

もにうしろ向きに倒れ､ 地面に後頭部を打ち付け､ 倒れてきたゴールで顔面を打ちつけた｡

�������	
��

稲刈りをしていて､ 稲束を持って鎌を手前に思いっきり引いたところ､ 左手薬指を負傷した｡

������

数学の授業中に隣の生徒に話しかけながら股間に手を触れたところ､ 怒った生徒に口元をた

たかれ負傷した｡

授業中､ ＶＴＲ鑑賞で移動する際､ 斜め後ろに座っていた生徒が後頭部付近に身体接触を行っ

た｡

�������
���	���

�����

給食準備中に４階の廊下の窓から転落し､ コンクリートの地面に体を打ち付ける｡

�� �

清掃中に日ごろから上らないように指導されていた更衣室のロッカーの上に上り雑巾で拭い

ていた｡ それを友人が注意しようとしてジャンプした際､ 右肘に触れたため体勢を崩し転落し､

頭部と胸部を強打した｡

清掃中に本生徒が鉄パイプでペットボトルをなぎ倒して遊んでいたところ､ 近くにいた友人

が来て､ その鉄パイプを借りて同様に遊び始めた際､ 振り切った鉄パイプの先端が本生徒の右

瞼に当たり､ 右眼瞼を挫創し､ 眼球を損傷した｡

清掃中に鬼ごっこをして遊んでいた本生徒が鬼役で友人を追いかけていた際､ 水で濡れてい

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

�	
��� 中２年・男 �������	


�	
���� 中１年・男 ������	


�	
���� 中３年・男 ��	


�	
���� 中１年・男 �����	


�	
���� 中３年・女 ������	


�	
���	 中１年・男 �������	


�	
���� 中２年・男 �������	


�	
���� 中２年・男 ����������	




た廊下で足元が滑り､ 正面にあったガラス窓に突っ込み､ 割れたガラスで顔面､ 肘等を切り､

枠の部分で顔面を強打する｡

１階から２階の踊り場で､ 本生徒と隣の学級の男子生徒がじゃれて遊んでいた｡ その生徒に

靴を投げられ､ 取りに行ったとき､ 階段を降り切った所で背中を押され体ごとのしかかられた｡

その勢いで２人とも倒れこみ､ 本生徒が顎と口から廊下の壁に突っ込んだ｡

花壇の清掃をしていたときに､ 友人がふざけて木の枝 (��ｃｍ､ 直径���ｃｍ) を振り回し

ていたところ､ そばの電柱に当たり､ 枝先 (８ｃｍ) が折れて本生徒の右眼に当たった｡

����

学年全体でグラウンドゴルフを行なっていて､ ボールを打とうとしている友人に近づいた際､

友人の振ったスティックが左側頭部に当たった｡

学級活動の時間に校庭でサッカーをしていた｡ ボールを追いかけて走っていたとき､ 先にボー

ルに追いついた友人が蹴ったボールが､ 本人の左眼に当たった｡

�������
	
�����

�����	
�

クラブ行進のため､ 本生徒は一番前の位置に座り友人と話をしていた｡ 数人の生徒が陸上部

の生徒が持っている円盤を見つけて､ トラック内で投げていたところ､ 手を離すタイミングが

ずれて��ｍ位離れて座っていた本生徒の方向へ飛び､ 鼻の下に当たり負傷した｡

塩化ビニールの筒を引っ張り合って奪う競技を行なっていた際､ １人の生徒が勢いよく引っ

張った筒が顔面に当たった｡

����

� ������

本生徒は学校外の体育施設でポートボールに参加していた｡ ゲーム中に走って転び､ 倒れた

ところへ他の生徒が本生徒につまずいて上に乗ってしまい､ 床に強く顔を打った｡

� �	
�����

バスケットボール中にボールの取り合いになった際､ 相手とぶつかった｡

��

������� 中３年・男 ���

������� 中３年・男 ���������

������� 中１年・女 �������

������� 中３年・男 ���������

������� 中２年・男 ���

������� 中３年・女 ������� !"��

������� 中３年・女 ���

������� 中３年・男 ���

中学校：[Ⅱ] 特別活動 (１) 学級活動



�������	
���

�����

自由時間中に､ 友人の部屋を訪れた本生徒が部屋で座っていたところ､ 友人が側転をして､

本生徒の顎に足がぶつかった｡

宿舎で学年レクリエーションの相撲をしていたときに､ 転んで右肘を捻った｡

����	
��

自然教室の登山で下山中､ 足を滑らせた際にバランスを崩し､ 立ち木に顔面を強打した｡

一泊移住の午後のプログラムでウォークラリーを行なっていた際､ 下り坂の中間あたりで本

生徒が左側の斜面を回転しながら約��ｍ転落した｡

�������
���������

���

新体操で前宙２回転をしようとして回りきれず､ １回転半のところで頭部からマットへ落下

し､ 頚部を負傷した｡

�����

感覚練習のためミニトランポリンを使用し､ 宙返りが後斜めに跳びすぎピットの壁に後頭部

を強打して負傷した｡ このとき､ トランポリン横の補助者として教諭がつき､ ピットの壁内側

には安全マットをつけていた｡

体操部の跳馬の練習中に､ 足から着地するところを頭から落下した｡

������

陸上部活動中にアップ練習を行っていた際､ 両膝から崩れ手が伸びた状態でうつぶせに倒れ

た｡

�� �

� �����

試合形式の練習中にボールを取ろうとして走っていた際､ 左顔面にボールがぶつかり､ 左眼

を負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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�

������� 中３年・男 ������
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������� 中２年・男 �	
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総合体育大会サッカーの部の会場準備でテント

設営をしている際､ 支柱を立ち上げようとして継

手部分に右手薬指をはさんだ｡

運動公園のサッカー場で､ 週末の大会に使用す

るテントを設置して移動させようとしていた際､

テントの支柱の接続部分に指をはさんだまま持ち

上げ右手を負傷した｡

試合中に､ ボールの取り合いでぶつかったとき､ 相手生徒の膝が本生徒の頭 (左耳の後方)

に激しく当たった｡

練習中に本生徒はゴールキーパーをしており､ ゴールフェンスに飛びついてボールを防ごう

とした際､ 手が滑り右肩から落下するようにして地面に打ちつけた｡

練習中にシュートしたボールがキーパーに当たり跳ね返ってきて､ そのボールが直接左眼に

ぶつかり負傷した｡

試合中にボールを取ろうとしたとき､ 相手チームの選手の膝が股間にあたった｡

ゴールキーパーとして試合に出場中､ 相手チームの選手と接触し､ 相手の膝が腹部に､ つま

先が股間に入り負傷した｡

� ����

壁打ちの練習中に､ 体育館と校舎をつなぐ通路の屋根にボールが乗ってしまったので､ 屋根

に上がってボールを拾い､ 飛び降りようとしたところ樋に足が引っかかり頭部から落下し､ 左

顔面を強打した｡

練習試合のために行った中学校の部室横で練習をしていたところ､ 部室の屋根にボールが乗っ

てしまったので上ってボールを拾い､ 飛び降りたところ､ 自分の足で顎を強く打った｡

ソフトテニスの部活動中にスマッシュの練習をしていたところ､ ボールを見送って振り向い

たときに､ パートナーがボールを打とうと振ったラケットが顔面を直撃した｡
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������� 中１年・男 ��	
����

������� 中１年・男 ��	
����
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練習中､ 塁間のキャッチボールをしていた｡ スパイクの紐を結びなおしていたとき､ 送球の

逸れたボールが本生徒の顔面に当たり､ 負傷した｡

ノックを受けていたところ､ バウンドしたボールが右人差し指に当たった｡

トスバッティングでボールを出す係をしていた際､ 右顔面にバットが当たってしまった｡

バントの練習をしていた際､ 投手の投げたボールが右眼に強く当たった｡

ノックを受ける練習中に左手にはめていたグローブの先に当たったボールがはじかれ､ 添え

ていた右手小指に強く当たり負傷した｡
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１塁を守っていて､ 遊撃手からの送球を捕球する際､ 捕り損ない眼に当たった｡

トスバッティングをしていたところ､ ボールを拾っているときに流れ球が飛んできて､ ツー

バウンドのボールが右眼に当たり負傷した｡

スクイズの練習をしていた｡ 本生徒はランナーとしての順番をホームベースの右後方で待っ

ていた｡ キャッチャーがうまく捕球することができずにグラブではじいてしまい､ 後方へ飛ん

でいった｡ 本生徒は飛んできたボールに気付くのが遅れ､ 右眼に直撃してしまった｡

校庭で走塁練習をしていて､ 二塁に足から滑り込んだ際､ 地面に右手をついてしまい､ 負傷

した｡

キャッチボールをしていて､ 相手の投げたボールが横へ大きくそれたため､ ボールを見なが

ら後ずさりしてボールを捕ろうとした際､ 付近にあった雨よけ施設の支柱に頭部をぶつけた｡

素振りを教えていたところに､ 本生徒がトンボを取りに後方から走りこんできて､ 振り切っ

たバットの先端が当たり負傷した｡

ハーフバッティングの練習を３か所で行なっていた｡ 本生徒が目の前にきたゴロのボールを

取ろうと前進したときに､ 他方面からきたボールが右眼に当たり負傷した｡
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試合中にバッターとしてボールを打った際､ 自打球が左眼に当たった｡

野球部で駅伝大会に参加した際､ 本生徒は第３走者として出場し約４ｋｍ完走後､ 待機場所

まで��ｍほど歩き､ 座ってスポーツドリンクを飲んだ後､ 突然倒れた｡

ファーストを守っていた際､ 走ってきた打者に左足の小指を踏まれた｡

雨天のため公園グランドのスタンド付近でトレーニングを行なっている際､ 数人の友人とふ

ざけあっているうちに､ その中の一人とけんかになり､ 拳で右眼下を強打された｡

何列か平行に並んでトスバッティングをしていて､ それぞれの列で投打を繰り返していた際､

隣の列のバッターの打球が飛んできたことに気付かず､ 打球方向に顔を向けたため､ ボールが

右眼に直撃した｡

バッティング練習中､ 自分で打った打球が右眼に当たり負傷した｡ (自打球)

ハーフバッティングの練習をしていた｡ 本生徒が打者に向かって投球モーションに入った際､

別の位置でハーフバッティングをしていた打球がワンバウンドして右眼に当たった｡

他の中学校で練習試合を行なった際､ 本生徒はランダウンプレーの練習をしており､ 相手チー

ムは横でノックを行なっていた｡ 本生徒が投球後に相手チームのノックされたボールが左眼に

当たり､ 負傷した｡

トスバッティングの投手をしていた際､ 返球されたボールに気付かずに､ そのボールが本生

徒の左眼に当たり負傷した｡
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試合前のアップ中にボール拾いをしていた際､ 相手チームの選手が打ったボールが､ 本生徒

の右眼にあたり負傷した｡

練習メニューを全てこなし､ 体力つくりの最終運動をしていた際､ 意識を失い倒れた｡

レシーブの練習をしていた際､ ボールを追っていてバランスを崩し､ 顎を床にぶつけた｡

スパイク練習をしていて､ 着地の際､ 左足つけ根部分に激痛がした｡
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強化講習会に参加中､ ランニングしながらパスをもらいシュートする練習をしていて､ パス

をうけそこない､ 着用していた眼鏡がはじきとばされ､ 右目にあたり転倒した｡

ゴールネットのすそにひもをたらし､ そこをめがけてジャンプする練習をしていたところ､

左手の薬指がリングの金具に引っかかった状態のまま着地したため､ 左手薬指の爪の根元辺り

まで指先を切断してしまった｡

練習で走っていたところ､ 他の生徒とぶつかってしまい､ 相手の歯が顔に当たって切れた｡

３メン (ランニング＋シュート) の往復を行なっていた｡ ２回目のターンの際に､ 他の選手

と衝突し､ 本生徒の口に他の生徒の頭が当たった｡

練習をしていたところ､ 体が接触したことから相手チームの男子生徒が腹を立て､ 本生徒に

対して口の辺りを殴る等の暴力を振るった｡

１対１練習をしていて､ 本生徒が相手をかわそうとした際､ 相手の肘が前歯に当たった｡

試合中に､ 相手チームの生徒の肘が本生徒の眼に当たり負傷した｡ 接触時に眼の上も切った

ために､ 止血等の応急処置をしてそのまま試合を続けた｡ 少しぼやけているものの､ 数日経つ

と治るだろうと本人は判断して症状については誰にも訴えなかった｡ しかし､ 数か月経っても

ぼやけた状態があるので受診した｡

近距離からのパスが左眼に当たり､ 眼鏡のテンプル (つる) 部分が折れ､ その先が左眼球に

刺さった｡
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練習中タックルをしようとして転んだ際､ 左腕､ 右膝､ 右大腿部を負傷した｡

� ���

練習試合で､ 窓際にもたれかかったところ､ 窓が開いていた

ために２階から転落し､ 地面で頭部を強打した｡
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本生徒が投げたシャトルがやや低く､ 相手がそれを無理矢理打ち返した際､ 左眼にシャトル

が強く当たり負傷した｡

ダブルスのゲームに出場していた際､ 味方選手の振ったラケットが本生徒の左眼に強く当たっ

た｡
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乱取りをしていたところ､ 技をかけられて倒れた際に右後頭部を打ち､ 休憩を挟んで同様に

左側頭部を打った｡ その後気分が悪くなり嘔吐した｡

約束練習という､ 投げる・投げられる練習をしていた｡ 投げられた際に頭を打った｡ しばら

く休ませていたが､ ｢気分が悪い｣ と訴えた｡
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朝練習で格技棟の中を軽くマラソンしていた際､ 畳で滑り､ 足首を捻りながら転倒した｡
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各自でトレーニングをしていて､ 他の生徒がダンベルをしているところへ本生徒がちょっか

いをかけていた際､ 他の生徒がうしろまわし蹴りをした右足が本生徒の右眼に強く当たった｡

稽古終了後の挨拶中に､ 体のバランスを崩し倒れこもうとしたので､ 周りの生徒が支えてい

すに座らせたが､ 意識がなかった｡
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吹奏楽部の活動後､ 下校のために駐輪場で自転車に乗って走り出した際､ チェーンが外れて

自転車ごと倒れ､ 顔面を路面に打ちつけた｡

科学部の活動中､ 蛍の幼虫の採取のために､ 近くの用水まで自転車で移動中に後ろから声を

かけられ､ 振り向いたときに前輪が歩道に乗り上げ転倒した｡ その際､ 前歯を歩道のブロック

に強く打ち付け負傷した｡

家庭科部の活動中に調理室でうす焼き玉子を作っていた際､ エプロンに火が燃え移り､ 熱傷
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を負った｡

市民会館で吹奏楽部の活動をするために学校から自転車で向かうよう指導していた際､ 人に

ぶつかりそうになり避けようとして､ 砂利にタイヤをとられて滑り転倒し､ 地面に顔面を強打

した｡

化学部活動のときに活動室の鍵がかかっていたので急いで職員室に鍵を取りに行こうとした

際､ 角を曲がりきれずに左手を窓ガラスに突っ込み負傷した｡
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本生徒が､ 教室の一番前の友人のところへ行って､ 遊び半分で友人の机の脚を何度か蹴った｡

友人が知らん顔をしているので､ 本生徒は黒板の方を向いて立っていた｡ 友人は本生徒のうし

ろに立ち､ 足で腰の辺りを蹴ったために本生徒は黒板に左手と口が当たった｡

輪ゴムでパチンコを作り遊んでいた｡ 廊下で傘に向けて消しゴムを打ったところ､ 跳ね返り

左眼に強く当たってしまった｡

バレーボールをしていて､ ボールを追いかけていた際､ 他の生徒がスイングした鉄製のパイ

プが口元に当たった｡

階段を下りているときに踏み外し､ 数段上から滑り落ちた際､ 顎を階段の角で強く打って負

傷した｡

教室内で友人と口論になり､ 左瞼を殴られ腫脹したために受診したが､ そのまま放置した｡

その後､ 徐々に左視力が低下した｡

廊下で他の生徒が､ 本生徒の首に右腕を巻き､ 自分の右腰にかつぐような形をとった後に手

を離した｡ 本生徒は気を失っていたようで､ そのまま廊下に倒れ､ 床に顔面を打ち眼部を強打

した｡

教室にいたところ､ 男子生徒がくすぐろうと思い ｢手を上げてみろ｣ とからかった｡ 本生徒

が拒否の態度を示したために､ 右眼を拳骨で殴られた｡
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友人とふざけて転倒した際､ 別の生徒が本生徒をまたいで通ろうとしてバランスを崩し､ 相

手の膝が本生徒の股間に当たり負傷した｡

授業が始まりそうだったので､ 廊下を走ってその勢いのまま美術室のドアのガラス部分を手

で押して入ろうとした際､ 勢いがあったためガラスが割れてそのまま顔まで突っ込み負傷した｡

机の位置のことで､ 前の席の生徒ともめていた｡ 本生徒の肘が窓ガラスに当たり割れ､ 頬を

切った｡

他の生徒と言い争いになり､ 足をひっかけられ転倒した際､ 手をつく間もなく顔から床に落

ちて負傷した｡

教室で､ 天井についているＯＨＰのスクリーンのボルトが緩んでいたので落下してきた｡ 顔

面にスクリーンが当たり､ 負傷した｡

数人でバラ当て (ボールを使ったおにごっご) をしていた際､ 友人とぶつかり､ 弾みでトイ

レのドアの枠で頭部を打った｡

トイレで用を足そうとしていた際､ 他の生徒が冗談で通せんぼをして邪魔をして､ 何度もさ

れるうちにけんかとなり､ 鼻のあたりを殴られた｡

教室のうしろで生徒２名が水筒をバット代わりにして遊んでいた｡ ボールを打とうとして水

筒を振ったところ滑りぬけ､ 座っていた本生徒の額に直撃した｡
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次の体育の授業のため､ アイスホッケースケートを履きスティックを持って滑走していたと

ころ､ スケートのエッヂを引っ掛け前に転倒した｡ 手が出なかったため前歯を折った｡

給食の準備中に２階の教室のベランダに１人で出て遊んでいた｡ ベランダの手すりから大き

く身を乗り出した際､ バランスを崩し､ 手すりから１階のコンクリートに落下し､ 顔面､ 左腹

部を強打した｡

本生徒が廊下で女子生徒と雑談していた｡ それを冷やかそうと思った友人は､ ふざけ半分で

本生徒の急所付近を膝蹴りした｡
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トイレからでようとしたとき､ 他の生徒が駆け込んできて勢いよくドアを閉めたところガラ

スが割れ､ その音に振り返った本生徒は､ 飛んできたガラスで右頬を切創した｡

ストーブ近くで話をしていたところ､ ふざけて

押された生徒がぶつかってきたため､ 本生徒の足

がストーブに当たった｡

友人とけんかをして､ 相手の足が口元を直撃し

た｡

友人数人とサッカーをして遊んでいた｡ １ｍくらい離れた友人に向かって蹴ったボールがそ

の友人の膝下に当たり､ 跳ね返って本生徒の左目に当たった｡ その後､ 目がかすむことに気付

き視力検査をした｡

体育館で選択体育の授業で行うバドミントンの準備をしていた｡ その時､ 遊んでいた他の生

徒が周りの安全を確認せずに打ち返した｡ たまたま至近距離にいた本生徒の左眼にあたり負傷

した｡

昼食後､ 清掃に向かう途中､ ３階から階段の手すりに腰掛けて滑って降りようとしたところ､

バランスを崩し１階へ転落した｡

教室脇の踊り場で､ 友人数人と鬼ごっこをしていた｡ 逃げる生徒を追って､ 本生徒の前を走っ

ている他の生徒が急にガラス付きサッシを閉めた｡ その結果､ 本生徒はとっさに両手を出した

が､ 勢いを止めきれずにサッシのガラスに両手を突っ込み､ 負傷した｡

通りかがった生徒が嫌がっているあだ名について､ 本生徒がふざけて質問をした｡ 気分を悪

くしたその生徒が手を出し､ けんかになり､ 本生徒は顔面を殴られて眼部を痛めた｡

友人とサッカーをしていて､ 友人がボールを蹴った際､ 靴が脱げて本生徒の左眼に当たった｡

友人と通路でかけっこをして走り出したとき､ その周辺で他の生徒が､ 脇に逸れたボールを

取りに行き走り出した｡ そのため､ ２人は出会いがしらにぶつかってしまい､ 本生徒は左横に

とばされ､ 鉄柱に顔面を強打し転倒した｡ そのときに前歯を負傷した｡
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������� 中２年・男 ��������

������� 中２年・男 ������

�����
� 中２年・男 �������	
��

�����
� 中３年・男 ��������

�����
� 中３年・男 ��������

�����
 中３年・女 ���



�������	
��

教室で他の生徒にからかわれ我慢していたが､ 執拗に絡んできたため言い返した｡ その後も､

その生徒が机を足蹴りしたり､ ２本のほうきで突いてきたりしたので､ 本生徒が１本のほうき

を取り上げた｡ その生徒が本生徒にもう１本のほうきを投げつけ､ 顔面を直撃し､ 眼鏡が壊れ､

その破片が右眼球に刺さった｡

教室のガラス戸付近で､ 押し相撲をしていた時に､ 本生徒と友人で別の友人を押していて､

押された友人がよろけて体を引いた際､ 本生徒がガラス戸に突進して､ ガラスが割れ負傷した｡

生徒玄関まで母親が車いすを押して移動しているとき､ 止まっていた車をよけたところ､ 段

差に引っかかり車いすごと転倒し､ 顔面を強打した｡

廊下を走っていて､ 後方から他の生徒が追突してきたため､ 防火災の強化ガラスに激突した｡

早朝練習後､ 着替えのために体育館 (この体育館は体

操器具が常設) に入っていて､ 体操器具用の可動式跳び

つき台を振り回して遊んでいた｡ 本生徒が台から飛び降

りたあとに壁に当たって跳ね返ってきた跳びつき台が､

本生徒の額部に当たった｡

���������	
��

昇降口で友人を待っていたときに､ ふざけて友人を背負い投げし､ バランスを崩した際､ 友

人の膝が左眼に直撃した｡

運動会に向けて学年リレーの練習をしていてバトンを渡す際､ 転倒し他の生徒にぶつかり､

その生徒が本生徒の上に倒れこみ､ 右眼部を負傷した｡

職員室から教室へ急いで戻ろうとして階段を駆け降りた際､ バランスを崩し転びそうになっ

て､ 右足に不自然な力が加わり負傷した｡

クラブ活動終了後､ 一緒にクラスメイトと帰宅するために他の部活動の終了を教室で待って

いた際､ 友人２人と教室内で鬼ごっこをしていた｡ 本生徒がベランダへ逃げようとして教室と

ベランダを結ぶガラス扉に激突し､ ガラスが割れて額と頬に裂傷を負った｡

��

������� 中１年・男 �������	


������	 中１年・男 ���������	


������
 中２年・男 ��	


������� 中３年・男 ���������	


������� 中３年・男 ���������	


������� 中１年・男 �������	


������� 中１年・男 ���������	


������� 中１年・女 �����	


������� 中１年・女 ���������	


中学校：[Ⅴ] 休憩時間 (３) 始業前の特定時間中



勢いよく走ったままトイレ入口のドアのガラスを手のひらで押したためにガラスが割れて顔

に当たり､ 負傷した｡

友人８人と胴上げのような遊びをしていた際､ バランスを崩し顔面から落下した｡

������
�	
���

�� �

駅伝部の朝練習に参加するために友人を追って走り出し､ 近道しようとふたのない側溝を飛

び越えようとしたとき､ 足を滑らせて転倒し､ 左膝をコンクリートの側溝に強打した｡

����

最寄り駅へ行く途中にうしろを振り返った際､ 路肩に駐車していた乗用車に衝突した｡

車輪に荷物が絡まり転倒し､ 顔から落ちた｡

緩やかな坂道を下って登校中､ 友人が後方から来たので止まろうとブレーキをかけたが､ ア

スファルトの上に冬の滑り止め用の砂利が残っていたため､ ハンドルをとられ顔から落ち､ 道

路に顔を打った｡

建設現場入口を通りかかったところ､ 敷いてあった鉄板の上に前輪が乗ってしまい雨も降っ

ていたため､ タイヤが滑り自転車ごと転んで顔面を強打した｡

�
���

�� �

友人とけんかになり､ クラスメートが本生徒の口付近を殴った｡

線路下のアンダーパスが混んでいたので､ 友人と線路を渡ることを思いつき､ 鉄製の柵の扉

を乗り越えて道路に出ようとした際､ 扉の中段に掛けた足が滑り顔面を扉の上端に強打し､ 右

眼の眼球に裂傷を負った｡

����

部活動を終えて自転車で下校中､ スピードが速くなり､ 安定を失って前のめりに自転車ごと

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

��	
�� 中２年・女 �������	
��

��	
��� 中２年・男 ���

��	
��� 中１年・男 �������	
��

��	
��� 中１年・男 ���

��	
��� 中２年・男 ���

��	
��� 中３年・男 ���

��	
��� 中３年・女 ���

��	
��� 中２年・男 ���

��	
��� 中２年・男 ��������

��	
��� 中２年・男 ���



転倒し､ 顔面を地面に強く打ちつけた｡

通学路にある坂道を登ろうとペダルを踏み込んだとき､ チェーンが外れてしまい前に転倒し

てしたので､ 左手をとっさについたところ､ 中指から小指にかけて地面に強打した｡

�������	
��

���

バスケットボール部の練習試合の帰り途中､ 自転車で下り坂をスピードを出して走行中に足

が車輪に接触して前のめりに転倒し､ 顔面をアスファルトに強打した｡

��

����	�
 中３年・男 �������	


����	�� 中２年・男 ��	


中学校：[Ⅵ] 通学中 (２) 下校中



� ������	
����

������
�	
��

農業機械実習の授業中､ 看板のさびを機械を使って落としていたところ､ ワイヤーブラシの

１本が折れ､ 本生徒の右眼に刺さり負傷した｡

当番活動を行なうため､ 実習更衣室を出たところ､ 石を踏んでしまい､ 足をひねり､ 大きく

転倒した際に､ アスファルト地面で顔面を強く打った｡

�
��

授業で切削バイトの制作時､ 銅を溶解する作業の終了後､ 耐火手袋を外すと､ 熱のため左右

の人差し指に水泡ができていた｡

実習中､ 教科担任が自動カンナ盤を作動させて作業をしていた｡ その横に刃の上にカバーが

ある自動手押しカンナ盤があり､ 同時に作動していた｡ 本生徒は教科担任から指示された位置

と違って､ この自動手押しカンナ盤の近くに立っていたため､ カバーの下の隙間に手が入り､

指先が切れた｡

溶接実習中､ グラインダーで�型鋼のバリ取り作業をしていた際､ 砥石部分に親指が挟み込

まれ負傷した｡

研究課題の実習中､ ヒノキを使用して箱作りをしていて､ 手押しカンナを使用していた際､

誤って添えていた左手指が刃の中に入ってしまい､ 負傷した｡

課題研究の授業で､ 掃除機のモーターを利用したホバークラフトの製作時､ 試運転をしよう

としてスイッチを入れた際に､ 右手をモーターに乗せてしまい､ 人差し指がモーターに巻き込

まれ負傷した｡

アルミ合成板材を切断作業中､ 切断機の歯に触れてしまい､ 左手を不全切断した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 高３年・男 �������	


������� 高３年・女 ��	


������� 高１年・男 ����	


������� 高３年・男 �������	


������� 高３年・男 �������	


������� 高３年・男 �������	


������� 高３年・男 �������	


������� 高３年・男 ����	




�������

�� �

���ｍ泳いだ後､ 本生徒が体調不良を訴えた｡

飛び込みをしてクロールで泳ぐ練習をしていたところ､ 飛び込んだ際にプールの底に頭部を

打った｡

�� �

組立体操の練習を始める前の準備として､ 二人一組で交互に倒立をしていた｡ 倒立の練習が

終わった後､ 腰の調子が悪いと申し出て､ 休みながら見学した｡ その後､ 授業が終了して足が

痛くなった｡

�� �

� ����

試合中､ 相手チームが蹴ったボールが右眼に当たり､ 負傷した｡

ボールを捕ろうと走り寄った際､ 他の生徒の蹴ったボールが本生徒の右眼に当たった｡

ゲームをしていて､ 相手の打ったシュートボールをディフェンスしようとしたところ､ その

ボールが左目に当たり負傷した｡

試合をしていたところ､ ボールを蹴ったら相手に当たり､ 自分の方に跳ね返ってきて避けき

れず､ 右眼にあたった｡

ゲーム中､ ボールをめぐって取り合いとなり､ 本生徒の蹴ったボールが他の生徒の足に当た

り､ 左眼に直撃する｡

� ��	

ソフトテニスの授業中､ 他の生徒が振りかぶったラケットが眼､ 鼻に当たった｡

� 
����

相手が投げたソフトボールがノーバウンドで口に当たった｡

キャッチボールをしているとき､ 他の生徒が投げたボールが目に直撃し､ 倒れこんだ｡

��

�	
��� 高１年・男 �������

�	
��� 高３年・男 �������

�	
��� 高１年・男 �������

�	
��� 高１年・男 ���������

�	
��� 高１年・女 ���������

�	
��� 高２年・男 ���������

�	
��	 高２年・男 ���������

�	
��� 高３年・男 ���������

�	
���� 高１年・女 ���������

�	
���� 高３年・男 ����

�	
���� 高２年・男 ���������

高等学校：[Ⅰ] 各教科 (３) 保健体育



フライをキャッチしたときに手首を捻る｡ 下校途上､ 冷
レイ

罨
アン

法
ポウ

用に装着させた保冷剤によると

考えられる低温やけどを負う｡

� ������

同じチームの生徒の打ったサーブが本生徒の後から後頭部に当たった｡

� ��	
����

他の生徒と壁際で試合を見学をしていて､ ふざけて隣に立っていた生徒の足をつかんで倒し

たところ､ その生徒が足をふりほどうこうと､ 足をばたつかせた際､ 足が本生徒の口に当たっ

た｡

試合をしていて､ ボールが右手親指に当たり負傷した｡

コート中央付近でディフェンスをしていた｡ ドリブルしていた相手チームに対してボールを

カットしようとして､ 前に進んだところに相手の頭と本生徒の顔面がぶつかって上の前歯を負

傷した｡

試合をしていて､ ドリブルをしていたところを後ろから押され､ バランスを崩して頭から壁

にぶつかった｡

� �����

バドミントンのダブルスの乱打中､ 相手生徒のスマッシュをよけきれず､ 右眼にシャトルが

当たった｡

�������	
��

総合実習中に実習の場から離れ､ 他の生徒と艇庫前のスロープで滑って遊んでいたとき､ 転

倒した｡

������

旋盤の実習中､ ダンベルのグリップ部分を布やすりを使用し､ やすりがけをしていた本生徒

は､ 軍手を使用し正規の位置の反対側に立ち､ グリップ部分を握った状態で旋盤を回していた

ところ､ 右薬指から腕を回転部分に巻き込まれ､ 負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 高３年・女 ������������

������� 高２年・女 �������

������	 高２年・男 ����

������
 高２年・男  !"#�$%��

������� 高３年・男 ����

������� 高３年・男 �������

������ 高１年・男 &'�()*+��

������� 高２年・女 ����

������� 高２年・男  !"#�$%��



課題研究の時間､ 他の生徒の洗っていた扇風機の水が本生徒の制服にかかったことがきっか

けで､ けんかになった｡ そのときに他の生徒の手が下あごの部分に接触して､ 負傷した｡

�������
	
����

�������

ＨＲの時間を利用し､ ドッジボールをしていた｡ ボールを避けようとして足を滑らせ転倒し

た際に､ 左手と口を床に強打した｡

�� �

清掃担当場所に向かう途中､ 通路のドアを開けて出ようとした際､ 強風により､ ドアの上部

のガラスが破損し､ 左右の上肢を負傷した｡

�������
	
������

校外の会館で行われる芸術鑑賞教室に自転車で移動中､ 何かに引っかかり転倒し､ 顔面を切っ

た｡

	�������

��	
���

体育祭で､ クラス対抗リレーで､ 本生徒が､ 次の走者にバトンを渡し､ トラックの内側に走

り抜けてきた｡ 受け渡したバトンの行方を目で追っていたため前方を見ておらず､ 仲間を応援

して並走していた他の生徒の頭部と顔面が衝突した｡

����


� � �

団体戦で試合に出場し､ 相手選手と一緒に倒れこんで寝技の攻防となり､ 本生徒が相手を引

き寄せたところ､ 相手が上に倒れこんできて､ その際に相手の膝が股間に当たった｡

����


� ����

球技大会のサッカーの試合中､ 他の生徒と衝突した際､ 顔面を負傷した｡

��

������� 高３年・男 	
��

������� 高３年・男 	
��

������� 高２年・女 �����������

������� 高３年・男 �����������

������� 高３年・女 	
��

������� 高２年・男 �������

������� 高３年・男 �������

高等学校：[Ⅰ] 各教科 (５) その他



球技大会のサッカーで､ ゴールキーパーをしていたところ､ ボールを取りそこね､ 左手の人

差し指に当たった｡

� ������	


球技大会のバスケットボールの試合中､ 味方が

シュートを決め､ そのボールを取りに行った相手

と体がぶつかり､ 押された感じになり､ その反動

でガラスに腕を突っ込み切ってしまった｡

����

教師の指導のもと運動場で体育祭の準備が行な

われており､ 本生徒は７～８人の生徒とともにテ

ントを組み立てていた際､ テントの外側に立ちテントを支えていた本生徒の指先が金具部分に

触れていたことに気付かず､ 他の生徒が内側からテントを持ち上げたため､ 開いたテントの金

具部分で右小指先端を切断した｡

体育祭の応援団の練習で､ 木刀による演舞 (殺陣) の練習をしていた｡ 順序を間違えて木刀

が鼻の頭から左眼にかけて当たった｡

�������	
���

�����

スノーボードで滑走中､ 前で転倒した人にぶつかり転倒した際､ 相手のスノーボードが本生

徒の口に強く当たった｡

宿泊ホテルの部屋で友人から開錠要請があったので､ 右手で補助キーをを開錠し､ 同時に左

手人差し指でＵ字ストッパーを開錠しようとしたところ､ 途中で友人がドアを開いてしまい､

Ｕ字ストッパーとドアエッジに左手人差し指を挟まれて爪から先を切断した｡

����

研修旅行中､ 他の部屋にいたところ引率教諭につかまえられ平手打ちされた際､ 左耳に当たっ

た｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

	
��� 高３年・女 ��������

	
��	 高２年・男 ������������

	
��� 高１年・男 ��������

	
�� 高２年・男 ���� !"��

	
��� 高１年・男 #$��

	
��� 高３年・男 ��������

	
��� 高２年・男 %���



�������
	
������

����

新体操で他校との強化練習中､ リボンの練習をしていて､ 低く飛んできたリボンを取ろうと

した際､ リボンとスティックをつないでいる金具が左眼下の頬骨あたりにひっかかった｡

������

� ������	�

トラックを走っていた際､ 野球部の打ったボールが左眼を直撃した｡

� 
��

砲丸を投げていた際､ 誤って砲丸と地面に指を挟んだ｡

�	 �

� ����

県高校総体での試合中､ 本生徒は､ ゴールキーパーをしていて､ 相手がシュートをした際に

交錯して相手の膝が本人の顔面を直撃し､ 前歯を強打した｡

本生徒は少し離れたサッカーグラウンドへ自転車で移動途中､ カーブを曲がる際､ 下の砂利

で滑って曲がりきれずに転倒し､ 顔面を地面にぶつけ歯を負傷した｡

練習試合中､ 他のプレーヤーと接触した際､ 顔面を相手の頭部で強打し､ 前歯を破折した｡

練習中､ ヘディングした際､ タイミングが悪くボールが右眼上に当たった｡

練習試合中､ キーパーが蹴ったボールが頭に当たり､ 立ったまま頭を抱えていたので選手交

代して安静にし､ 後半再び試合に出場したところ､ 終了後に嘔吐した｡

練習中､ 相手がボールを蹴ったとき､ その脚がちょうど股間に入った｡

本生徒はサッカー部終了後帰り支度をして出入り口付近にいた際､ 隣接しているグラウンド

で､ 他の生徒がサッカーボールを片付けようとして蹴ったボールがガラスに直撃し､ 割れたガ

ラスが本生徒の左眼球および顔面､ 左肘に刺さった｡

練習試合中､ 攻撃していた時に､ 相手がカットしてけったボールが､ ２､ ３ｍの至近距離か

��
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ら右眼にあたった｡

練習試合で他校のグラウンドに行き､ 雨を避けるため､ 野球のゲージと防球ネットを支えと

してテントを張り､ その下で準備をしていたところ､ 防球ネットが野球のゲージ側に倒れ､ パ

イプ部分が本人の後頭部と背中に当たった｡

� ����

練習中､ ボールが左耳に当たり､ 耳鳴りが激しく音が聞こえにくくなった｡

壁打ちをしていたボールがピロティの天井部分に上がってしまったため､ ピロティ天井部分

に出てボールをとろうと明かり取り (天窓) に乗った際､ ガラスが割れ､ 横向きに落下した｡

夏季休暇の部活動中､ 試合をしていてボールをレシーブしに行き､ 誤って､ コートの中でつ

まずき転倒した｡ その際､ ラケットを握ったままの状態で転び､ ラケットのフレームで口を強

打した｡

� ��	
���

マシーンによるフライの捕球練習中､ ボールを捕球する際､ 直接ボールが左目に当った｡

� ��

キャッチボールをしていたところ､ バッティング練習していた他の生徒の打ったボールが本

人の口部､ 鼻部に直撃し､ 負傷した｡

セカンドで守備をしている際､ キャッチャーからの送球を受けきれず､ 硬式ボールが歯に直

撃した｡

ノックを受けようとグラブを構えていたところ､ 風でボールが変化して､ グラブに入らず口

唇を直撃し負傷した｡

守備練習でノックの打球を受けていたとき､ 治療中の歯部に打球が直撃した｡

ファーストの守備練習をしていた際､ 打者が打ったボールがイレギュラーし､ 直接口に当た

り負傷した｡

ノックの練習中､ バウンドしたノックの打球が口周辺を直撃した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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ノックをしたボールがイレギュラーバウンドした際､ 口に当たり負傷した｡

試合形式の打撃練習をしていて､ 本生徒はセカンドの守備をしていた｡ 打者が三遊間にヒッ

トを打ち､ レフトが捕ってセカンドに送球した際､ 本生徒は走者を見ていたのでボールから眼

をそらしており､ ボールが顔面に直撃した｡

試合形式のノックの練習中､ 投手が投げた球が捕手をしていた本生徒の左眼付近に直撃した｡

シートノックの補助でホームベースのカバーしていた際､ 外野からの返球が逸れて飛んでき

て､ 左眼にボールが当たった｡

バントの練習中､ チップボールが右眼に当たった｡ (自打球)

バッティングマシンのボール入れをしていた｡ 打球が地面にワンバウンドして､ 防御ネット

の穴を抜けて直接本生徒の右眼に当たった｡

運動場で打撃練習をしていたとき､ 防球ネットと防球ネットの間をすり抜けたボールが､ ピッ

チングマシーンにボールを入れていた本生徒の左眼部に当たり､ 負傷した｡

朝練習中､ フリーバッティングの練習を２か所で行なっており､ マシンにボールを入れてい

た際､ 他方の打球がネットの穴から入り本生徒の顔面右眼に当たった｡

室内練習場にてフリーバッティングの全体練習中､ ピッチングマシン相手にバント練習して

いた際､ 球が左眼に直撃した｡

バッティング練習中､ マシーンの球のコースを調整しようと台に手を添えて動かしたところ､

上部のねじ式の棒がはずれ､ 上部が落下した｡ そのときに土台との間に手指を挟まれ､ 右手の

中指と薬指の一部を切断してしまった｡

打席に立った際､ 腹部に死球を受け負傷した｡

マネージャーである本生徒が一塁の斜め後方でボールを拾っていた際､ シートノック中の三

塁手が一塁へ送球した球がそれ､ 本生徒が顔を上げた瞬間､ 左眼に当たり負傷した｡

ボールが口に当たり､ 歯が折れ脱臼した｡
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フライを捕球ミスし､ 口を打撲した｡

シートノックの練習をしていて､ セカンドの守備でフライを捕ろうと後ろ向きで走り､ 捕球

体勢に入ろうと上を向いた直後､ 落下したボールが前歯に直撃した｡

ピロティでトスバッティングをしていたところ､ 向かい側のペアの打球がバウンドし､ 口に

当たった｡

練習試合中､ ボールがイレギュラーした際､ 顎と歯に当たった｡

ノックのランナーをしていた際､ スライディングをしたときに送球が顎に当たり歯が折れた｡

練習試合中､ ファールボールを追い､ スライディングキャッチをした際､ フェンスに顔面を

強打した｡

ノックを受けた際､ ボールがイレギュラーし､ 前歯を負傷した｡

ノックをしていて､ ボールを受け損なって口に当たった｡

早朝練習中､ ノックを受けていて､ 打者の打ったボールが目の前でバウンドし顔面を直撃､

歯に当たった｡

他者のバント練習をネット裏で見ていた時､ 打

者のファールチップボールがネットの破損箇所を

抜けて､ 本生徒の顔面を直撃し負傷した｡

守備中に､ 飛んできたライナー性の打球をダイ

ビングキャッチしようとした際､ ボールがショー

トバウンドして下唇に当たって負傷した｡

ノックを受けていた際､ ボールを捕球しそこな

い､ 硬球が前歯に当たった｡

トスバッティングの練習をしていて､ トスを打者の近くであげていた際､ 打者の打ったボー

ルが右眼を直撃した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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瞬発力強化トレーニングをしていたところ､ 他部員とぶつかった｡

バッティングのボールが眼に当たり負傷した｡

ハーフバッティングをしていて､ 打者の打った打球が防球ネットの支柱に当たり､ 跳ね返っ

た球がピッチャーをしていた本生徒に当たった｡

シートノック中､ １塁を守っていた本生徒は顧問がノックしたボールを捕球しようと構えて

いたところ､ バウンドしたボールが１塁ベースに当たりイレギュラーして右眼部へ当たり負傷

した｡

ベースランニングでスライディングをした際負傷した｡ 傷口が腫脹､ 化膿し､ ２週間後に発

熱｡ 腰痛も呈した｡

軟式野球部練習中､ 突風が吹きバッティングゲージが風に煽られた際､ 捕球中の本生徒の背

後から倒れ､ 左足と腰の部分に直撃し負傷した｡

キャッチボールをしていた際､ ボールが顔面に当たった｡

投球されたボールを打ったとき､ 自打球 (ファウルチップ) が本生徒の股間を強打した｡

軟式野球部の練習のため､ 他の部員と待ち合わせをしていたが､ まだ来ていない部員がいた

ので､ ウォーミングアップのためランニングをしてくると他の部員に告げて一人で校外へ出た｡

うつ伏せで倒れているところを通行人に発見された｡

室内練習場でバッティング練習をしている人の後ろを通った際､ 振ったバットが額に当たっ

てしまった｡

守備練習中のランナー刺殺の連係プレー中に､ 転送されてきたボールが顔面口唇部を直撃し

た｡

試合前にノックの練習をしていたところ､ 打球が本生徒の前に跳ね､ 口に当たった｡

ピッチャーの投げた球が､ バッターボックスに入った本生徒の口に直撃し､ 負傷した｡
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バント練習のとき､ ボールがバットに当たらず､ 左眼部に当たった｡

練習試合中に､ バッターとして本生徒が打ったボールが､ 直接右眼に当たってしまった｡

(自打球)

他校との練習試合をしていた｡ 本生徒はバッターとして打ったところ､ ファウルチップ (自

打球) となり､ そのボールが直接､ 本生徒の眼部に当たり負傷した｡

親善試合に出場していた｡ 本生徒が三塁を守っている際､ 相手の打球がイレギュラーし本生

徒の股間に当たり負傷した｡

ボールをキャッチしようとしたら､ 受け損なって顔面に当たった｡

� ������	

ゴールキーパーをしていた際､ ゴールポストに当たり跳ね返ってきたボールが顔面に当たり､

歯牙を破折した｡

� 
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フライングした際､ 同時に来たプレーヤーの下敷きになり､ 強く床に歯を打った｡

本生徒が後衛に下がった際､ 相手の速攻のスパイクが顔面に当たり､ 歯が折れた｡

� 
������	

本生徒がディフェンスをしていた際､ 相手チームの選手がドリブルで走りこんできて､ 相手

の頭部が本生徒の前歯に当たった｡

練習試合に参加していた｡ ルーズボールを取りに行った際､ 相手選手の頭と本生徒の口がぶ

つかった｡

練習試合中､ ルーズボールを追いかけた相手選手の肩に顔面を強打した｡

５対５の練習中､ 本生徒がオフェンス時にドライブインしシュートしようとした際に､ 他の

生徒の右手指が本生徒の眼部を突き､ 負傷した｡

ゲーム形式での練習をしているとき､ ディフェンスをしていた相手の頭が前歯に当たった｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��
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相手チームの選手と接触した際､ 相手の肘が本生徒の口に当たった｡

ウエイトトレーニング中に､ ベンチプレスを行って

いて､ 補助をしていた本生徒の指がバーを置くＵ字の

金具とバーの間に挟まってしまった｡ あわてて指を引

き抜いたところ､ 指の先が取れていた｡

一時間の筋肉トレーニング後��分間のストレッチと

フットワークを行なった｡ その後､ コートをダッシュ

で２往復走り終え､ 待機していたところ突然倒れた｡

秒数を計測したダッシュをしていたところで､ 止まりきれずに体育館フロアより玄関に向かっ

て走り抜け､ 閉まっていたガラスに激突した｡

試合直前のウォーミングアップ中に､ シュートをしているときに体のバランスが崩れて転倒

した｡

ジャンプして着地した瞬間､ 上から相手の肘が顔面を直撃し､ マウスピースが落ち､ 痛みが

強く､ 歯根部から出血､ 曲がっていたため､ 冷やして主治医に受診するよう指導した｡ (以前､

歯牙脱臼をしており､ 主治医よりマウスピース装着で運動許可が出ていた｡)

� �����

本生徒がタックルにいった際､ 相手の膝が顔面に強くぶつかった｡

試合中､ 相手が蹴ったボールをキャッチし､ 走り出したところ､ タックルされ､ 転倒し､ 左

後頭部を打った｡

密集でボールの争奪をしていたところ､ 相手の手が左眼に当たりコンタクトレンズが割れた｡

試合中､ ボールを持って攻撃していて､ 左前から相手チームの選手にタックルされ､ 右手を

地面についた際､ 相手選手の体重の負荷もかかり､ 受傷した｡

� �	
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ダブルスを組んで試合形式の練習をしていて､ 組んでいた部員が振ったラケットが顔面に当

たり､ 右眼を負傷した｡
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他の部員のスティックに当たって跳ね返ってきたボールが､ 顔面に直撃し､ 歯を負傷した｡

マンツーマンの練習でドリブルをして走っていた際､ 相手のスティックが口に当たり前歯を

折ってしまった｡

� �	
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練習試合中､ 本生徒がボールを持って走っている際､ 相手選手からタックルを受け転倒し左

膝を痛めた｡

試合中､ 相手の防具が左眼の下部に当たり切傷した｡

�� �
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相手に投げられた際に､ 受身がうまく出来ず､ 顔面を強打し負傷した｡

試合中､ 倒れこんだ際に､ 相手の肩が右眼周辺に当たり､ そのまま押さえ込まれた｡

� ���

片付け中､ 本生徒は携帯電話の音楽をかけていたが､ 耳障りに感じた他の部員と口論になり､

その部員が脅しのつもりで蹴るまねをした際､ 膝が勢いよく顔面に当たった｡

� ���

試合中､ 相手生徒の蹴りが本生徒の股間を直撃した｡

試合形式の練習をしていたところ､ 相手の突きが顔面に入り､ 歯を損傷した｡

����

� �����

合宿中､ ローラースケート場でリンク３周の滑走中､ ２周目で足がふらつき転倒し､ 顔面､

体前側を路面に打った｡

� ������

合同練習会において､ 他の女子生徒と練習 (２分×２Ｒ) の２Ｒの後半に頭部への打撃を受

け､ 様子を見ていた所､ 足がふらついていたので終了させた｡ 互いのコーナーとレフリーへの
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挨拶をしてコーナーへ戻ってきた際に座り込むようにうずくまり意識がなくなった｡
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吹奏楽部の活動として４階の音楽室の大掃除で､ 窓

ガラスを拭くためにひさしへ出た際にバランスを崩し､

約��ｍ下のアスファルトの地面へ転落した｡

演奏会の準備のため道具の出し入れをしていた｡ 他

の生徒が､ 戸棚の上段から道具を取り出そうとしてい

た際､ そこへ戸棚の扉が外れ落ち､ 本生徒の額に当たっ

た｡

�����

旋盤技能検定練習終了後､ 検定試験に向けて最終準備中､ 再研磨したバイトの試し削り中に

無理な抵抗がかかり付け刃バイトのチップが飛び､ 左目の眼球にささった｡ 材料に当てるとき

であったため神経を使って主軸の近くに顔を近づけていたため避けきれなかった｡

�������
��������

３階教室の窓の外のひさしの部分に出て友人と遊んでいたところ､ バランスを崩して転落し

負傷する｡

理科の補習終了後､ 他の生徒が実験で使っていた蟻
ギ

酸
サン

の臭いをいたずらで本生徒にかがせた

ところ､ 手で払いのけた際に液が顔､ 目､ 首にかかり負傷した｡

教室へ移動するため昇降口の下駄箱でスリッパに履き替えていて友人にちょっかいをだした

ところ､ 友人が足で蹴ろうとし､ スリッパが本生徒の左眼に直撃した｡

�����������

教室で他の生徒とけんかになり､ 殴られた｡

サッカーをしていてスライディングをした際､ 蹴りだされたボールが右眼に直撃した｡

��

������� 高１年・女 �����

������� 高２年・女 ��	
�������

������� 高３年・男 ��	������

������	 高１年・男 ��	������

������
 高２年・女 ��	
�������

������� 高３年・男 ��	������

������� 高２年・男 ��	������

������� 高３年・男 ��	������

高等学校：[Ⅳ] 課外指導 (１) 体育的部活動



�������	
��

教室で話をしていてけんかとなった際､ 相手に膝で股間部を蹴られて負傷した｡

���������	
��

体育館で友人とバドミントンをしていた際､ 相手が打ったシャトルが本生徒の左眼に当たっ

た｡

球技大会のバレーボールの練習中､ ボールがフェンスを越えて浄化槽の方へ転がっていった｡

取りに行ったが､ ボールが浄化槽の上から校外に出てしまいそうだったので､ 校内の方へはた

きいれたところ､ 本生徒は浄化槽から学校敷地北側の市道へ背中から転落し､ 負傷した｡

�����
�����

����

スピードの出しすぎと前方不注意のために自転車の前輪が歩道のくぼみにはまり､ 本生徒の

身体が自転車から放り出され､ ガードレールに激突した｡

友人と一緒に行こうと思い途中で引き返し､ 友人宅へ向かう途中の遮断機のない踏切で､ 列

車に気付かず進入し､ はねられた｡

道路がでこぼこのため転倒した｡ その際に顔面を強く打撲した｡

自転車同士で正面衝突した｡

坂道を下っていた際､ 停止している車に一方的に突っ込んだ｡

道路幅の狭いカーブに差しかかった時､ 前方から自動車が来たので避けようとした際､ タイ

ヤが滑って転倒､ 顔面を強打した｡

��������

本生徒は､ 夏休みの補講のため､ 二車線の県道を原動機付自転車で走行中､ 下りカーブにお

いてバランスを失い､ センターラインをオーバーし､ 体が放り出され､ 対向車線を走行中の車

両 (��ｔトラック) に右足下部をひかれた｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

	
��	 高１年・男 �������

	
��� 高２年・男 	
������

	
��� 高３年・男 �����

	
�� 高１年・男 �������

	
��� 高２年・男 �������

	
��� 高２年・女 ����

	
��� 高３年・男 ����

	
��� 高３年・女 ����

	
��
 高定２年・男 ����

	
���� 高３年・男 ���������



������

�� �

駅のホームで列車に乗っている友人と ｢手をつなぎ併走してホームの端からどれくらいジャ

ンプできるか｣ というゲームを行っているとき､ ジャンプのタイミングが遅れてしまい列車に

つかまったが落下して足を車輪に轢かれた｡

����

道路の段差に気を取られ､ 正面から来た２台の自転車に気付かず衝突した｡

舗装道路上に砂利があったため､ 自転車が滑り転倒した際に顔面を路面に強打した｡

自宅に面している角を曲がろうとした際､ タイヤが滑り､ 転んだ衝撃で､ 顔を地面に強打し

た｡

下り坂を降りていた際､ 自転車のペダルが道路左側の砂防壁の溝に引っかかり転倒し負傷し

た｡

よそ見をしていたため街路灯に衝突した際､ 転倒し前歯を破折した｡

転倒して顔面､ 頭部､ 右手を負傷して意識を失っているところを通行人に発見された｡

��

��	
��� 高２年・男 �������	


��	
�� 高１年・男 ������	


��	
��� 高１年・女 ��	


��	
��� 高１年・女 ��	


��	
��� 高２年・男 ��	


��	
��� 高２年・女 ��	


��	
��� 高３年・男 ��	


高等学校：[Ⅵ] 通学中 (２) 下校中



� ������	
������

������
�	
��

一般的な実験中に反応管を投入し１本目は成功した｡ ２本目を投入し��秒したところで突然

溶融塩 (硝酸ナトリウム) が噴出し､ 飛沫を浴びて顎､ 前胸部､ 左腕にやけどを負った｡

�������
�	
������

� �

� �����

高く上がったボールをヘディングしようとして､ 相手と正面から衝突した｡

�������
�	
������� 

友人とダブルスを組んでバドミントンをしていた｡ 友人が振り下ろしたラケットが口元に当

たり､ 歯が折れた｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������ 高専１年・男 �	
��������

������ 高専２年・男 ����

������ 高専３年・男 ����



� ������	
������

������
�	
���

� �

水泳指導中､ ウレタンマットに同時に２名が水中から乗り上がろうとした際､ 他の生徒の肘

が本生徒の口元に強く当たり､ 前歯を負傷した｡

��
����

課題別学習の終わりごろ､ 本生徒を三輪自転車の荷台に乗せて校外を走っていたところ､ 車

輪に本生徒の手が触った感覚があった｡ すぐに確かめたところ､ 左手人差し指の先を負傷した｡

自立活動中､ 感覚運動の授業でストレッチ運動を行なっていた際､ 教員補助により前屈運動

を行なったところ右大腿骨を骨折した｡

��
��

音楽の時間に歌を歌っていたところ､ てんかん発作が起きた｡ 本生徒は立って歌っていたた

め転倒し､ 下あご部を床に強打した｡

��
���

午後の生活単元学習の時間 (コンビニへの買い物学習) にそれぞれが自転車に乗って出発し､

道路の左側を教師１人を先頭に生徒５人が一列で続き､ 最後尾に教師１名がついた｡ 後方から

自動車が接近してきたため､ 最後尾の教師が後方の安全確認をしながら注意を促している間に､

本生徒は左端の側溝に三輪自転車ごと転落した｡

生活単元学習の校外学習中､ バスを下車しようとしてタラップを踏み外し､ タラップの角に

足を打ち挫創した｡

�������
�	
���� 

本児童を女子トイレに連れて行き､ 介助用ベッドでオムツ交換をしようとしていた｡ オムツ

��

������ 特高２年・男 ����

������ 特中２年・男 ���	
����

������ 特高３年・男 ��	
����

������ 特高３年・女 ��
���������

������ 特高２年・女 ����

������ 特高２年・女 ��
���������

������ 特小６年・女 ����

特別支援学校：[Ⅰ] 各教科 (１) 保健体育



を替えようと衣服を脱がせていたときに､ トイレ個室のアコーディオンカーテンが開いていた

ため､ 閉めようとその場を少し離れた｡ 直後に背後でドスンと音がし､ 振り返ると本児童が床

に腹臥位の状態で落ちて､ 負傷していた｡

�������	�
�

ぶらんこで遊んでいるときに教師に声掛けをされ､ ぶらんこを止めて降りようとした際､ ぶ

らんこの勢いが抑えられず２､ ３歩前傾姿勢となり､ 前にある鉄柵に口をぶつけた｡

�����������
�

下校しようと教室から廊下に出たところ突然走り出し､ 足がもつれバランスを崩し前に転倒

した際､ 体重が右膝にかかり痛みを感じた｡

������
������

� �

下校中､ 駅構内の階段を転げ落ちた｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

�����	
 特中２年・女 ����

�����	� 特中２年・男 ���	
����

������� 特高２年・女 ����



� ������	
���

������

昼食中､ トイレに行きたくなったので上靴を脱ぎトイレのスリッパに履き替えるとき､ 体を

支えようとドアの蝶番付近に手を置いた｡ そのとき､ 後ろから慌てて入ってきた他の幼児がド

アを閉めてしまったために左手親指先を負傷した｡

午後､ 遊戯施設 (ログキャビン) の階段を登っているとき､ 足を踏み外して階段の角に額を

ぶつけて切った｡

降園時間に担任が徒歩通園の園児を玄関に送って行った際､ 通園バス待ちの幼児のみの保育

室で､ 最近はさみに興味があり常に使っていて上手だった本児が､ はさみを使うしぐさをして

いて目を傷つけてしまったものと思われる｡ 廊下に出てしくしくと泣いているところを他の幼

児が担任に教えてくれた｡

幼稚園公開の参観日に､ 午前の好きな遊びの時間が終わり､ 片付けの活動が始まった｡ 積み

木を両手に持って片付けようとしたときに､ 積み木につまずいて転倒した｡ その際､ 右手の人

差し指を床と枠積み木の間にはさみ､ その上に自分の身体が乗ってしまった｡

延長保育を受けていて､ 母親の迎えが遅れたために砂場で遊んでいた｡ 砂場のかえでの木か

ら落ちて頭を切った｡

午後､ 保育室でタンバリンを打って遊んでいて他の幼児と取り合いになり､ 顔面をひっかか

れた｡

登園してすぐに､ ぶらんこに乗って遊んでいて

片手が離れてしまい､ ぶらんこの前に設置されて

いる鉄製の枠に顔を強打した｡

朝､ うんていをしている途中に手を滑らせて地面で顎を打ち､ 上の前歯で下唇を切った｡

昼食前に園庭に出る際､ 廊下を走って出入り口のガラス戸に衝突し､ 額､ 鼻を切った｡

他の幼児が登園途中拾ってきた棒をカバンから取り出していて､ 隣で身支度をしていた本児

の眼に棒の先端が当たった｡

��

��
���� 幼３歳・男 �������	


��
���� 幼３歳・女 ���������	


��
���� 幼３歳・女 �������	


��
���� 幼４歳・男 �������	


��
���� 幼４歳・男 ���������	


��
���� 幼４歳・女 ���������	


��
���� 幼４歳・女 ���������	


��
���� 幼４歳・女 ���������	


��
���� 幼５歳・男 ���������	


��
���� 幼５歳・女 �������	


幼稚園：[Ⅰ] 保育中



降園バスの待ち時間中に６人がけブランコで遊んでいた際､ バランスを崩してブランコの下

に頭から転落し､ ブランコの揺り返しで顎､ 額､ 口内を負傷した｡

午後､ 中央階段を通って昇降口へ向かう際､ バランスを崩し階段の手すりに眉間を強打した｡

給食後､ 歯磨きをしようとテラスの水飲み場へ行こうとしたときにつまずいて転び､ 水飲み

場のふちに額をぶつけて負傷した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 幼５歳・女 �������	

������� 幼６歳・女 
���������	

������	 幼６歳・女 
���������	



� ������	
���

������

朝のおやつの時間後､ ロッカー付近で遊んでいた際､ つまずいて転倒してロッカーにぶつけ

た｡

午後､ 他の児童が棚の空間に入り､ そのすぐうしろに本児が入ろうとした際､ 他の児童に右

頬をひっかかれた｡

夕方､ 園庭の非常階段裏を歩いていて転倒し､ 壁の下のコンクリートの角に額をぶつけて裂

傷を負った｡

午前､ 他の児童が見ていた絵本を取って走り去ったところ､ 他の児童が追いかけてきて布団

に倒れ込んだ本児の頬に咬み付いた｡

午前､ 制作活動をするためにいすに座っていたとき､ 隣に座っていた他の児童が机の上の物

を触ろうとした際､ 本児が注意しながらたたいたため､ それに対し他の児童も本児の頬を爪で

ひっかいた｡

午前､ 室内遊びをしていて､ 同じクラスの女児に右頬部と前胸部をひっかかれた｡

午前､ ホール前廊下にて他の児童にぶつかって転倒し､ 排水溝に強打して右目上を切った｡

昼食中､ 保育士が目を離した隙に､ 他の児童が食べていた箸で目の前の本児の耳をつついた｡

夕方､ 保育中に乗用回転遊具で遊んでいて一瞬腹ばいになり､ 両手を地面に擦り付けた状態

で遊具が回転してしまい､ 右手中指が遊具の下部に挟まれ切断した｡

食事後の時間に遊んでいた際､ 転倒し､ 棚の角で目などを打った｡

午後のおやつ終了後に園庭で遊んでいた際､ 走っていた勢いで腕からついて転んだ｡

午前､ 本児がトイレに行ったところ便器内に残っている便を数人が見ており､ そこに本児も

加わっていたところ､ うしろからトイレに来た男児も加わろうとしたが入れず､ 腹を立てて本

児の左頬をひっかいた｡

��

��
���� 保１歳・男 �������	
��

��
���� 保１歳・女 �������	
��

��
���� 保１歳・女 �������	
��

��
���� 保２歳・女 �������	
��

��
���� 保３歳・男 �������	
��

��
���� 保３歳・女 �������	
��

��
���� 保３歳・女 �������	
��

��
���� 保３歳・女 ���

��
���� 保４歳・男 ��������

��
���� 保４歳・男 �������	
��

��
���� 保４歳・女 ��������

��
���� 保４歳・女 �������	
��

保育所：[Ⅰ] 保育中



ままごとをしているとき､ 他の児童がおもちゃを片付けようとしていたところ本児が手伝お

うと黙って手を出したため､ 左頬をひっかかれた｡

午後､ 園庭で遊んだ後､ 乗っていたスクーターを片付けようと遊具置き場に向かう途中､ セ

メント地の通路に転倒して右額と右頬を打撲した｡

Ⅱ 学校の管理下の障害の状況 ��

������� 保５歳・女 �������	
��

������� 保６歳・女 ��������


