
2016年子どもをタバコから守る会・愛知　小・中・高校脱タバコ授業　活動実績

小・中・高校 日時 県 地区名 学校名 対象学年 対象人数（約） 質問票調査 担当者
小学校 2016年1月19日 愛知県 新城市 千郷小学校 6年生 110 家田重晴
小学校 2016年2月3日 愛知県 名古屋市東区 宮前小学校 ６年生 60 磯村毅
小学校 2016年2月3日 愛知県 名古屋市守山区 二十軒屋小学校 ６年生 108 磯村毅
小学校 2016年10月4日 愛知県 名古屋市北区 光城小学校 6年生 89 家田重晴
小学校 2016年10月18日 愛知県 名古屋市港区 野跡小学校 ５，６年生 110 磯村毅
小学校 2016年10月21日 愛知県 名古屋市守山区 二城小学校 ６年生 70 磯村毅
小学校 2016年10月28日 愛知県 名古屋市天白区 天白小学校 ６年生 148 磯村毅
小学校 2016年11月1日 愛知県 名古屋市南区 桜小学校 ６年生 60 磯村毅
小学校 2016年11月17日 愛知県 名古屋市西区 山田小学校 ６年生 150 ○ 稲垣幸司
小学校 2016年11月24日 愛知県 名古屋市東区 筒井小学校 ５年生 52 ○ 稲垣幸司
小学校 2016年11月24日 愛知県 名古屋市東区 砂田橋小学校 ６年生 28 ○ 稲垣幸司
小学校 2016年11月29日 愛知県 名古屋市南区 宝小学校 5年生 57 家田重晴
小学校 2016年12月15日 愛知県 名古屋市中村区 柳小学校 ５年生 60 ○ 稲垣幸司
中学校 2016年5月2日 愛知県 名古屋市港区 昭和橋中学校 ２年生 133 〇 磯村毅
中学校 2016年9月6日 愛知県 名古屋市中村区 黄金中学校 2年生 60 家田重晴
中学校 2016年10月18日 愛知県 新城市 千郷中学校 3年生 137 家田重晴
中学校 2016年11月15日 愛知県 名古屋市中区 白山中学校 １年生 44 家田重晴
中学校 2016年11月16日 愛知県 名古屋市港区 港明中学校 １年生 110 磯村毅
中学校 2016年11月17日 愛知県 名古屋市守山区 守山西中学校 １年生 258 ○ 稲垣幸司
中学校 2016年11月21日 愛知県 名古屋市守山区 志段味中学校 ３年生 129 磯村毅
中学校 2016年11月29日 愛知県 名古屋市熱田区 宮中学校 ２年生 130 磯村毅
中学校 2016年12月16日 愛知県 名古屋市名東区 東星中学校 1年生 120 磯村毅
中学校 2016年12月24日 愛知県 名古屋市緑区 左京山中学校 ２年生 120 〇 磯村毅
高等学校 2016年7月20日 三重県 四日市市 四日市工業定時制 全学年 159 ○ 稲垣幸司
高等学校 2016年5月11日 愛知県 春日井市 春日井工業高校 １年生 260 磯村毅
高等学校 2016年6月1日 愛知県 弥富市 愛知黎明高等学校 １年生 140 磯村毅
高等学校 2016年9月7日 愛知県 名古屋市西区 啓明学館高等学校 1年生 171 家田重晴
高等学校 2016年10月27日 愛知県 瀬戸市 瀬戸高等学校 １年生 280 磯村毅

対象生徒数 3353
対象教員数

大学・専門学校
専門学校 2016年2月1日 愛知県 名古屋市天白区 名古屋デンタル衛生士学院 ３年生 62 ○ 稲垣幸司
専門学校 2016年4月25日 愛知県 名古屋市天白区 名古屋デンタル衛生士学院 １年生 58 ○ 稲垣幸司
大学 2016年5月11日 愛知県 名古屋市千種区 愛知学院大学短期大学部 １年生 104 ○ 稲垣幸司
大学 2016年5月12日 愛知県 名古屋市瑞穂区 愛知みずほ短期大学子ども学科 １年生 80 磯村毅
大学 2016年5月13日 愛知県 名古屋市千種区 愛知学院大学薬学部 １年生 169 ○ 稲垣幸司
大学 2016年5月17日 愛知県 豊明市 藤田保健衛生大学看護学部 ２年生 160 磯村毅

専門学校 2016年6月9日 愛知県 名古屋市千種区 愛知学院大学歯科技工専門学校 １年生 14 ○ 稲垣幸司
大学 2016年6月30日 愛知県 長久手市 愛知医科大学医学部 １年生 110 磯村毅

専門学校 2016年7月4日 愛知県 名古屋市北区 名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 １年生 51 ○ 稲垣幸司
大学 2016年7月6日 福岡県 田川市 福岡県立大学看護学部養護教諭コース ３年生 10 磯村毅
大学 2016年7月13日 愛知県 半田市 日本福祉大学健康科学部 １年生 156 ○ 稲垣幸司
大学 2016年7月15日 愛知県 名古屋市千種区 愛知学院大学歯学部 １年生 150 ○ 稲垣幸司

専門学校 2016年9月21日 愛知県 名古屋市北区 名古屋市歯科医師会附属歯科衛生士専門学校 ２年生 51 ○ 稲垣幸司
専門学校 2016年9月27日 愛知県 名古屋市港区 愛知日産大学校 １年生 100 磯村毅
大学 2016年11月2日 愛知県 名古屋市 名古屋大医学部 １年生 110 磯村毅
大学 2016年12月3日 愛知県 瀬戸市 名古屋学院大学サークルリーダー研修 1～4年生 60 磯村毅
大学 2016年12月5日 愛知県 日進市 愛知学院大学心身科学部 ３年生 42 ○ 稲垣幸司

対象生徒数 1487
小中高専門学校大学生徒数4840

市民
2016年1月28日 愛知県 名古屋市中区 愛知県保険医協会 会員 18 ○ 稲垣幸司

対象数 18


