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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) 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) 児童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) 児童・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) 児童・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 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 避難訓練 学校 

５月 校内研修 教職員 

６月 防災担当者連絡会議 担当者 

７月 授業研究会 教職員 

９月 避難訓練 学校 

10 月 地域防災訓練 

（町は中止） 

学校 

11 月 防災教育公開研究会 学校 

１月 避難訓練 学校 

３月 避難訓練 学校 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏 名 所属及び役職 

１ 行木 邦光 東上総教育事務所指導主事 

２ 瀧川 猛 県立長生特別支援学校教頭 

３ 鎗田 浩司 一宮町教育委員会課長 

４ 中田 宏 一宮町教育委員会主幹 

５ 森 常麿 一宮町総務課主査（防災担当） 

６ 大橋 裕幸 一宮町総務課主事（防災担当） 

７ 岩本 哲也 一宮小学校ＰＴＡ会長 

８ 川嶋 静雄 一宮小学校校長 

９ 矢部 重秋 一宮小学校教頭 

10 小出  健 一宮小学校教務主任 

11 齋藤 德子 一宮小学校研究主任 

12 鴇田  健 一宮小学校教諭(安全主任) 

 

５ 具体的な取組 

(1) 研究主題について 

千葉県では、近い将来千葉県に影響を及ぼす

可能性の高い「東京湾北部地震」「千葉県東方沖

地震」「三浦半島断層群による地震」について調

査した結果、地震によっては津波被害が想定さ

れ、警報が間に合わないケースがあることがわ

かった。 

東日本大震災によってもたらされた被害は、

自然災害の過去の例に照らしても突出した規模
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であった。そのため、既存のマニュアルでは対

応が難しかった、停電時に対応できなかったな

どの課題が明らかになった。こうしたことから、

学校における防災教育や防災管理の在り方につ

いて、より一層の充実が求められている。防災

教育については、自ら判断し、行動できる力を

育てる指導内容が課題となっている。 

そこで、本校では、学校、家庭・地域、行政

機関などが連携して、防災活動を行っていく中

で、児童・保護者・地域住民の防災意識をより

高めるために取り組んでいく。そして、大地震

が発生した際に、児童が適切な行動をとる態度

を養い、自らの命は自らが守り抜くために主体

的に行動する態度を育成していく必要があると

考え研究主題を「主体的に行動できる児童の

育成」～いのちの大切さを考える防災教育を

通して～とした。 

(2) 研究の重点 

ア 地震・津波の発生の仕方や震度による被

害の大きさ等について理解を深め、現在及

び将来に直面する災害に対して、的確な思

考・判断に基づく適切な意志決定や行動選

択ができるようにする。（知識、思考・判断） 

イ 地震･津波の発生等に伴う危険を理解・予                  

測し、自らの安全を確保するための行動が

できるようにするとともに、日常的な備え

ができるようにする。 

（危険予測、主体的な行動） 

ウ 自他の生命を尊重し、安全で安心な社会

づくりの重要性を認識して、学校・家庭、

地域での安全活動に進んで参加・協力しよ

うとする。  （社会貢献・支援者の基盤）                           

(3) 授業実践 

ア 第２学年 学級活動 「つなみからにげ

るには」         9 月 27 日（水） 

本授業では、東日本大震災の映像を視聴

し、気付いたことを発表させた後、「じしん

のあと、つなみがくると分かったときのひ

なんのしかたをかんがえよう」という学習

問題を立てて授業を進めた。事前に児童は、

家族と避難場所まで歩いたり、避難の方法

について話し合ったりしている。それを隣

の児童に伝え合い、津波から避難するとき

の約束を自分自身で考え、発表した。 

イ 第３学年 学級活動 「大じしんがおき

たときどのように行動するか考えよう」         

7 月 3日（月） 

 

本授業では、「学校や家以外のところで子ど

もたちだけで遊んでいた時に地震や津波が

起きたらどうしたらよいか」と児童に投げ

かけ、学区内の２箇所を想定して話し合い

をさせた。児童は地図を見たり、今までの

経験から話し合ったりして、どうしたら安

全に避難できるのか考えた。 

ウ 第５学年 総合的な学習 「災害に備え

よう～地震・津波から身を守る」 

  7 月 3日（月）  

本授業では、災害時に状況に応じた行動

や避難方法を自分で考えることを目標に
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「防災 YES・NO ゲーム」行い、グループご

とに話し合いを行い、考えを深めていった。 

エ 特別支援学級 生活単元 「防災につい

て楽しく学ぼう」     9 月 25 日（月） 

本学級の児童は、学習したことを実際の

生活の場に生かすことが難しかったり、周

囲の理解不足などにより成功体験が少なか

ったり、主体的に取り組む意欲が育ってい

なかったりする児童が多い。そこで、子ど

もたちに防災の知識を楽しく、体でおぼえ

られるように東金特別支援学校で取り組ん

でいる「あたりまえ防災」（体操）を取り入

れ特別支援学級の児童でも忘れることなく

地震が発生したときの行動がとれるように

行った。また、「防災カルタ」を活用して防

災の知識を体験を通して楽しく日常的に覚

えられるようにした。 

(4) 避難訓練 

ア 第１回（地震）     4 月 14 日（金） 

今回の避難訓練は、授業中に震度５弱の

地震が起こったと想定し、地震の際の避難

方法・避難経路の確認を目的として取り組

んだ。事前指導として「お・す・し・も」

（おさない・すばやく・しゃべらない・も

どらない）の意味やその大切さを指導した。 

イ 第２回（地震・津波）   5月 29 日（月） 

  地震が起き、その後津波が来る場合があ

る。その場合は、二次避難場所より、高い

場所〔三次避難場所 振武館（町武道館）〕

に逃げる必要があることを事前に指導して

おいた。 

今回は、授業中に震度６弱の地震が起こ

り、立っていることや歩くことができない

状況である。大きな揺れは収まったが、大

津波警報が発令される。一宮海岸の津波到

達まで約４０分とした。二次避難の後、よ

り高い三次避難場所（振武館）を目指し避

難した。 

ウ 第３回（地震）    9 月 14 日（金） 

今回は、業間休み中に震度６強の地震が

起こり、立っていることや歩くことができ   

ない、という想定で行った。事前に児童へ

は、休憩時間の地震想定なので、教室以外

での避難の仕方について指導をしておいた。
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「お・す・し・も」の意味やその大切さを

再度話しておき、児童が校庭や自分の教室

以外にいる時は、教室に戻ってくることが

予想されるので、「もどらない」を十分に指

導しておいた。  

(5) 下校時現地指導     5月31日（水） 

児童が地区担当職員と共に下校し、通学

路や地区の危険個所を確認する活動であ

る。今までは、交通関係や水路関係のみで

あったが、今年度は、ブロック塀や自動販

売機など地震が起こった場合倒壊や落下の

恐れのある場所についても確認し、地図に

書き込んだ。実際に教師と児童が通学路を

一緒に歩くことで、危険個所を自分たちの

目で確認することができた。 

(6) 職員研修        5月29日（月） 

防災教育にどのように取り組んでいった

ら良いのか、今後の研究の方向性について、

本校の防災教育アドバイザーである千葉県

立長生特別支援学校教頭の瀧川猛氏に講師

を依頼して職員研修を行った。先生からは、

防災教育はアクティブラーニングを行うの

に適していることや実際に避難訓練の様子

から見て、アドバイスをいただいた。研究

に対して不安感を持っていた職員からは、

「今までどう取り組んでいったら良いのか

分からなかったが、話を聞いて安心した」

等の声が聞かれた。 

(7) 災害時における引き渡し訓練 

7月 10日（月） 

大きな地震が起こり、学校周辺の建物や

道路などに被害が出たため、児童だけで帰

宅させるのは危険であるという想定で行っ

た。本校では様々な理由から今まで実施し

ていなかったので保護者を含め混乱する心

配もあり、一度保護者には体育館に集合し

てもらい、訓練の内容、手順を説明してか 

ら実施した。 

（8）着衣水泳 7月 12日（水）、7月 13 日（木） 

各学年で、水泳学習の最終日に２時間ず

つ実施した。はじめに、着衣水泳を行い水

の中で動きにくい状態を体験した。洋服が

水を吸って体が重くなり、浮くことができ

ないと言っている児童が多くいた。特に低

学年では、浮く際に体に力が入り、教師の

補助が必要な児童が多く見られた。高学年

になるにつれて、洋服を着たまま、２５メ

ートルを泳ごうとする児童もいたが、重く

て泳ぎ切ることが難しいようであった。教

師が、万が一水の中に落ちてしまったとき

のことを考えて話をすることにより、児童

は真剣に取り組んでいる姿が見られた。 

(9) 防災集会       7 月 12 日（水） 

防災集会は本校では初めての取り組みで

ある。児童会が中心となり防災集会を行っ    

た。津波が起こったときにどうすれば良い

か、クイズ形式で出題して学んだり、児童

が防災に関する授業で学んだことを発表し

たりした。ＤＶＤ「ボクはすぐに逃げたん

だ 東日本大震災から学んだこと」を視聴

し、東日本大震災で起こったことを学んだ。

また、最後に全校で復興支援ソング「花は

咲く」を歌った。 
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(10) 起震車体験       9月5日（火） 

地震の疑似体験を通して、非常災害への

意識を高めるとともに、災害発生時に正し

い対処行動を考えられるようにする事を目

的に全校児童と職員が起震車体験を行った。

低学年は震度５強、中学年以上は震度６弱

の想定震度を体験した。 職員が関東大震災

や東日本大震災の揺れを体験し、揺れの大

きさと揺れている時間の長さを児童に見せ

るようにした。 

児童は、起震車体験をすることで、地震の

揺れの大きさを実際に感じることができた。

その揺れの大きさは、児童が想像していたよ

りも大きなものだったので、本当に地震が起

きたら大変だという思いをもつことができ

た。 

(11)  町合同防災訓練   10 月 15 日（日） 

町合同防災訓練に今年度初めて参加する

事になり準備を進めていた。しかし、荒天

で訓練は中止となったため、本校として雨

天バージョンでの計画に沿って行った。避

難訓練では、初めて避難場所を校舎３階と

して行った。防災体験として毛布による担

架訓練や新聞紙を使ったスリッパ作り体験

等を行った。また、給食は防災給食として

調理しないで食べられる救給カレーや保存

のきく乾物を使った切り干し大根サラダ等

普段の給食にない献立を立てて、児童が避

難時に食するようなものを体験させた。      

（12）防災教育公開授業・防災講演会  

11 月 22 日（水） 

参加者は教育関係者及び保護者、自治

会、自主防災会等地域の方を含め約 90名

であった。 

ア 公開授業 

1年 3組が学級活動「ひなんリュックを

じゅんびしよう」、4 年 3 組が総合的な学

習「地域安全マップを作ろう」、そして 6

年生 3 クラスが総合的な学習で「災害に

備えて」～津波から命を守る方法～の授

業を公開した。 

１年生の授業では、児童に災害発生後

の生活について予想させ、災害時に不足

する物や必要な物について考えさせて自

分のリュックサックの中に詰めるように

した。 

4年生の授業では、自分たちが地域を実

際に歩き、危険なところを調べ、まとめ

たものを説明したり、参観者に感想を聞

いたりし、意見を交換することで避難時

に気をつけることを考えた。 

6年生は、日本で過去に起こった津波の

被害や状況を調べ、それをお互いに発表

し合うことで津波から命を守る方法につ

いて考えた。 

イ 記念講演 

演題「自然災害に対する防災・危機管理」 

講師 千葉科学大学危機管理学部教授 

藤本 一雄氏 

従来の防災の考えは、災害時に「何をす

るべきか?」と対策から考えていたが、平常

時において、防災に取り組む「目的」が大

事である。防災における最優先の目的は、

長引く後悔をしないために、誰を、何を守

るのかが大切である。実際に東日本大震災

で被災した人の証言等を紹介しながら話を
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進めてくださり、最後に自助、共助の心構

えについてご教示いただいた。家庭・学校・

地域が協力して、将来の自然災害を乗り切

るために必要な防災危機管理の取り組みに

ついて分かりやすくお話していただいた。

参加者は、これからの防災教育の在り方に

ついて考えを深めることができた。 

 

６成果と今後の課題 

（1）成果 

ア 地震が起きたらどのように自分の身を守

ることが大切かを話し合うことで、教室

内・廊下・階段・運動場・特別教室などに

いたときの一次避難の具体的な身の守り方

を考えることができた。それを、写真と文

と共に掲示することで自分たちの学習の軌

跡を残すとともに、いざという時に確認し

ながら行動することもできるようになった。

このような学習から、避難行動を教師から

教えられるだけでなく、自分で自分の身を

守ろうとする態度が見られるようになった。 

イ ４月のころ地震や津波についての知識が

少なかった児童が、釜石や九十九里浜の津

波の写真や映像などを見ることで災害の怖

さや被害の大きさを知ることができた。一

宮町も海岸に面しており、地震が起きた際

には、同じような被害が起きるのではない

かと仮定して自分のこととして防災の授業

に取り組む姿が見られた。 

ウ 学校防災アドバイザーや指導主事より、

防災に関する資料や指導方法を教えていた

だくことで、児童にとって実効性のある年

間計画や指導計画を立てることができた。

これをもとに、発達段階にあった指導を計

画的に行うことで、児童は防災について理

解を深めることができた。 

 

（2）今後の課題 

ア 授業中や休み時間など学校にいるあらゆ

る時間に地震は起こり得ることなので、一

次避難のみのワンポイント避難訓練を行う

ことでいざという時の行動を考え、真剣に

取り組む児童をさらに育てていかなければ

ならない。 

イ 二次避難後、三次避難場所に向かう場合

にも、「お・す・し・も 」を守ることが大

切であることを考えながら避難することが

できていた。また、高学年が低学年の手を

つなぎ共に避難しようとする態度が見られ

た。しかし、学校外にはブロック塀や石垣

など倒れてくるものがあるなど周囲の状況

を考えながら避難するには至っていない。

避難経路を確認したことを、訓練でも生か

せるようにする必要がある。 

ウ 学校で行った防災授業では、授業に関す

るワークシートをもとに事前に家庭で話し

合いを持ってもらったり、授業後家庭に持

ち帰って確認してもらったりして、保護者

にも防災の意識を持ってもらうことはでき

たと思われる。また、避難所の確認や非常

時持ち出し品などの準備をしてもらうこと

もできた。しかし、全校児童の家庭で行わ

れてはいないので、今後も防災教育を行い

家庭に還元できるようにしていかなければ

ならない。 

エ 一宮町合同防災訓練では、地域の方と一

緒に避難訓練や防災活動を行う予定だった

が、雨天のため町の訓練が中止になってし

まった。地域の方とともに行うことができ

なかったので、今後行われる地域懇談会な

どで地域の方とともに活動したり学校の取

り組みを紹介したりする機会をもっていき

たい。 


