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１ 実施事業 

(1) 学校安全教育手法の開発・普及等のた

めの支援事業 

(2) 学校安全管理体制の構築・強化のため

の支援事業 

 

２ 事業概要 

(1) 防災や命の大切さについて考えさせ

る授業を実施し、保護者・地域、関係機

関に公開する。 

(2) 学校、保護者・地域、関係機関等の連

携による地域合同防災訓練に参加する。 

(3) 地域の避難所として機能するために、

運営体制を整備する。 

(4) 生徒、保護者・地域住民、教職員を対

象とした講演会等の防災啓発活動を実

施する。 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 

 

 

 

 

５月 

12 日気仙中学校来校 

緊急時連絡メールの

確認 

13 日緊急地震速報を

活用した避難訓練 

29 日、第１回担当者会

議 

 

 

学校、保護者 

 

学校、消防署 

 

学校安全ア

ドバイザー 

地域関係者、

教職員 

５月 

 

 

 

７月 

 

 

 

 

 

 

８月 

 

 

 

 

９月

10月 

 

11月 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年修学旅行先にお

ける防災学習（5/31～

6/2） 

30 日校内授業研究会 

5日第 1回推進委員会 

 

11 日第２回担当者会

議(合同防災訓練につ

いて) 

23 日町会合同防災訓

練 

21 日校内防災研修会

(ＡＥＤ、不審者対応) 

27 日 船橋市総合防

災訓練 

 

シェイクアウト訓練 

緊急時連絡メール伝

達訓練 

14 日避難訓練（救助袋

体験・水消火器体験

等） 

17 日防災教育公開授 

業 講演会 

 

 

 

 

学校、気仙沼

大島の方々 

 

 

学校、保護

者・地域 

地域関係者、

教職員 

 

地域関係者、

教職員・生徒 

学校安全ア

ドバイザー 

地域関係者、

市職員、教職

員、生徒 

学校 

 

 

学校、消防署 

 

 

学校、保護

者・地域、Ｓ

Ｌネット、防

災士 

 

  

 

事業内容：安全教育手法の開発・普及等のための支援事業 

       学校安全管理体制の構築・強化のための支援事業 

題 名：防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業 

（命の大切さを考える防災教育公開事業） 

課題名  学校・保護者・地域がつくる防災教育の推進 

        ～避難所運営のあり方について～ 

所属・電話番号：船橋市立三山中学校・０４７－４７９－３０００ 

                                       校長 波田地 馨  
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12月 

 

 

１月 

2 日三山中学校区三校

合同 1000 か所ミニ集

会 

５日成果報報告書提

出 

26 日第２回推進委員

会 

第３回担当者会議 

 

地域関係者、

学校、防災士 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 増戸 隆之 葛南教育事務所主席指導主事 

２ 芦田 正博 児童生徒防犯安全対策室副主幹 

３ 尾股 浩 児童生徒防犯安全対策室 主査 

４ 吉田 真也 危機管理課指導係長 

５ 波田地 馨 本校校長 

６ 松島 啓泰 本校教頭 

７ 中村 幸一 本校教諭(安全主任) 

８ 片桐  卓 ＳＬ防災ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ理事 

９ 大沢 一之 避難所開設運営委員会委員長 

５ 具体的な取組 

 (１)気仙中との交流 

  本校での「総合的な学習の時間」のね

らいは、「自ら課題を設定し、自ら考え、

主体的に学び、自分や他人とのかかわり

を通して自己の生き方を考えられる生徒

を育成する。」である。自ら課題を見つけ、

考え、判断し、問題を解決する力を育て

ると共に、主体的に学び、「自己の生き方

を考えること」を目標にしている。そし

て、３年間を通して、「もしもの時自分

は・・・（防災学習）」「地域で働き、自己

の生き方を考える（職場体験）」という体

験的な学習、問題解決的な学習を通じて、

「生きる力の育成」のための学習活動を

行ってきた。 

また、６年前の東日本大震災発生時か

ら被災地支援を行い、５年前より岩手県

の陸前高田市立気仙中学校との交流へと

発展させてきた。震災直後は生徒会を中

心に気仙中に学用品を送るなどの支援活

動を行っていたが、気仙中から復興のテ

ーマ曲「空～僕らの第２章～」が入った

お礼のＤＶＤが送られてから、「共に生き

る」をテーマにこの曲を共に歌うことで

友情が芽生え、支援が交流に変わった。

生徒会役員同士がスカイプで会話をした

り、ビデオレターや交流旗の交換を行っ

ていくなかで、３年前の平成２７年より

修学旅行の行き先を東北方面に変更し、

気仙中学校との直接交流を実現させた。

昨年度は気仙中学校の生徒が修学旅行で

本校を訪れたことで、直接交流が年２回

になった。本年度も４月に気仙中学校生

徒が本校を訪れ、５月に本校生徒が気仙

中への訪問を行った。気仙中学校は本年

度で統廃合により閉校となるため、これ

が最後の直接交流となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災時の陸前高田市立気仙中学校 
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(２) 三山第一町会合同防災訓練 

実施日  ７月２３日（日） 

   生徒参加数 合計６９名 

   三山第一町会及び地域住民の参加数 

合計 約３０名 

① 水消火器訓練 

   夏休みに行われた第一町会主催の防

災訓練では、地域の方に加え本校生徒

も参加し様々な訓練や体験をした。水

消火器訓練では火元に対してほうきで

掃くようにして消火するなど消防職員

の熱心な指導があった。 

② 起震車体験 

危機管理課による地震が起きたとき

の行動説明。震度７の地震を想定し、

起震車体験をする生徒の様子。 

③  放水訓練 

 

 消防職員が、放水の仕方を説明しながら

本校卒業生と協力して放水訓練を行ってい

る様子。 

④ 煙中体験 

 

 火災を想定した煙中体験では、身を屈め

タオルを口に当て左手で壁を触りながら進

んでいくことが大切である。 

⑤ ＣＰＲ（心肺蘇生法）訓練 

  消防職員からＣＰＲ（心肺蘇生法）の

必要性とＡＥＤの使用方法の説明を受け

た。消防職員の指導を受けながらＣＰＲ

を行っている地域の方の様子。 

  胸骨の圧迫は、成人の場合１分間に６

ｃｍを超えないように強くし、１００～

１２０回を素速く行う。小児の場合胸の

厚さの約１／３を強く行うようにするな

ど、ＣＰＲ（心肺蘇生法）のやり方の違

いを詳しく説明をしてもらった。「胸骨の

圧迫の際に骨が折れてしまうのでは」と

いう質問があったが、「命を助けることが

先決です」と消防職員が答えていたのが

印象的だった。 
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⑥ ワークショップ(参加型・体験型

の学習の場面) 

 
ＳＬ災害ボランティアネットワーク理 

事の片桐卓氏によるワークショップ。 

地震から身を守るための行動について、

様々な事案を提示していねいな説明があ

った。 

実際に震災があったとき、「中学生がで

きること」は何かということについて真

剣に話を聞いている生徒の様子。 

⑦ 非常食のサンプル試食 

 合同訓練終了後に三山第一町会にから参

加者に非常食のサンプルが配布され試食を

している生徒の様子。 

(３) 校内防災研修会 

実施日  ８月２１日（月） 

片桐卓氏を講師に招き研修会を行った。

避難所開設指定校としての備え及び生徒・

保護者・地域・教職員の連携について詳し

く説明していただいた。 

 特に、高齢化が進んでいる社会で避難

所開設をするには、学校の職員だけでな

く中学生・高校生等の若い人材が率先し

て取り組むことが大切であると説明があ

った。 

 

(４) 船橋市総合防災訓練 

実施日  ８月２７日（日） 

 船橋市総合防災訓練では、シェイクアウ

ト訓練、避難所開設を想定しての受付の設

置、簡易リヤカー・車いすの組み立て、照

明器具・パーティションの設置、簡易トイ

レの設置、応急手当ての仕方など市の職員、

消防職員などが協力をして訓練を行った。 

命を守る安全行動「１－２－３」 

① まずひくく(Ｄｒｏｐ) 

② あたまをまもり(Ｃｏｖｅｒ) 

③ うごかない(Ｈｏｌｄ ｏｎ) 

 

 ９：００のサイレンを合図にシェイクア

ウト訓練を各場所で一斉に行った。地域の

方々も生徒と同じように地震を想定し「命

を守る」ための行動を行った。 
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(５) 防災教育公開授業・記念講演 

実施日  １１月１７日（金） 

  参加者数 教育関係者 約５０人 

  研究主題を「学校・保護者・地域がつ

くる防災教育の推進～避難所運営のあり

方について～」と題して、３学年で公開

授業を展開した。 

 １学年 理科  

「活きている地球～地震について～」 

①  地震の起こるしくみ 

②  過去に起こった大地震 

③  地震による被害 

④  3.11 から学ぶこと 

⑤  通学路における危険箇所 

   以上のテーマについて、班ごとに調査

内容を分担し、調査内容を自分たちの言

葉でわかりやすくまとめて発表させ、意

見交換を行った。 

 

 ２学年 保健体育 

  「応急手当の意義と心肺蘇生法 

        ～そのとき君は～」 

保健の授業では、防災士の方から直接

指導をうけることで、基本的な応急手当

ての意義と必要性について理解するとと

もに心肺蘇生法である胸骨圧迫のやり方

やＡＥＤの取り扱い方を理解させるため

に、実際に訓練人形（レサシアン）を使

い班ごとに実習した。また、事故や傷害

が発生した場合には、どのような応急手

当てをする必要があるかという知識や技

能を身につける学習を行った。 

 

 訓練人形（レサシアン）を使って胸骨圧

迫の訓練を行っている様子。 

 

 

訓練人形（レサシアン）を使ってＡＥＤ

の取り付け方の説明を受けながら訓練を行

っている様子。 

 ３学年 総合的な学習の時間 

  「もしものとき自分は・・・Ⅱ 

        ～３．１１から学ぶ～」 

３年生では、総合的な学習の時間を通し

て生徒一人一人が、東日本大震災での「被

害状況、復興の状況、被災地の今」などに

ついて調べ学習を行った。調べた内容につ

いて、修学旅行（実地調査）で、気仙中学

校の校長先生の話、民泊先の家族の話、震

災ボランティアの話、大島汽船の中での講

話、気仙沼大島の民宿のオーナーによる震
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災講話等の情報を整理し検証した。その検

証した内容について発表し、意見交換をす

るという授業展開を行った。 

以下のテーマについて調べ、６人が発表

をした。 

① 陸前高田市の被害 

～僕が見た被災地の今～ 

② ３．１１地震の混乱から発生した被害 

～あの日から６年の今～           

③ 過去からの教え 

～過去から未来につなぐ３．１１～ 

④ 東日本大震災の被害 宮城県 

～被災地の傷跡～ 

⑤ 三山中と気仙中の交流 

～今を生きる～ 

⑥ 気仙中の被害と復興 

～１２時間の旅～ 

 

公開授業後に、ＳＬ災害ボランティアネ

ットワーク理事片桐卓氏を講師としてお招

きし「学校・保護者・地域がつくる避難所

開設のあり方」と題して、ご講演をいただ 

いた。 

 

学校がやらなければいけないこと、中学

生がやらなければいけないこと、保護者・

地域の人たちがやらなければいけないこと

等、避難所を開設するために必要なことを

知ることができた。 

 片桐氏の公演後、気仙中とともに歌って

きた復興のテーマ曲「空～僕らの第２章～」

を合唱し、公開授業を終えた。 

６ 成果と課題 

(１) 成果 

 ・防災や命の大切さについて考えさせる

授業を行うことで生きていることの喜

びを生徒一人一人が考えることができ

た。 

 ・地域合同防災訓練や船橋市総合防災訓 

  練に参加することで防災教育に対して 

  の意識を学校全体として高めることが 

できた。 

 ・地域の避難所として機能するために、

学校としてやるべきことを理解するこ

とができた。 

 ・生徒、保護者・地域住民、教職員を対

象とした講演会等から「自助・共助・

公助」の心構えができた。 

(２)今後の課題 

 ・実際に災害が起きたとき、学校・保護

者・地域の連携をいかにしていくかを

考える必要がある。 

 ・防災教育公開事業として、今年度取り

組んできて防災に対する意識は高まっ

たが、日頃の取組の中でいかに継続し

ていくかが大切である。 

 ・気仙中学校との交流によって命の大切

さを知ることができたが、今後は生徒

一人一人が、自らの考えで行動し意識

していくことが大切であり、継続して

指導していく必要がある。 


