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平成２５年度高知県防災教育推進フォーラム 

“子どもたちの命を守り命をつなぐ”防災教育 

日時：平成２６年２月２日（日）１３：００～１６：５１ 

場所：高知県立高知追手前高等学校 芸術ホール 

主催：高知県教育委員会 

プログラム： 

１．開会挨拶 高知県教育長 中澤卓史 

２．講演１ 「国の防災教育の動向について」 

文部科学省スポーツ・青少年局 学校健康教育課 

 安全教育調査官 佐藤浩樹 

３．高知県の取組 「高知県安全教育プログラムに基づく防災教育」 

高知県教育委員会事務局 学校安全対策課 課長補佐 岡田直子 

４．実践発表 

実践－１ 高知市立南海中学校（実践的防災教育推進事業拠点校） 

実践－２ 香美市立大栃中学校（防災キャンプ推進事業実施校） 

実践－３ 土佐清水市立三崎小学校（実践的防災教育推進事業拠点校 

５．講演２ 「災害に強い地域を育む防災教育」 

慶應義塾大学 環境情報部 準教授 博士（理学） 大木聖子（おおき さとこ） 

内容： 

○司会：高知県 教育対策課 山本 

13:00～13:06 開会挨拶 高知県教育長 中澤卓史                      

・３０年以内に南海地震が起こる確率は、これまでは「６０～７０％」と言われていたものが、

先月の文部科学省の発表では「７０％程度」と、発生が迫っていると感じる。 

・南海地震は次に必ず来るものと、校舎の耐震化などは以前から進めてき

た。平成２７年度には、ほとんどの学校で耐震化が完了する。 

・耐震化は進んでいると思っていたが、東日本大震災の津波のものすごさ

に背筋が寒くなった。あれが、高知で起きていたらどうなっていたのだ

ろう。 

・東北では、多くの方が亡くなったが、その割には子供たちの被害は少な

かったのかな。「防災教育」の効果ではなかったろうか。 

・高知県 対策をせなぁいかん。まずは下敷きにならない対策をする。次にその危機がすぎれば

高台への避難、避難路の準備、避難タワーの整備。 

・ハード面と同時に進めなければならないのがソフト面、「防災教育」である。 

・我々(教員)が学ぶことで、大きく被害を減じることが出来る。 

・取組の事例の発表、参考にしていただき、それぞれの学校の対策強化をして欲しい。願わくば、

それが家庭、地域へと広がっていき、いざ起きれば助け合っていける高知県を作らなければな

らない。 

・互いに学びあって、より安全な高知県、地域社会の形成に取り組んでいきたい。 
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13:06～14:00 講演１ 「国の防災教育の動向について」                   

○講師：文部科学省スポーツ・青少年局 学校健康教育課 安全教育調査官 佐藤浩樹 

○プロフィール 

・宮城県の教員、野外教育や体験教育ミーティングにも取り組まれ、宮城

県教育委員会 避難所運営への支援、学校教育の復興に取り組まれた。 

・安全教育にたずさわれている。 

 

＜０．東日本大震災の体験と子供安全対策支援室業務＞ 

○はじめに 

・宮城県の中学校の教頭をしているときに地震に遭遇した。 

・文部科学省で勤務し始めて３年。 

・私の所属する部署は、学校では対応が難しいという事案に、国が支援をするという部署。 

・大津市のいじめ事案、東日本大震災で多くの被害者を出した大川小学校の事後検証 など 

・「文部科学省の取組」「今後の防災教育のポイント」について話していきたい。 

 

○地震発生 内陸の学校における揺れによる被害 

◇校長室 

・固定をしていなかった本棚（優勝カップや百科事典が入っ

ていた）は全て倒れた。震度は６強。 

・内陸だったので津波被害はないが、揺れによる被害は多く

あった。あえて、内陸の津波ではない被害にふれたい。 

・歴代の校長先生の写真は全て壁から落ちた。 

◇まわりでは 

・完全に倒壊する家もあった。昭和５６年以前の建物は、古い基準の家なので、強い揺れでこう

なる恐れがある。 

◇体育館 吊り天井の部材が崩落 

・武道場、剣道場など、同様の構造の建物は是非、点検を。

大きな揺れの時には、避難の参考にして欲しい。 

・体育館のどこに逃げればいいか？ 体育館の構造による。 

  天井が落ちてくるような構造なら真ん中は危ない。 

  天井に部材がないのなら、窓ガラスが降ってきにくい、

真ん中が安全。 

◇大川小学校 

・北上川の河口から４キロ上流にある小学校 地域の人は、海辺の学校とは思っていなかった。 

・津波が到達したのは１５時３５～３７分頃 地震発生から５０分間ほどあった。 

・学校のそばには裏山があり、山に駆けのぼり助かった人もいた。 

・全校生徒１０８人中、７４人が犠牲になった。学校にいた１１人の先生のうち１０人が亡くな

った。一人生き残られた先生は心の病気で、当時の話ができる状況ではない。 
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・７４人のご遺族から、「学校管理下で命が亡くなったのだから、なぜ５０分間校庭にとどまって、

なぜ自分の子供は亡くならなければならなかったのか、検証してくれ」と。まもなく、最終報

告が出るところ。 

・過去にもここまで津波が来たことがなかったので、地域の人も、津波への危機意識は少なかっ

た。情報を積極的にとれていなかったのではないか。地震の大きさや津波警報の状況把握が出

来ていなかったのではないか。 

・来週も石巻の方に会う。朝、「いってきます」と出ていき、「ただいま」の言葉を聞けなかった。

「学校の先生の言うことをよく聞くんだよ」と言ってきた。その学校の先生の言うことを聞い

てうちの子は亡くなった。 

・教育の場は、安全で安心な場でなければならない、そう再度、強く思う。 

 

＜１．東日本大震災を受けた文部科学省の対応等＞ 

・学校への不審者の進入など、子どもが事故、事件に巻き込まれる事案が多く発生し → 教育

教材ＤＶＤ、教職員指導用ＤＶＤ、マニュアルの作成 など 

 

○調査・研究 

・宮城、岩手、福島の幼・小・中学校の全ての学校を調査 → その結果はＨＰに掲載 

・「東日本大震災における学校等の対応に関する調査研究」で検索してください。どんな対応をし、

どんな課題が明らかとなったかが整理されている。 

・子どもが学校に待機しなければならない事態、帰宅困難な状況が２６％の学校で発生。 

 都会では公共交通機関が止まり、帰宅困難となったのは、首都圏の方が多かったかもしれない。 

 

◇Ｑ：事前の訓練や備えていたものでどんな課題がありましたか 

 Ａ：どの学校にもマニュアルはあったが、想定外のものが多すぎて対応できなかった。生徒の

自宅に連絡するのに電話やメールがマニュアルに書かれていたが、停電では使えない。机

の下にもぐるのは一次避難、体育館に避難するのが二次避難 その後、どういうタイミン

グで子どもを家族に引き渡せば、帰せばいいのか。 

◇Ｑ：学校が避難所となったことによる課題は 

 Ａ：避難所運営が学校に任されていたので、学校再開へ向けての準備が重なり、かなり過度な

負担を強いられた。 → 使う人たち（避難民）で避難所運営できる体制づくりを。 

教職員が避難所を運営することで、児童への指導や連絡の時間が少なくなった。 

不特定多数の人が出入りすることから、学校の治安維持が難しい。 

◇自由表記： 

・避難訓練について、自分で考える機会を増やすこと。 

・地域住民といっしょに訓練することが大事。 

・子どもが自分で判断できる教育が必要。 

・教員がバラバラにならないようなシステム作りが必要。 

・地震や心肺停止への対応など、時間に猶予がない事案への対応は、マニュアルが頭に入ってい
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ないといけない。マニュアルを職員室に取りに行って、読み返している間はない。 

◇避難訓練 

・何から避難するかを明確に 「訓練」は法律にうたわれている。駅や大規模商店と同じ並びで

学校は書かれていて、教職員が行わなければならない「訓練」である。 

・消防法上は、消防職員が見るべきは教職員がちゃんと避難をさせられているかを見る必要があ

る。 

・教職員の対応を確認する訓練と、児童が自らで判断し行動できる訓練とがある。 

 

○「東日本大震災を受けた防災教育・防災管理等に関する有識者会議」 

・自然災害等の危険に対して自らの命をも守り抜くため「主体的に行動する態度」を育成する。 

・各学校で、それぞれに応じてやっていて、教育としての体系化がなされていない。 

       ↓ 

  「学校防災マニュアル（地震・津波災害）作成の手引き」 

・マニュアルは作って終わりではない。使うと課題が見えてくる。何回も何回も使って、見直し

をしていってください。 

・マニュアルは頭の中に 

 

＜２．今後の防災教育のポイント＞ 

○「生きる力」を育む防災教育の展開 学校防災のための参考書 

・学校が避難所になることでの課題 阪神淡路大震災の時にも言われていたのに改善されていな

かった。避難所は地域の方々、避難民で運営することの周知を。 

・幼稚園、小学校、中が校、高校で教えるべき事の内容の整理をしている。 → 年間指導計画

の例、基本的に押さえるべき事項 

・今は、あくまで参考資料 ← 教育課程の中に位置づけられるよう、頑張っているところ 

 

○「学校安全の推進に関する計画」 

・全国の教職員が一定の学校安全の知識を有せるように → 教員養成課程の中に「学校安全」

の課程を入れ、すでに先生の方には研修の機会を設ける。 

 

○これからの防災教育は 

・自分の命は自分で守る それは当然だが、これほどリスクの大きな日本で生きていくという事

はどういう事なのかを、教えることがいる。 

 

○防災教育の推進は民主主義の成熟と軌を一にしている 

・自己責任の原則（自助努力が基本） 

・民主主義の制度設計は、欧米先進諸国の国民の血と汗の結晶である。 

・我が国は太平洋戦争の敗戦によって既成の“民主主義”が導入された。 

・その結果、民主主義の精神が理解されていない。 
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・それは、たとえば災害情報や避難勧告の無視となって現れる。 

 

○イギリスやハワイであった具体事例 

◇イギリスで： 

・早朝にホテルで非常ベルが鳴った。 

・ホテルの指示はなかったが、宿泊客は全員、無言で階段を下りて、玄関前ポーチに集合した。 

・誤報だったが、一言の苦情もなかった。 

◇アメリカ・ハワイ： 

・津波警報が発令され、避難命令が出た。 

・ワイキキ海岸の全てのホテルの宿泊客・従業員は、黄色の小学校登下校用のボンネットバスに

乗せられて、山上に避難した。 

・津波は大きくなかったが、誰一人文句を言わなかった。 

 

○考えなければいけないこと 

◇欧米先進国： 

・災害情報は住民、市民の安全にとって必要である。 

・したがって、それに従うのは当然である。 

・我が町は自分たちの手で守る。だから、ほかの地域のボランティアは当てにしない。 

 

◇日本： 

・災害情報は政府・自治体が勝手に充実させてきた。 

・だから、それに従うかどうかは住民の自由である。 

・我が町は公助によって守ってくれて当然である。災害が起これば、ボランティアが支援してく

れる。 

 

・民主主義について理解している欧米人に対して、十分理解できていない日本人では民主主義を

取り違えている。 

 

○「発令」「発表」 

・気象庁は警報などを「発表」をしているのであって、市町村長が避難勧告などを「発令」して

いるのである。 

・自らで判断していない だから、「発令」と「発表」の違いすらわかっていない。 

・「避難所」と「避難場所」の違いがわかっていない。避難場所は、大規模な火災やその他の危険

から身を守るために避難する場所（公園や高台など）。 避難所は、住む家を失った人の一時的

な生活の場所（小中学校など）。 

 

○今後の子供たちの防災教育の充実に努めていただきたい。 
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14:02～14:32 高知県の取組 「高知県安全教育プログラムに基づく防災教育」         

○講師：高知県教育委員会事務局 学校安全対策課 課長補佐 岡田直子 

○はじめに 

・東日本大震災前も取り組んでいたが、避難訓練が主であった。子供たち

を安全に避難させる安全管理上の訓練であった。 

・子供たちが自主的に、自らの判断で避難できる防災訓練を「訓練」と呼

ぶ。 

・自らの判断で避難できる子供を作れるような防災教育を目指した。 

・過去の災害を知ってもらえるよう紹介している。 

・火災、液状化、土砂災害、全村避難、南海トラフ地震の新しい想定 → ただ恐れるのではな

く、正しく恐れ、判断できるように、新しい情報を自ら取りに行く 

・最大震度７の領域が増えている。揺れの時間は３分間以上。津波の到達は３分間。 

・あくまで想定であるが、どのようなことが起き得るから、どうやって逃げるのか。 

 

○「安全教育プログラム」は 

・子供の命を守る安全教育とは 安全教育を通して身に付けさせたい力 

 

○防災教育推進所の留意点 

1)高知県の子供たちに身に付けさせたい基本的な内容の明確化 

2)年間指導計画の作成 

3)避難訓練の改善 

4)効果的な資料の活用（国・県・気象庁等の資料） 

5)家庭・地域・関係機関との連携強化（保護者と共に考える防災） 

 

・年間３～６時間程度、防災教育を行う。 

・どこの時間で行うのか 学校の立地条件、子供たちにあわせて内容を検討する。 

 

○助ける人、助かる人になるために（指導１０項目） 

1)地域に起こる災害を知る 

2)必ず助かるための知恵と備え 

3)みんなで助かるための備え 

4)揺れから自分を守る 

5)津波からの迅速な避難 

6)いつ、どこにいても自分を守る 

7)二次災害への対応 

8)助ける人になるための行動 

9)みんなで生き延びるための知恵と技 

10)地域社会の一員としての心構え 
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○備える、命を守る、暮らしをとりもどす 

 

○まず、揺れから守る 

 

○津波からの迅速な避難 

・悩むことを経験させる みんなで考えることで、そんな場面が起こらないために、みんなで事

前に決めよう。 

・「逃げたくても逃げられない」状況 → 「悩む」ことが大切 

 

○あなたは・・・ 中学生・・・です 

部活が終わり、帰っていると家まであと５分というところで大きな地震が発生。家も今いる

場所も津波の被害を受ける地域にあり、すぐ高いところへ逃げる必要がある。しかし、家で待

っている親や幼い弟の安否が気になる。 

あなたは、一度家へ帰りますか？ それとも一人で逃げますか？ 

 

７）二次災害への対応 

 

８）助ける人になるために 

・助ける人になるためには、まずは自分が生き残らなければならない 

 

＜備える＞ 

１．地域に起こる災害を知る 

・正しい知識を持たせる 

 

２．必ず助かるための知恵と備え 

・家庭と地域を巻き込むこと 

・まずは大人が本気になること 

 

３．みんなで助かるための備え 

・地域の訓練に参加しましょう 

・中高校生であれば、バールを使っての救出作業も出来るかもしれない。 

 

○地域社会の一員として、子供たちがキチンと生きる 

・防災に取り組むことで、まわりの人や地域との関わりを 

 

○防災教育は全てのものを総括する根幹となるものである。 
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○実践例 

・夜の避難訓練 真っ暗で道が見えない 

・津波避難にリヤカーで保育園児を避難。「避難を助けなければ」と、小中学生も考えられるよう

な、幼稚園と連携した訓練を 

・抜き打ちの訓練 地震発生 

・登下校中、水泳中に地震が発生したら フィールドワークを実施 

・避難訓練から、裏山はズルズル滑り危ないと、避難路の整備にもつながっている。 

・地域との連携：防災キャンプの実施 

・非常持ち出し袋に何を入れる 子供たちに考えさせる 

 

○生き残るための正しい知識 

・副読本 

・子供たちにはしっかり学んでもらいたい。地域の、家庭の協力なくしては子供たちに浸透させ

ていけない。 

 

14:32～14:41 休憩 

 

実践発表 

14:41～14:49 実践－１ 高知市立南海中学校（実践的防災教育推進事業拠点校）        

・東日本大震災の時に、南海中学校の生徒は津波警報が出たことで津波見物に海岸へ。 

・先生も指導のために海岸へ。 

 

○ＮＳＰのねらい  ＮＳＰ（ナンカイ サバイバル プロジェクト） 

・「助けられる人」から「助ける人」に 

・未来の地域防災リーダーになる 

・災害に強い地域を作る 

 

○防災フェア 

○人権参観日 

○保育園・中学校合同避難訓練 

○地域住民の意識 

・避難場所の決定        ４２．６％ 

・避難場所・避難経路の確認   ２０．０％ 

・家族との緊急連絡の方法の確認 １２．６％ 

・落ち合う場所の確認      ２７．１％ 

・特に何もしていない      ３０．０％ 

  このままでは、多くの被害者が出てしまう 
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○第２回防災フェア 生徒主体とした企画 「公助」から「自助・共助」を学ぶ 

・防災倉庫の備蓄品の確認 

・高知県警・装備品紹介 

・非常用シューター体験 

・負傷者運搬体験 

・着衣水泳体験 

・高知県警・防災コンサート 

 

○保小中学合同避難訓練 

 

○学年の取組 

・１年生：防災マップづくり 

・２年生：避難所について話し合い 

・３年生：防災リーダーとして避難所運営が出来るよう、アルファー米の炊飯訓練 

 

○まとめ 

・知識とは活用しなければ意味がありません。知識を活用する行動がまだ少ないと思う。 

・想定外を想定し、安心してしまわないこと、その場に応じた行動が出来ることが目標。 

・防災リーフレットを作り、地域にも配っている。防災のチェックシートもついている。 

・安心、安全な地域を作るには、自分たちが知識をつけ助かることが大切です。 

 

15:00～15:15 実践－２ 香美市立大栃中学校（防災キャンプ推進事業実施校）         

○体験活動を通じて学ぶ 

・森林環境学習、地域防災学習、地域福祉ボランティア学習、スキルアップ講座 など 

・全校生徒で３０名 

 

○大切にしたいこと：地域との交流 

・東北の震災後、地域の方々と一緒に防災について考え、防災キャンプを展開。 

・地域の一員として、私たちが出来ること 

 

○防災キャンプ 

・事前学習「防災学習講演会」 津波は水の塊 

・地区避難訓連 

 

○私たちに出来ること 

１班：お互いのことを理解する 

２班： 

３班：避難所で最も大切にすべきことは、他の人の気持ちを考えること 
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４班： 

 

○防災キャンプで学んだこと：相手の気持ちを考えて行動し、助け合うこと 

 

15:15～15:36 実践－３ 土佐清水市立三崎小学校（実践的防災教育推進事業拠点校）      

・９月に校舎移転。海抜６．４ｍに位置していた。 

・効果的な避難訓練の実施 

・年間指導計画の作成 

・防災アンケートの実施 

・防災標語コンテスト 

・防災教育研究発表会 

 

○取組の例 

◇防災アンケート 

（５月のアンケート） 

・地震が起きたときにどんな行動をとればいいかわからない １／３の児童 

 登下校中で見ると３／４の児童が 

（１１月のアンケート） 

・「地震のあと、避難する安全な場所を知っている」が１００％となった。 

 

◇大木聖子先生の講演 

６月： 

９月：防災意識を高めよう 

１２月：これからの防災教育～私たちが出来ること～ 

 

◇防災標語コンテスト 

３位：６年生 二次災害 みんなで協力 助け合おう 

２位：３年生 はよ にげり じいちゃん ばあちゃん やま いそぎ 

１位：５年生 逃げるとき 呼びかけ走る 優しさを 

 

○成果と課題 

◇成果： 

・防災意識の向上 

・地域の良さに気づく 

・知識の高まり 

◇課題： 

・自ら考え行動する力 

・取組の継続 
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・情報発信 

 

15:37～16:51 講演２ 「災害に強い地域を育む防災教育」                  

○講師：慶應義塾大学 環境情報部 準教授 博士（理学） 大木聖子 

○プロフィール 

・２００１年北海道大学理学部地球惑星科学科卒業 

・２００６年東京大学大学院理学系研究科で博士号を取得、カリフォルニ

ア大学サンディエゴ校スクリプス海洋学研究所、東京大学地震研究所助

教を経て、２０１３年より慶應義塾大学。 

・土佐清水市や黒潮町の小中学校などの指導をいただいている。 

・著書に、「巨大地震に迫る－日本列島で何が起きているか－」「地球の声に耳をすませて」など 

 

○はじめに 

・「地震防災 はじめの一歩」：防災教育のための本があればいい

と思っていた。「なぜ地震が起こるのか」と、「どう備えればい

いのか」のマニュアルになるような本をと思ってまとめた。 

・うちの研究室の学生に、「どうして大学の４年間、防災を研究し

ようと思ったのか？ ダサいと思わないの」と質問すると、「人

の命を助ける取組だから格好いい」「大震災の時に何も出来なか

った自分が情けなかった」と。 

・今の子供たちは、生きている間に必ず南海トラフ巨大地震に遭う。 

 

○津波で家が流された今回の地震は特異 

・今回の地震は、家を倒壊させるような地震の波（ゆれ）がない、特異な地震だった。 

・揺れから命を守り、避難できるちゃんとした身体を確保できないと、避難路だけ整備して安心

していてはいけない。 

 

○地震が起きるとどうなる 

・阪神淡路大震災のコンビニの映像 

・マグニチュードが大きくなっても揺れが強くなるというより、この揺れが長く続く。 

・マグニチュード７なら１５秒、８なら１分間、９なら３分間続く。 

 

○地震で起きることは決まっている 

・「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」に備えればいい。 

・３つのことが守れそうなので机の下にもぐる。 

・自分たちの写っている身のまわりの写真で考える → 「自分事化」される 

・掃除中に地震 机にもぐれない → 「ダンゴ虫」のポーズ 
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○ショート訓練で体得する 

・音楽室や理科室に移って、練習した状況とは違う場で訓練する 

・お湯を沸かしている鍋のすぐわきで、ダンゴ虫のポーズをする子も出てくる。 

・自分の判断で、身の安全を守るための訓練 

・それを習慣化させるためのひと月。 

 第１週：写真の授業＋ショート訓練（クラスごと） 

 第２週：専科の時間、告知あり、ショート訓練（クラスごと） 

 第３週：掃除の時間、告知あり、ショート訓練（全校一斉） 

 第４週：告知無し、避難訓練（全校一斉） 

 

・中学生の感想 「給食の時間には地震が起こらないと思っていました」と。 ← 訓練をする

先生の都合でしかなかった。 

 

○３月１１日 東京の高島第一小学校にて 

・震度５強で３分間揺れた 

・先生の指示ではなく、イスに座っていた子供たちが先に揺れに気づきイスの下にもぐった。 

    ↓ 

・子供たちが、自分たちの判断でイスの下にもぐってくれると、泣き叫んだり、右往左往する子

供たちがいないことで、先生は先生のすべきことが出来る。 

 

○３．１１ 私は、本当に申し訳ないことをした 

・小泉中学校 ２２メートルの津波が来た。 

・がれきの撤去をする必要がないほど、何も無くなっていた。 

・１０ヶ月前にこの中学校に来て、地震と津波のメカニズムの説明だけをしたが、この子どもた

ちが津波に遭うとは思っていなかった。 

・地震や津波の仕組みを教えることは最低限必要だが、逃げるということにつながらなければ、

防災教育ではない。赤信号は止まれと言いながら、交通事故が起きているようでは安全教育で

はない。 

・集中訓練で、自分で判断し、パッと安全な場所に逃げ込む訓練が必要。 

 

○四国は地震の頻度はなく、海から遠いので津波の恐れもない 

・運動場に避難し、前に習え。実際には無秩序、運動場も体育館も、避難してきた人たちで無秩

序な状態 

 

○南三陸町立歌津中学校防災訓練 

・午前７：３０ 防災無線が鳴る 「７時３０分に地震が起き、１時間後に津波がくるという訓

練を歌津中学校は訓練をする」 

・自分の年齢に３０歳を加えて、自分がやらなければならないことを考える。１２歳の子どもは
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４２歳、大人として避難所を運営しないといけない。 

・５５歳の校長先生は８５歳なので、長老で何も出来ず座っているだけ。 

・子供たちは「大人」として考え、行動する。 

・子供たちは、いつか地域住民になる → 避難所運営は地域住民がするものだということを身

に付ける 

・みんなバラバラに集まってくる。誰が、何を、しなければならないか？ 

 「避難者リストを作るのでマジックと模造紙を貸して下さい」 

 「ポリタンクを貸して下さい」 ← 「ポリタンクが何個要るのですか？」「何の水を運ぶのに

使うのですか？」「さっきも、別の人がポリタンクを貸してくれと言ってきたが、本部で調整し

てから来て下さい」と、子供たちを突き放す。 

 「本部？ 誰が本部をやるんだ！」 生徒会長は山を越えて１時間後にしか来ない。 

 「あんたやりなさいよ！」 → ３０分遅れで本部が設営された 

 

◇急病、けが人発生 

 ・先生は、突然倒れて負傷者になる。 

 ・保健をアシストしようと思っていた子たちが、負傷者の状況を聞き、カルテに書こうとする。 

 

◇火事だ！ バケツリレーをする 

 

◇国道４５号で生き埋めです！ 

・実際に土を掘って、道路を拓いた。 

 

◇炊き出し 

・鍋が一つで「豚汁」と「ご飯」を炊くにはどうするか？ ご飯を先に炊いてから、ご飯を移し、

豚汁を作る 

・先生が来て、ご飯を勝手にとって行く。他の避難者から「ご飯持っている人を見たぞ」と、暴

動が起こる → ご飯を炊くときには、避難者に見られないようにしないといけないことに気

づき、炊きあがったご飯を、体育倉庫にコソコソ持っていく。 

 

◇避難物資が届いた 

・物資は１００人分 

・避難者は５００人 次の物資がいつ来るのかわからない 

・この避難物資をどうする？ 

    ↓ 

・正解はない。みんなで考える。 

 

◇徳島県美馬中学２年生の出した意見 

・お年寄りや子ども、体の弱い人から渡す。 
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・幼稚園以下の子どもに限定して渡す。 

・お年寄りと子ども、体の弱い人で１００人を超えた場合は、体が弱い人を優先する。 

・防災リュックを持ってきている人に協力してもらう。 

 

◇先生方の教材への意見 

・おにぎり１００個の方が考えやすかった 

・先生や生徒の写真でやった方が自分の事化できる。 

・他の班に考える時間を与えた方が良い 

・もっとジレンマを与えるとか・・・ 

 

・このときにはこれという教材は、防災教育においては最悪 

 

◇校長先生は、「高台の子は帰っていいですか？」「この避難所より高いところに家がある子は帰

ってもいいでしょう」 ← 子どもの出した答えは、「一人帰すと、収拾がつかなくなるので、

帰ってはいけません」 

 

○徳島の後日談 

・中学生が、「お年寄りと幼い子供から先に」と。 

・お年寄りが、「食べ盛りなんだから、中学生から食べなさい。私たちは一番最後でいい」と。 

 

・どうすれば解決できるか → 支援物資に頼る必要がないよう、自分たちで防災グッズ、非常

食を備蓄しておくことが大事だとわかった。 

 

○「教育を受ける側」から「アクター」へ 

・古い住宅が倒壊する映像 

 古い家に住んでいる人、古い設計基準の家に住んでいる人、家具を固定していない人 

・家の耐震は重要 

 

○家族に宿題 

・お家の中の危険なもの。写真に撮ってこよう！ 

・子供が家の中の危険なところの写真を撮ろうとしていると、親は家の中の危険なところを、家

具をとめなければと、行動につながる。 

 

○釜石市内の犠牲者分布 

・亡くなった方の住民票の住所をプロットしたも

の。津波がここまでしか来ないと思っている人

たちが亡くなり、津波が来ると思っていた人は

みんな助かっている。 
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・小中学校の子供が居る人は助かっている。「高台で会おう」と子供と約束しているから、津波が

来ないと思っていても、高台へ避難しないわけにいかない。 

 

○写真を使った訓練 

・通学路の途中を想定 

・危険を発見 大きな危険 小さな危険 

・防災マップにまとめる 

 大きな危険は写真を大きく印刷して貼ったり、子供なりに工夫をしている 

 危険は赤、消火器など防災に良いものは緑 

・「下級生に説明するのよ」と、作成と発表をしてもらった。どうやればわかりやすいか、工夫を

してくれる。 → ロールプレイング風のプレゼン、アナウンス風のプレゼン など 

 

○子供たちの発表会 

・保護者に来てもらった、地域の人に来てもらった 

・行政や学校への要望合戦とならないように、「自分が出来ることだけ」を言って下さい！ 

・ゼロリスクを求めているのではない。１０のリスクを２のリスクに出来れば、ダンゴ虫のポー

ズで命を守れる。 

 

○公園の大きな危険。わたしならこうする 

・公園を囲むブロック塀が壊れて倒れてきそう。 

・隣接する車屋さんの２段式駐車場や駐車場の車が公園の方へ倒れてきそう。 

 

○インドで防災教育！ 

・インドでハザードマップ作り 

・標高２０００メートルの学校で防災教育。山古志村とそっくり 斜面地帯 

・小中高が一緒になった学校で、テストに受かった子供たちは、無償で制服も授業も受けられる。 

 

・中学生が「エンジン」になり、大人になれば、そういうエンジンを持ったまま大人になる。「円

陣」を組むの意味も込めている。生徒と先生と、世界が円陣を組んでやっている。 

 

・ヒマラヤだけに地震が起きるという不平等なことのメカニズムについて説明。 

・次々に質問が出て、「プレートの自転の速度は？」「地球の中は？」・・と、科学的な質問ばかり

で、理科だけでやっていてはだめ。理科だけでは、変化は起きないし、人を守れるインスパイ

ヤーにならない。 

・「今、地震が起きたら私はどうすればいいのですか？」という避難行動に対して主体性のない質

問。残念。それを自分で考えられるようになって欲しくて、話していたのに。 

 

・６つの班 いずれの班も、「この授業を受ける前、世界は安全だった。でも今は危険がたくさん
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見える。しかもそれらは毎日目にしている、ごくシンプルなものだ」 

・リスクを見ること、発見することが出来れば、対処できる。 

・「もう一度、命の大切さについて考えるべきだ。くだらない使い方をするな。誘惑に負けてそう

しそうな時は、家族の顔を思い出せ」 

 

○インドの子どもたちに起こった変化 

・地震災害が「不確実なもの」から「リスク管理できるもの」となった。 

・災害について「権威的言葉」から「内的説得力のある言葉」になった。 

・教育を受ける川からアクターへ！ 

 

○自分で説得力のある言葉に置き換わるようにやって欲しい。 

・子供たちが持っている概念、言葉に置き換わっていく → 子どもが言う言葉は、説得力が違

う 

・ビジョンさえ持てば、誰よりも人を助けることが出来る、自信を持ってやって欲しい。 

 

○防災教育を受けた子どもたちの作文 

・地震は起こる だからどう備えるか 

・残念ではありませんでした。自分の命を守ることが出来たから。 

 

○最後に 

・継続して進めていただきたい 

・職員室にいる全ての先生を巻き込んで。 

・自信を持って進めていただきたい。 

 

－ 以上 － 

 

 


