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：命の大切さを考える防災教育公開事業（地震・津波）
「命の大切さを考え、よりよく生きる児童の育成」
～自助・共助の意識を高める防災教育を通して～

所属・電話番号：白子町立南白亀小学校・０４７５－３３－２１５１
校 長 髙山 佳久
１ 実施事業
７月

(1) 防災に関する指導方法等の開発・普及等
のための支援事業の実施

道徳授業展開（５年）

５年生

避難訓練⑤(ﾗｲﾌｼﾞｬｹｯﾄ着用)

全児童

地域懇談会

⑵ 学校防災アドバイザー活用事業の実施
９月

２ 事業概要
学校防災アドバイザーの助言をもとに
(1) 命の大切さ・よりよく生きるための防災授業

10 月

(道徳・学級活動の授業研究)をはじめ、学校
における防災事業の公開
(2) 災害発生時の学校と地域住民の行動や役
割の検討及び活動の実施

11 月

(3) 学校・地域住民参加による地域懇談会や合

避難訓練⑥（地震・火災）

全児童

道徳授業展開（２年）

２年生

学級活動授業展開（１年）

１年生

生活単元授業展開（そよかぜ学級）

児童

生活単元授業展開（あおぞら学級）

児童

避難訓練⑦(町との合同訓練)

児童・地域

防災体験活動

消防・赤十字

学級活動授業展開（４年）

ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

担当者連絡会議②

次項参照

防災教育公開研究会

児童・会員

避難訓練⑧(初期行動ﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄ訓練)

全児童

12 月

避難訓練⑨（不審者）

全児童

１月

担当者連絡会議③

次項参照

同防災訓練の実施
(4) 保護者・地域住民・教職員等の参加による
講演会の実施
３ 実施概要

職員、PTA、地域

実施時期

計画事項

参加者

４月

避難訓練①(地震・大津波）

全児童

４ 担当者連絡会議

担当者連絡会議①

次項参照

氏 名

所属及び役職

５月

避難訓練②(保育所と合同実施)

児童･園児

１

内山 正直

千葉県教育庁東上総教育事務所 指導主事

６月

救急法講習（４、５、６年） 全児童

２

酒井 弘顕

白子町総務課 課長

AED の使い方と心肺蘇生法

消防署

３

田邉 正二

白子町教育委員会 課長

包帯を使った救急法

赤十字

４

大場 英昭

白子町教育委員会 主幹

避難訓練③（下校時に実施） 全児童

５

内山 岩雄

青少年育成白子町民会議南白亀地区 会長

避難訓練④(下校時、引き渡し)

全児童

６

三橋 奈穂

南白亀小学校 PTA 会長

命を大切にしよう集会

保護者

７

髙山 佳久

南白亀小学校 校長

道徳授業展開（５年）

５年生

８

内田 美之

南白亀小学校 教頭

４年校外学習(西部防災センター)

４年生

９

村上 健輔

南白亀小学校 防災教育担当

７月
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５ 具体的な取り組み
(1) 防災教育での実践

② 救急法

① 避難訓練

ア ねらい

ア 地震・大津波、保育所との合同実施

救急法の講習を受け、共助の意識を

第２次避難完了後、６年生が保育所園

育てるとともに、かけがえのない自他

児の避難を補助する。

の生命を大切にしようとする態度を育
てる。
イ 対象
４年生・５年生・６年生
（ｱ）AED の使い方と心肺蘇生法
４年生と６年生は、消防署の方々か
らＡＥＤの使い方や心肺蘇生法を教
えていただいた。

イ 地震・大津波、下校時

集団下校の途中での地震発生と初期行
動の訓練、ならびに大津波警報発令を聞
いて、その場から学校へ避難する。

（ｲ）包帯を使った救急法
５年生は、千葉県立茂原高校のＪＲＣ
委員会のみなさんをお招きして、包帯
を使った救急法の学習を行った。保健
ウ 地震・大津波 下校時・保護者への引

「けがの予防」の授業とも関連させ、万

き渡し

が一の時に備えて、バンダナや包帯を

大津波警報発令を聞いて、その場から

使って止血の仕方や腕の固定の仕方

学校の屋上に第２次避難する。また大津

などを学んだ。

波警報解除後に、学級毎に保護者に引き
渡しをする。

身近なもので、簡単な処置の仕方
について体験することができた。
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③ 命を大切にしよう集会

④ 校外学習

ア ねらい

松戸市内にある千葉県西部防災センタ

地震や津波の被害、それに対する避

ーにおいて、４年生の児童が防災について

難の仕方を理解し、かけがえのない自

学んだ。ここでは、災害時の自主的な対応

他の生命を大切にしようとする態度を

力を育てるための様々な防災体験学習が

育てる。

できる。

イ 内容

風速 30ｍ／秒雨量 30 ㎜／時の風の威

（ｱ）みんなでまなぼう

力を体験した児童

（ＤＶＤ視聴「津波からにげる」）

からは、「強い風の

（ｲ）みんなであそぼう

中では息ができない

（○×ゲーム５問）

くらい苦しかった。
強い雨も降ってくる
と、前を向くことが
できず、手すりにつ
かまっていないと飛
ばされそうだった。」
という感想があげられた。
⑤ 着衣泳

「大きな地震があったとき、心配なの

ア ねらい

で家に帰る。○か×か？」等、地震・

○ 着衣泳を体験して、衣服や靴等の水

津波・防災にちなんだ問題を出題し、

中での作用を知り、ある程度の時間を

楽しみながら理解を深めることができ

浮遊していられるようにする。

た。

○

（ｳ）みんなで歌おう

ライフジャケット着用の仕方を身

につけ、浮遊することができるように
する。
イ 内容
例年通りの着衣泳の後、ペットボ
トルを使って浮く練習をした。その
後ライフジャケットを着用し浮きや
すさの違いや、浮きやすい姿勢を確
認した。

全校の児童や参観の保護者の方々と
一緒に、東日本大震災復興支援ソング
「花はさく」を歌った。美しい歌声が体
育館いっぱいに響き渡り、みんなの歌声
と「頑張って」という思いが被災地に届
くかのようであった。
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(2) 授業実践

イ １年「自分の命は自分で守る～防災ダッ

①道徳

クを通して～」

ア ５年 ｢凜ちゃんの願い｣

防災ダックゲームを通して、災害や日常

東日本大震災での「おじいちゃんの

の危険から身を守るための初期行動を理

死」をきっかけに変化する主人公の気

解することができた。

持ちを感じとることで、命の重みや尊
さを考えることができた。

③生活単元
イ ２年「ぼくは クイール」

ア そよかぜ学級 ｢地震・津波から大切な

主人公クイールと人々の関わりから、
生きる喜びや命のすばらしさを児童に

命を守ろう｣～いつでも・どこでも～
視覚支援となる資料を多く使い、地

伝えることができた。

震・津波から、大切な命を守るための方
法を知ることができた。

②学級活動
ア

４年

｢家庭や地域でどのような行

イ あおぞら学級「じしんがおきたら」

動をしていけばよいか｣

実際の場所へ行って初期行動の仕方を

学校防災アドバイザーの今井先生の

確認したことで、児童の初期行動への理

指導により、日頃のあいさつによる人

解を高めることができた。

間関係づくりが、命を守ることにつな
がることに気づくことができた。
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(3) 地域と連携した取り組み

③ 地域懇談会

① 地域との合同防災訓練

ア 日時

平成 25 年７月 23 日（火）

ア 日時 平成 25 年 10 月 27 日（日）

イ 場所

南白亀ふれあいセンター

イ 内容

ウ 対象

地域住民、保護者、教職員

○ 白子町役場・南白亀地区消防団・南白

エ 内容

亀地区住民との合同防災訓練。

○ 東日本大震災の体験談

○ 休み時間で、児童・職員が様々な場所に
いる中での地震発生・初期行動訓練。

宮城県山元町中浜小元校長

井上 剛さん

高砂市民センター元館長

浅見健一さん

○ 校庭に第１次避難完了後に防災無線で

実際に大震災を体験された校長先生のお

大津波警報発令を聞いて、学校の屋上に

話は、避難時の決断や児童と一晩屋上で夜

第２次避難。その場で児童・職員は、ラ

を明かした話など、私たちにたくさんの示

イフジャケットを素早く着用。

唆を与えていただいた。また、被災者が押
し寄せ避難所となった市民センターの館長
のお話は、避難所運営の苦労や自助・共助
の大切さを再認識することができた。

② 防災体験活動
避難訓練後、保護者や地域からの一般

○ 座談会

参加者も加わり、防災体験活動を行った。
ア ハイゼックス炊き出し体験（４、６年）

（地域代表、保護者代表、教職員代表９名）
事前に行ったアンケート「自宅で、地域

イ 消火器体験（２、５年）

で『特に力を入れている地震・津波対策』

ウ 起震車体験、煙体験ハウス（全学年）

や『心配なこと』」などをもとに、現状での

エ 包帯法講習（６年）

心配事や地震・津波対策の進捗状況を報告
し合った。
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(4) 公開研究会、記念講演

・避難所運営の

平成 25 年 11 月 29 日(金)

手伝い

① 公開授業

・全国の学生に

３年 道徳 今を精いっぱい生きる

学習支援の声がけ

はるかのひまわり

○ 被災地の子どもたち
６ 成果と今後の課題
○

今年度実施したさまざまな防災活動によ

り、児童の防災意識が高まった。また、有事
に対する備えが大切なことがわかり、いろい
５年 学級活動 命を守る!

ろな場面に応じた行動の仕方も学年に応じ

その時あなたはどうしますか?

て身につけることができた。
○

授業実践を行う中で、「命を大切にする

防災教育」について考えたことにより、かけ
がえのない自他の命を大切にしようとする
心情が高まってきた。
○ 町合同防災訓練や地域懇談会に保護者
６年 道徳 かけがえのない命

や地域の方々にも積極的に参加していた

津波からにげる、水くみの少年

だいたことで、地域の防災意識が高まり、地
域と共に歩む学校の役割を果たすことがで
きた。
●

防災を考えた場合、さまざまな場面を想

定し、避難や備えについて考えなければな
らない。災害は、いつ、どこで発生するかは
○ 学校防災アドバイザー今井先生による

わからないので、すべての場面を網羅する

指導・助言

ことは難しい。それ故、児童には、応用力や

② 記念講演

実践力を身に付けさせていく必要がある。

演題「被災地の子どもたちに寄り添って」

今年度行ってきた基本的なことをしっかりと

講師 仙台大学副学長

阿部 芳吉氏

身につけ、さまざまな場面にも対応できる判

阪神淡路大震災

断力に結びつくように来年度以降も「命の

○

から学ぶ

大切さを考える」教育を継続して実施してい

・授業時数の確保

きたい。

・子どもへのケア

● 町合同防災訓練を今後どのような形で実
施していくのか考えていく必要がある。引き

○ 宮城教育大学にて

続き、学校と地域が取り組んでいける防災

・仙台市教育委員会と宮城教育大との

体制を構築していかなくてはならない。

連携協定
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