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１ 実施事業 

⑴ 学校安全教育手法の開発・普及等のため

の支援事業 

⑵ 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)「地震・津波に対する避難訓練」を、近   

隣保育所、地域住民、行政と連携し、実施

する。 

(2) 防災教育に関する公開授業（LHR）を、小

中学校、地域住民、関係機関などに公開す

る。 

(3) 防災講演会を、地域住民、関係機関、保

護者等の参加により実施する。 

(4) 防災マニュアルや津波避難所としての校

内危機管理体制を整備する。 

 

３ 実施概要 

実施時期 計 画 事 項 参加者 

４月 

 

 

 

 

 

５月 

 

６月 

○事業計画立案 

○校内委員会① 

○防災時心得・避難

経路・職員配備体

制確認 

○緊急連絡網整備 

○情報伝達訓練 

○防災訓練① 

○校内委員会② 

職員 

職員 

職員・生徒 

アドバイザ

ー 

職員 

職員・生徒 

職員・生徒 

職員 

９月 

 

10 月 

 

 

 

11 月 

 

 

 

 

 

12 月 

 

 

１月 

○担当者連絡会議 

○防災訓練② 

○津波対応避難訓練 

 

 

○情報伝達訓練 

○地域防災訓練 

 

○防災教育公開授業 

 

○校内委員会③ 

 

○防災講演会 

 （外部講師招聘） 

 

○事業のまとめ 

担当者 

職員・生徒 

職員・生徒・

地域・アドバ

イザー 

職員 

生徒・地域関

係者 

職員・生徒・

地域関係者 

職員・地域関

係者 

外部講師・職

員・生徒・地

域関係者 

職員 

 

４ 担当者連絡会議 

 氏名 所属及び役職 

１ 穂積 誠 千葉県教育庁教育振興部学校安全保健課安全室 指導主事  

２ 藤平 欣也 学校安全アドバイザー 

３ 峯島 宜幸 いすみ市危機管理課 課長補佐 

４ 枝川 和矢 いすみ市危機管理課 主事 

５ 酒匂 一揮 千葉県立大原高等学校 校長 

６ 片岡 和晃 千葉県立大原高等学校 教頭 

７ 江澤 純子 千葉県立大原高等学校 事務主幹 

８ 山田 一弘 千葉県立大原高等学校 教諭 

９ 井上 修一 千葉県立大原高等学校 教諭 

 

 

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） 

（津波からの避難） 

      －津波からの避難を想定した地域連携事業及び防災に係る資質の向上－ 

所属・電話番号：千葉県立大原高等学校  ・ ０４７０－６２－１１７１ 

                                       役職名 校長 酒匂 一揮  
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５ 具体的な取組 

(1)  津波対応避難訓練・地域防災訓練 

地域と連携した「地震・津波に対する避

難訓練」として、いすみ市危機管理課及び

近隣の保育所との合同実施を計画した。残

念ながら当日悪天候のため、中止せざるを

得ない状況となった。代替措置として、い

すみ市の地震・津波避難訓練実施日に、本

校が一時避難場所に指定されていることか

ら、地域住民と合同での避難訓練に参加し

た。 

 １１月４日(土)午前９時に地震が発生し

たという想定で、市の防災無線により、津

波からの避難指示が出された。近隣の住民

が学校に避難してくる際、部活動で登校し

てきた生徒も一緒に参加した。 

   

 

 防災担当者からは、津波警報が出された

時の対応、周辺の立地状況から想定される

危険個所、避難場所までの避難の仕方、学

校の屋上までの避難経路、学校が閉まって

いる際の対処方法などについて詳細な説明

を受けた。 

 

○訓練後の感想（生徒） 

 「学校で行う避難訓練は、慣れもあって

緊張感が薄くなってしまうこともあるが、

地域の知らない方と一緒の避難訓練は、新

鮮な感じがした。集まった方々は年配の方

が多く、この地域の特徴を感じた。学校内

ではなく街中での避難では、避難経路の確

認と互いに助け合うことが大切だというこ

とを実感した。」 

 

 (参考)昨年度の保育所合同避難訓練 

 今年度は中止となってしまったが、本校  

で昨年度に行った、保育所との合同避難訓

練の様子である。 

 津波からの避難を想定し、近隣の保育園

児約１２０名と職員・保護者約２０名が本

校に避難する。生徒一人が、園児一人を担

当して、昇降口から屋上まで避難誘導する。

実際に園児の手をとり、誘導することは、

生徒の防災意識向上に効果があった。 

目的：保育所職員及び園児が地震・津波発

生時の避難方法を知り、安全に避難

するとともに、大原高校到着後は、

生徒・職員の支援・協力を得て屋上

までの避難要領を訓練する。 
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(2) 防災教育公開授業（１１月２日） 

今年度は、公開ＬＨＲを全クラスで行い、 

防災教育に関するＬＨＲは、３年生で実施

した。クラスごとにテーマを設け、様々な

視点から防災について考えるとともに、体

験学習を通して生徒の資質向上を図った。

主な内容としては以下のとおりである。 

 

ア 身近な材料を使った非常食作り 

 災害時の栄養や、食事の大切さを理解さ

せることを目的とする。被災したことによ

る心身へのショックや、避難生活での食欲

減退、ライフラインが途絶えると調理もで

きなくなること等を考えさせる。鍋とポリ

袋を使った炊飯体験や、「昭和女子大非常食

のキッチン」を参考に、揚げないじゃがり

コロッケ作りを行った。 

  

 

○授業後の感想（生徒） 

 「被災した時の食事については、あまり

考えたことがありませんでした。非常食も

出来合いのものを温めたりすればいいと安

易に考えていました。でも、道具の使い方

や、材料の選び方、調理の仕方等を工夫す

ることで非常食が作れるということを体験

できて良かったです。もっといろいろな非

常食について学んでみたいと思いました。」 

 

イ ハイゼックスを利用した炊飯体験 

 災害時には、学校が地域の緊急避難場所

となることが想定される。高校生が、地域

社会へ貢献するための基礎的防災教育とし

て、ハイゼックスを利用した白米の炊飯を

体験させるとともに、防災グッズの活用方

法や、新聞紙を用いたスリッパやごみ袋作

成体験を行った。災害時の生活（食料・必

要物品等）を想像しながら、地域住民の一

人としての適切な行動を身につけることを

目的として実施した。 

  

 

○授業後の感想（生徒） 

 「炊き出し訓練は初めてで、水の調節が

難しかった。こういう体験は、一度はして

おくべきだと感じた。」 

 「この地域は、高齢者が多いので、実際

の避難場所では私たち高校生がしっかりと
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役割を果たすことが大切だと思います。防

災グッズの準備とともに、正しい使い方も

身に着ける必要があります。今回の授業を

機に、ボランティアとして避難所でも動け

る人になりたいと思いました。」 

 

ウ 災害発生の場面を想定させたグループ

協議 

 生徒自身に地震発生の場所・場面を設定 

させ、その時の行動について考えさせる。 

また、地震発生時及び収束後の行動につい

て考える際、ＫＪ法を用いたグループワー

クを行い、まとめて発表する。災害時のキ

ーワードとなる、「自助・互助・公助」につ

いて意識を高めることを目的とする。 

 

○授業後の感想（生徒） 

 「地震はいつ、どこで起こるかわからな

いので、いろいろな場面を自分たちで想定

して考えられたことで、実感を持つことが

できた。災害について普段あまり考えてい

なかったけれど、思っていた以上にいろい

ろな意見が出てきて、まとめるのに苦労し

た。日頃からの備えが大切だとあらためて

感じた。」 

 

(3) 防災講演会（１２月１９日） 

 東日本大震災をはじめ、災害はいつどんな

時に起きるか、予測困難である。本校は地域

的に地震にともなう津波の被害が心配される

ため、津波に対する理解を深め、いざという

時に適切な行動がとれるような資質を身につ

けることが必要である。このことを踏まえ、

講師に千葉科学大学危機管理学部より木村栄

宏教授をお迎えし、「防災を考える～津波の仕

組みと被害～」というテーマで講演会を実施

した。 

 東日本大震災が起きた時の銚子の様子や当

時の学生たちの働きから講演は始まった。ク

イズ形式のスライドを利用され、「人間の思い

込みが防災を妨げる」ということを説明され

た。津波の発生メカニズムや津波の災害特性

の内容では、津波の速さはジェット機なみで

あること、一度だけでなく、何波も来ること、

水深の浅い場所や湾奥で高く、川を遡上する

ことなど、わかりやすく丁寧な解説をいただ

いた。津波から身を守るには、早く高い場所

に避難すること、早く岸から遠い場所に避難

すること、注意報でも油断しないことを強調

された。また、避難の際、マニュアルは基本

ではあるが絶対ではないので、いざという時

は情報収集をもとにマニュアルを疑う勇気が

大切であることを教えていただいた。 
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最後に、「起こるはずがないと思いたい災難

の多くは、起こり得ないのではなく、起こる

までに時間がかかるだけのことである。」とい

うメッセージを紹介され、講演を終了された。 

 

○授業後の感想（生徒） 

「災害が起こった時のために、普段から避難

場所やルートを確認しておくことが大切だと

思いました。大丈夫だという思い込みによっ

て命を落としてしまうこともある。その場で

考えることを忘れずにしたいと思いました。」 

「地球の裏側で起こった地震など、揺れがな

いのに、大きな津波が来ることを知って驚き

ました。ハザードマップを疑うということは、

今まで考えてもみませんでした。過去のこと

だけで決めつけずに、自分の身を守り、また

他の人の命も守る最善の方法は何か、判断で

きる人になりたいと思いました。」 

「防波堤などハード面では限界があるが、防

災マップなどのソフト面は、自分たちでもい

ろいろとできることがあるので、考えていき

たい。まずは、家族できちんと話をし、避難

について決めておきたい。」 

 

６ 成果と今後の課題 

(1) 成果 

○地域防災訓練への参加は、生徒が地域の実

情を把握し、地域の方と共に訓練をするこ

とで、高校生としての自覚とその役割を認

識することができた。 

○防災教育公開授業は、今回は３年生だけの

実施であったが、各クラスとも独自のテー

マを設定し、内容も豊富に展開できた。調

理や体験的活動だけでなく、グループワー

クによる討論も含め、防災を自らの課題と

して考えさせることができた。 

○行政や近隣の学校、地域と連携したことに

より、それぞれの防災活動の実情について

情報交換することができた。 

○災害からの避難には、マニュアルが整備さ

れていることが一般的だが、時に役立たな

いこともあるので、自分の命を守るための

行動をいかにすべきか、考える機会になっ

た。生徒のみならず、教員側の意識向上に

も資することができた。 

 

(2) 課題 

○今年度の保育所との合同避難訓練は、天候

により中止となってしまい、残念であった。

地域と連携した防災教育は、地域の課題を十

分に把握することが必要で、そのために学校

と地域社会がどう連携することができるか、

今後さらに検討していきたい。 

○学校安全アドバイザーからは、避難訓練の

実施方法について、予告なしの訓練等いくつ

か提案をいただいた。今年度は実施できなか

ったが、次年度以降の課題として取り組んで

いきたい。 

○防災に関する授業を、年度ごとあるいは３

年間を見通していかに展開するか、また、教

職員の防災に関する資質をいかに向上させて

いけるかが課題である。 

 

 


