
事業内容：防災に関する指導方法等の開発・普及等のための支援事業

学校防災アドバイザー活用事業の実施

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）

（避難所対応）

－自助・共助の行動ができる生徒の育成－

所属・電話番号：東金市立西中学校：０４７５－５５－５８７６

校長 實川 博三

１ 実施事業

(１)防災に関する指導方法等の開発・普及

等のための支援事業

(２)学校防災アドバイザー活用事業の実施

２ 事業概要

(１)学校での防災計画の見直しや命の大切

さを考える防災授業を実施して公開する。

(２)生徒による防災教育への主体的な活動

のあり方を考え、行動に移せるようにす

る。

(３)生徒・教職員・保護者・地域住民など

関係機関の方々が参加する合同防災訓練

を実施する。

(４)生徒・保護者・地域住民・教職員等を

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

月 実施内容

４月 ・避難方法と避難経路の確認

・避難訓練（地震・火災）

消火器使用訓練

・校内研修（東金市の防災計画）

５月 ・第１回担当者連絡会議

・緊急時連絡メールの確認

６月 ・地域合同防災訓練

避難所開設訓練

救助袋を使用した避難訓練

煙体験ハウスを使用した訓練

救護法（三角巾）講習会

防災集会（講演「東金市ハザード

マップについて」）

災害発生時の引き渡し訓練

・救急救命法訓練（AED）

・研究授業（道徳・学級活動）

８月 ・第２回担当者連絡会議

・校内研修（公開事業に向けて）

９月 ・避難訓練（地震・火災）

東金市シェイクアウト訓練への参

加

・防災教育公開事業

授業公開（道徳、学級活動）

防災講演会『地震に関する正しい

理解と学校防災』

講師 矢崎良明 氏

起震車体験

12月 第３回担当者連絡会議

１月 ・避難訓練（不審者対応）

４ 担当者連絡会議

行木 邦光 千葉県教育庁東上総教育事務所指導主事

新田 篤 東金市教育委員会学校教育課主幹

中田 健彦 東金市役所総務部消防防災課副課長

仲村 友哉 東金市役所総務部消防防災課主事
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實川 博三 東金市立西中学校校長

勝田 徳幸 〃 教頭

大関 利明 〃 教務主任

石井 健司 〃 研究主任

小田原 昭人 〃 安全主任

５ 具体的な取組

(１)研究主題について

「自助・共助の行動ができる生徒の育成」

を研究主題とした。

自然災害から身を守ることができ、また、

災害に遭っても減災の対応ができ、早期の

復旧や復興の活動に参加し貢献できる生徒

を育てたいと考える。中学生にあっては「自

助」「共助」ができるように、すなわち、

自らの命を自分で守り、互いに困難な状況

を支え合い、助け合って乗り越えようとす

る行動ができるようにしたい。以上のこと

からこの主題を設定した。

ア 研究仮説

(ｱ) 防災についての正しい知識を身につ

け、経験（訓練）を通して学ぶことができ

れば、自助・共助の行動ができるであろう。

(ｲ) 自他を大切にする心情を育て、ボラン

ティア活動の意義を理解することができ

れば、自助・共助の行動ができるであろ

う。

イ 研究内容

(ｱ) 訓練の前に個々に考えさせる場面を設

定し、また、訓練の後にふり返りを行う

ことで、主体的に訓練に参加し、自他の

生命を大切にしようとする行動ができる

ようになることを明らかにする。

(ｲ) 道徳で心情や態度を育み、学級活動で

ボランティア活動に関する理解を図るこ

とで自助・共助の行動ができるようにな

ることを明らかにする。

ウ 具体的な手立て

・正しい知識を身につけるために、専門家、

外部機関、地域との連携を図る。

・避難訓練の計画を見直し、生徒が考え、

体験的に学ぶことができるように工夫す

る。

・道徳、学級活動等の研究授業を行い、望

ましい題材や指導方法を見い出す。

(２)防災学習

ア 道徳

知識から行動へと後押しするのは心情で

あるととらえ、どのような価値項目の資料

を用いて迫ることができるかを検討した。

また、「いのちを大切にする」ということ

は、自助・共助のベースになると考えた。

価値項目の３（１）「生命の尊さを理解

し、かけがえのない自他の生命を尊重す

る。」や４（５）「勤労の尊さや意義を理解

し、奉仕の精神をもって、公共の福祉と社

会の発展に努める。」などを扱い、心情面

を育て、行動に結びつけようとした。

(ｱ)３年４組 道徳 (6/27)

指導者 鵜澤 敬子

a 主題名 内容項目３－（１）

生命の尊重

b 資料名「いのちの判断」

（出典 ＮＨＫ道徳ドキュメント）

c 主題設定の理由

生命の尊さを理解させることで、かけ

がえのない生命を精一杯生きようとする

道徳的実践意欲を培う。

(ｲ)３年４組 道徳 (9/29)
指導者 鵜澤 敬子

a 主題名 (ｱ)に同じ。

b 資料名「高台の学校を襲った津波」

（出典 ＮＨＫ「証言記録 東日本大

震災 第 14回 宮城県南三陸町～高

台の学校を襲った津波～」）
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c 主題設定の理由

東日本大震災で肉親や同僚、友だちを

失った失意の中、それでも懸命に命を救

おうとした人々の行動や心情について考

えさせることで、価値に迫る。

スケール法を取り入れた展開場面

二回の授業をとおして、自他の生命を

大切にしようとする心情や態度を育むこ

とができた。

イ 学級活動

学級活動では、「～集団の一員として学

級や学校におけるよりよい生活づくりに参

画し、諸問題を解決しようとする自主的、

実践的な態度や健全な生活態度を育てる。」

とある。さらに、内容（２）適応と成長及

び健康安全にある、「ウ 社会の一員とし

ての自覚と責任」や「カ ボランティア活

動の意義の理解と参加」を扱うことが、避

難所開設時などの場面で、積極的に活動す

る意欲を高めると考えた。

(ｱ)２年３組 学級活動(6/27)
指導者 今関 明宏

a 題材名「災害後の暮らし」

内容（２）適応と成長及び健康安全

b 指導のねらい

(a) 災害への備えの重要性について理解
させ、進んで日頃から防災に備えよう

とする態度を育てる。

(b) 学校や地域の防災や災害時のボラン

ティア活動の大切さについて理解を深

めさせ、進んで参加しようとする態度

を養う。

授業では被災してしまったとき、避

難所での生活の様子を考え、自分たち

にできることは何か、話し合うことが

できた。

(ｲ)２年２組 学級活動(9/29)

指導者 三浦 佳之

a 題材名「東日本大震災から学ぶ

～避難所で私たちができること～」

内容（２）適応と成長及び健康安全

b 指導のねらい
(a) (ｱ)に同じ。

(b) 災害時の避難所におけるボランティア
活動の大切さについて理解を深めさせ

て、進んで参加しようとする態度を養う。

授業では、災害が起きたときに、地域

の避難所で自分たちが果たす役割につい

て考えることができた。

ウ 総合的な学習の時間

探究的な学習の過程（課題の設定、情報

の収集、整理・分析、まとめ・表現）で進

める学習では、生徒の課題発見の力や追究

する力を高めていくことができる。自ら課

題を見つけ、主体的に学ぶことで、課題解

決力を高め、災害発生時のさまざまな問題

を解決する力となると考えた。

(ｱ)１年３組 総合的な学習の時間 (9/29)
指導者 前之園 健治

a 単元名『わたしたちの郷土「東金」

を知ろう』

b 本時の目標

(a) 自分たちの住む地域を見つめ、災害
時の課題を自ら発見することができ

る。 ［課題設定の能力］

(b) グループで協働しながら、問題解決

に向けて追究しようとすることができ
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る。 ［協働して学ぶ能力］

「災害時にどう行動すればよいか」を学

習課題に、自分の住む地域での避難経路に

ついて確認した。

エ 防災教育講演会

(ｱ)演題『ハザードマップについて』

講師 消防防災課 仲村 友哉 氏

災害発生時の自助、共助、公助につい

て学び、どのような行動が期待されるか

を知ることができた。

また、自分たちの生活する地域が、ど

のような災害（被災）予想があるかを知

ることで、災害時に生命を守る行動がと

れるようにすることができた。

(ｲ)演題『地震に関する正しい知識と理解』

講師 矢崎良明 氏（鎌倉女子大学講師）

公開事業の参加者に向けて、地震の発

生から望ましい避難行動まで動画資料を

交えての講演であった。

参会者の各学校での学校安全を見直す

契機となった。

(３)防災訓練

訓練に際しては、事前に状況を説明し、

どうすればよいかを個々に考えさせてか

ら訓練を実施するようにした。訓練の中

では消防署員など専門家から指導や講評

を受け、事後にふり返ることで、実際の

場面で正しい判断や行動が取れるように

した。

ア 避難訓練

第１回は火災発生（全校）、第２回は地

震による火災発生（全校）、救助袋による

避難（１年）、第３回では地震発生（全校）

を想定し避難した。

そのつど、どうすればよいかを考えさ

せるとともに、訓練実施後のふり返りを

行うことで、回を重ねるごとに改善が見ら

れた。

イ 消火器訓練 （全校）

火災による避難訓練にあわせて消防署

員の指導のもとで実施した。

ウ 救急救命法訓練（AED 訓練）

（１年）

事前に映像教材を視聴し、訓練用人形

を使用し、臨場感のある訓練を消防署員

の指導を受けて実施した。

エ 救護法（三角巾）講習 （２年）

グループごとに赤十字ボランティアの

方から三角巾を用いた救護法の講習を受

けた。

オ 煙ハウス体験 （１・２年）

市の消防防災課の協力を得て、火災発

生時の建物からの避難訓練を実施。煙へ

の対策の必要性を体感した。

カ 起震車体験 （１年）

阪神・淡路大震災の規模を想定して

震度５強の揺れを体感した。揺れを体

感した子どもたちは、身を守る行動を

とることの難しさを実感した。

キ 避難所開設訓練 （３年）

(ｱ)目的

a 災害発生時、地域の二次避難場所が開

設される。開設訓練を通して一地域住民

として自分たちに何ができるかを考え

る。

b 避難所開設訓練を通して、共助の行動
ができるようにする。

(ｲ)訓練の様子

避難所については報道を通じてどのよう

なところか子どもたちは理解している。

中学生等がボランティアに取り組んでい

る様子も伝わってきており、子どもたちに

は自分たちに何ができるかを考えさせた。

訓練では、事前にいくつかの役割を決め
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た。受付係、誘導係、搬出係、配付係、

救護係、また避難住民役をいくつかの地区

ごとに分け、さらに避難住民役の中にいる

であろう高齢者やケガ人も割り振った。各

係の活動内容は以下のとおりである。

①受付・誘導係

・入り口に机を並べ、避難者カードの記入

の準備をする。

・避難者へ避難者カードの記入を案内す

る。（疾病・負傷者の記入の補助をす

る。）

・避難者カー

ドの整理。

（地区ごとに

振り分け）

・記入の終わ 避難所の受付のようす

った避難者を地区ごとに誘導する。

②生活・救護係

・防災倉庫から毛布、簡易トイレ、非常食、

ブルーマット等を避難所（体育館）へ搬

入する。

・机、イスを並べ、救護所を設営。

・疾病、負傷者を状況に応じて救護所に誘

導する。

（状況に応じて担架等を使用する。）

・毛布、非常食（乾パン）、等を避難者へ

配付する。

③避難者役

・４つの地域の住民として避難する。

・「ケガをしている」「高齢者」「足が不自

由」という役になる。

生徒は、それぞれの役割になりきって

訓練を進めていく様子が見られた。いず

れの活動にも自主防災会の方々が入り、

生徒に指示する様子も見られた。

消防防災課の方々や地区防災会の方々が

参加し、「避難者カード」等も実物を使用

したことなどにより、現実味の感じられる

訓練とすることができた。生徒たちが真剣

に、かつ積極的に活動することにつながっ

た。また、「共助」という考えを理解した

ことも、人のために活動することに結びつ

いたと考える。

開設に関わる動きを通して生徒は避難

所のイメージを持つことができた。今回は

開設の場面のみであり、この後の避難所の

運営の中では、生徒たちができることも広

がっていくのではないだろうか。ふり返り

で、運営の中でできることを考えさせると

よかった。

ク 引き渡し訓練 （全校）

災害（緊急）時に生徒の保護者への引き

渡しが、円滑かつ速やかに行うことができ

るように実施した。教職員、保護者、生徒

が引き渡しの手順を訓練を通して理解し

た。

(４)事業公開（中間報告）9/29
授業公開、全体会（実践報告、講評）、

防災教育講演会を実施した。他校の先生方

や地域の方々など、多くの参加があった。

(５)地域・保護者との連携

ふだんから地域の行事への参加や清掃活

動を実施して、地域の一員としての自覚を

促している。避難所開設訓練を通して、自

主防災会の方々と共に行動したことで地域

への所属意識を高めることができた。

(６)職員研修

ア「東金市の防災計画について」

講師 消防防災課 中田健彦 氏

『東金市地域防災計画（概要版）』

（東金市防災会議）をもとに、東金市

の防災計画の説明を受けた。

「自助・共助・公助」の考えに基づいた

計画についての説明や、避難所開設の具
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体的な手順についての説明があった。

イ 学校安全計画の見直し

学校の教育活動全体を通じて学校安全に

関する指導を進められるように年間指導計

画を見直した。

ウ 救急救命法（AED）訓練
どの職員も AED を使用した蘇生法の訓

練を受けているが、習熟度を高めるために

消防署員から指導を受けた。

エ 学校防災アドバイザー

学校安全に関して、環境整備を含めて具

体的なアドバイスを受け、改善することが

できた。

６ 成果と今後の課題

(１)成果

ア 従来の学校安全の全体計画を見直し、

日常の教育活動の中で、全教科・領域に

わたる防災教育を計画し、実施すること

ができた。

イ 命の大切さを考える防災授業の実施に

関して、特に、学級活動、道徳、総合的

な学習の時間において、研究授業を実施

し、正しい知識を身に付け、状況に応じ

て自助・共助の行動ができる態度を養う

ことができた。

ウ 関係機関との連携を図ることができ

た。専門的な立場から、指導・助言を受

けたことで、子どもたちは正しい知識や

技能を体験的に学び、防災に関する理解

を深めることができた。また、訓練では

教員の気付かない点の指摘を受け、改善

につなげることができた。

エ 地域・保護者との連携について、防災

訓練を通じて強めることができた。特に

避難所開設に関して、市の消防防災課の

方々や地域の自主防災組織の方々、さら

には、子どもたちが一緒になって訓練を

実施したことで、地域の防災力の土台を

作るきっかけとなった。

オ 防災啓発活動として、地域合同防災訓

練や公開授業、防災講演会などを実施し

たことで、防災に対する意識を高めるこ

とができた。保護者からは、引き渡し訓

練などで、実際の災害発生時の対処につ

いて、多くの意見を寄せられるなど、関

心の高さが見られた。

カ 防災教育を組織的かつ計画的に進めた

ので、教員の防災に対する意識が高まり、

指導の改善につながった。

(２)今後の課題

ア 命の大切さを考える防災授業について

は、今後も指導計画の中に位置づけて実

施していく。学級活動や道徳、総合的な

学習の時間に関しては、本年度実施した

内容の改善を図りながら継続していく。

イ 避難訓練の実施にあたっては、どのよ

うな状況で災害が発生しても対処できる

ように訓練の内容を検討し、実施する。

（教員が近くにいない場合でも子どもた

ちが主体的に判断し行動できるようにす

る。）

また、生徒の自治的な活動との関連を

図ることを検討していきたい。（地区生

徒会の機能を生かす、等。）

ウ 災害発生時に避難所を開設する場合の

マニュアルについては、今後、市の消防

防災課と共に作成・見直しを進める。

エ 今回、様々な訓練を外部機関の協力の

もとで進めることができた。今後は、内

容を精選し計画的に実施することで、地

域・保護者と子どもたちの防災意識を高

めていく。
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