
                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 「ヒヤリ・ハット」という言葉を知っていますか？以前にも紹介したことがあるかもしれませんが、「ヒヤリ・ハット」
とは、重大な災害や事故にはならなかったものの、重大な事故などに直結してもおかしくないような、一歩手前

の事故（事例）のことをいいます。文字通り、突発的な出来事や失敗に「ヒヤリ」としたり「ハット」したりすることを

いいます。「ヒヤリ・ハット」は、結果として大きな事故にならなかったため、「ああ、よかった」とすぐに忘れてしま

いがちです。 

しかし、一つまちがえば、大事故になっていた可能性があるのです。わたしたちの周りにはたくさんの「ヒヤ

リ・ハット」が潜んでいると思いませんか、「ああ、よかった」「ラッキー」という気持ちだけでなく、「一つまちがえ

ば、大変なことになっていたのだ。」と、気を引き締めなおすことも必要ではないでしょうか！事故を完全に防ぐ

ことは難しいかもしれませんが、意識することで防げる事故などがある 

と思います。 

また、私は、事故やケガだけでなく、日常生活の色々な場面でヒヤ 

リ・ハットの考え方が当てはまるように思うのですが、みなさんはどう思 

いますか？まずは、普段の学校生活や部活の時、あるいは、自転車 

乗っている時などに少し、「ヒヤリ・ハット」を意識してみませんか！ 

＜ヒヤリ・ハット＞ 

詳細は次のとおりですが、「不注意によるヒヤリとしたミスの積み重 

ねが軽微な事故の原因となっており、軽微な事故の積み重ねが重大 

事故の原因になっている」というものです。 

 

 

 

ヒヤリ・ハット（右上図参照） 

ハインリッヒの法則とも言われています。アメリカの損害保険会社で技術・調査部の副部長を務めていたハー

バート・ウィリアム・ハインリッヒという人が、1929年に初めて発表した内容です。具体的には 

○1件の重大な事故・災害（＝重傷者が出る程）が発生した場合、 

○29件の軽微な事故・災害（＝軽傷者が出る程）が既に発生しており、 

○300件のヒヤリ・ハット（＝怪我人は出ないものの、ヒヤリとした出来事）が既に発生している、 

というものです。 

１つの大きな事故の陰には、実は、それにつながるような 300 件の小さな出来事が発生しているということで

すね。・・・怖ろしい話ですが、こうした「ピラミッド状になっている労働災害の規則性」は、ハインリッヒ氏が約

5,000件にも及ぶ労働災害の内容を調査した結果、発見した法則だそうです。 

 

 

学校だより №７ 

 

校長室の窓から 
平成２９年１０月 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 校 訓 ＞ 

いのちを大切にしよう 

きまりを守ろう 

進んでことにあたろう 

相手の立場に立って考えよう 

  ヒヤリ・ハット ～ 一つまちがえば大きな事故になっていたかも・・・ ～    

尼崎市新人大会 

【男子ソフトテニス部】 

個人：優 勝 中畑 好喜・大野  創 

阪神中学校新人大会 

個人：優 勝 中畑 好喜・大野  創  

【女子ソフトテニス部】 

新人大会予選１年生大会  

第３位 安田 理子・坂口 美海 

【男子バスケットボール部】 

準優勝 

【男子卓球部】 

団体 第３位 

（秋季大会 団体：準優勝） 

（1年生大会 準優勝 竹原 樹  第３位 關 駿佑） 

【女子卓球部】 

団体 準優勝 

【剣道部】 

女子団体：第３位        

女子個人：優 勝 中祖 弥月  

第３位 瀧本 瑞規 

（新人戦前哨大会   女子団体：第３位） 

（青少年剣道錬成大会女子団体：準優勝 

男子個人：優 勝 川上 大星 

女子個人：優 勝 波馬 朋賀） 

【陸上部】 女子総合：優 勝 

男子 １ 年１００m 第３位 岡本 祥孝 12秒72 

男子共通４００ｍ 第１位 小池 翔太 55秒05 

男子共通走高跳 第１位 小池 翔太 1ｍ55 

女子 １ 年１００ｍ 第１位 吉村  心 13秒68 

女子 １ 年１００ｍ 第３位 髙橋 穂華14秒23 

女子 １ 年８００ｍ 第１位 西村 光冬2分34秒48 

女子共通２００ｍ 第１位 吉村  心 27秒95 

女子共通１５００ｍ第３位 西村 光冬 5分12秒60 

女子共通走高跳 第１位 舟戸 咲穂 1ｍ48 

女子共通走高跳 第２位 入谷 成美 1m45 

女子共通走幅跳 第１位 坂田 美海 5ｍ28（大会新） 

女子共通砲丸投 第２位 森本 彩葉 9ｍ30 

女子共通砲丸投 第３位 奥田 莉加 9ｍ11 

女子共通円盤投 第１位 奥田 莉加 25ｍ02 

女子共通４×１００ｍR 第２位  52秒64 

髙橋 穂華・吉村 心・牛嶌 心優・坂田 美海 

 

阪神中学校新人大会  女子総合：第３位 

男子共通四種競技 第 １ 位 小池 翔太 1892点 

 

 

阪神中学校新人大会 

女子 １ 年１００ｍ 第２位 吉村  心  13秒51 
女子共通走幅跳 第１位 坂田 美海 5ｍ33 

女子共通走高跳 第２位 舟戸 咲穂 1ｍ54              

女子共通円盤投 第３位 奥田 莉加 25ｍ48       

 

兵庫県中学校新人大会                   

女子共通走幅跳 第1位 坂田 美海 5ｍ30 

 

尼崎市中学校総合体育大会 

男子総合：優 勝  女子総合：優 勝 

男子共通４００ｍ 第２位 幸村 侑哉 53秒94 

男子共通４００ｍ 第３位 山本信次郎56秒27 

男子共通走高跳 第３位 中田 誠之 1ｍ60 

男子共通走幅跳 第１位 国宗 勇亜 5ｍ65 

男子共通三段跳 第３位 国宗 勇亜11ｍ29 

男子共通砲丸投 第１位 坂上 孝峻11ｍ49 

男子共通砲丸投 第３位 竹中 康晴11ｍ07 

男子共通円盤投 第１位 坂上 孝峻37ｍ74 

男子共通円盤投 第２位 山中 竣介35ｍ16 

女子1年１００ｍ 第１位 吉村   心13秒43 

女子1年１００ｍ 第３位 髙橋 穂華14秒21 

女子1年８００ｍ 第１位 西村 光冬 2分36秒61 

女子共通８００ｍ 第３位 兼安 実優 2分32秒73 

女子１・２年４×１００ｍR 第１位  53秒38 

高橋 穂華・牛嶌 心優・吉村 心・坂田 美海 

女子共通走幅跳 第１位 坂田 美海5ｍ17 

女子共通砲丸投 第２位 神本真衣音12ｍ29 

女子共通砲丸投 第３位 高橋 佑歌11ｍ76 

女子共通円盤投 第１位 神本真衣35ｍ55（大会新） 

 

兵庫県中学校選手権大会 

男子４００ｍ 第３位 幸村 侑哉 52秒54  

男子砲丸投 第３位 坂上 孝峻 11ｍ65 

女子砲丸投 第３位 神本真衣音12ｍ10 

女子円盤投 第２位 神本真衣音33ｍ33 

【１ 考えるチカラ：偽物コイン 】 ちょっと頭の体操でもやってみますか・・・、わかりますか？ 
◆10枚のコインが入った袋があります。その中に全て偽物のコインが入った 袋が１つだけあります。 

◆普通のコインは、１枚10グラム、偽物のコインは９グラムと 

１グラム軽くなっています。 

◆はかりを一度だけ使って、偽コインの袋を見つける方法を考 

えてください。コインは袋から出してもかま いません。 

 

平成２９年度青少年健全育成・非行防止標語  

 佳作 德千代和奏                  

 『ＳＮＳ 誰も見えない ＳＯＳ』         

 佳作 岡田 和花  

     『今日からは ヒーローくらいの 正義感』 

  


