厚紙を使って
﹁共振現象﹂を体験

授業の中に
取り入れる防災教育
メカニズムから
災害対策を学ぶ
︻教科︼
理科︑
総合的な学習の時間

仕組みを知ったりする意味で︑

り︑災害復旧に関わる社会の

す︒自然災害の知識を深めた

内容について調べたりしま

イフラインに携わる人の仕事

の時間に水道や電気などのラ

地層について学んだり︑社会

例えば︑理科の時間に火山や

点は取り入れられています︒

各教科の中でも︑防災の視

る必要があります︒

もたちに防災意識を根付かせ

切な対応ができるよう︑子ど

な時でも︑自分で判断して適

起こるか分かりません︒どん

地震などは︑いつ︑どこで

ス﹂という特性があります︒

価したりする﹁正常性バイア

い情報を無視したり︑過小評

人は︑自分にとって都合の悪

と感じている人はいませんか︒

まり起こらないから大丈夫﹂

住んでいる地域は︑災害があ

思い浮かべますか︒
﹁自分が

﹁防災教育﹂というと︑何を

普段の学習の中に
防災教育を

諏訪清二（すわ・せいじ）

防災学習アドバイザー・
コラボレーター

海外や国内の他地域の
災害を調べる

に取り組んでみてください︒

よう︑教科の中で﹁防災教育﹂

中で防災の視点を意識できる

子どもたちが普段の学習の

﹁防災の学び﹂と言えます︒

年に数回の避難訓練のみでは︑子どもたちに
なかなか防災への意識は根付きません︒

災害を
題材に学ぶ
災害の文学を読む
︻教科︼
国語
災害が描かれている作品を読み︑火
山噴火や飢饉︑火災への人々の畏れ
を知る︒

決められた予算で
﹁非常持ち出し袋﹂
を作る
︻教科︼
算数・数学
商品と価格が書かれたリストを渡し︑
決められた予算で非常持ち出し袋を
つくるシミュレーションをする︒四
則演算の練習をしながら︑防災時に
必要なものについて考えられる︒

災害に関するデータを
グラフにまとめる
︻教科︼
算数・数学
被災地の統計データを使って︑グラ
フや表をつくる︒

災害体験者の
文章を読む
︻教科︼
国語
阪神・淡路大震災や東日本大震災を
体験した当時同世代の子どもが書い
た災害の作文・詩・川柳などを読む︒

他の地域で起こった災害について調
べたり︑被災地の学校に手紙を送っ
たりする︒海外事例を知ることで英
語の学習にもなる︒

︻教科︼
社会科︑
英語

各教科や総合的な学習の時間に実施できる
防災教育の手法をご紹介します︒

衣食住から
学ぶ
部屋の見取り図を描いて
危険度チェックをする
︻教科︼
家庭科︑
図画工作︑
総合的な学習の時間
自室の見取り図を書いて︑災害時に
危険な箇所とその対応策を考え︑グ
ループで発表する︒
↓詳細は
へ

調理実習で
炊き出しを体験する
︻教科︼
家庭科︑
総合的な学習の時間

ゴミ袋︑ラップフィルム︑新聞紙な
ど身近にあるものを使って︑災害発
生時︑応急対策として使える防災グ
ッズを考え︑実際に作ってみる︒
↓詳細は
〜 へ

︻教科︼
社会科︑
家庭科

身近なものを使って
防災グッズを作る

栄養バランスなど避難所での食事の
問題点を考え︑そして︑改善する提
案をする︒
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ペットボトルで
液状化実験
種類の異なる長さの厚めの紙を二
つ折りにして︑板に止める︒板を素
早く揺すると短い紙が揺れ︑ゆった
りと揺すると長い紙が揺れる︒振動
周期によって︑揺れる建物の高さが
異なることを理解できる︒

紙パックを使って
建物の耐震化を学ぶ
︻教科︼
家庭科︑
図画工作︑
総合的な学習の時間
住居に見立てた紙パックで︑地震に
強くするための補強方法を考える︒
↓詳細は
へ

避難経路を
ランニングする
︻教科︼
体育︑
特別活動
災害時︑適切に避難できるよう︑避
難コースを想定して︑そのコースに
沿ってウォーキングやランニングを
する︒津波が想定される地域であれ
ば︑高台に弁当を持って出かけるな
どもよい︒

25

︻教科︼
理科︑
総合的な学習の時間
ペットボトルに砂︑ビー玉を入れ︑
水をいっぱいまで入れて空気が入ら
ないようふたをする︒一度上下を逆
さまにして元に戻し︑砂が沈殿し︑
ビー玉が砂に埋まった状態にする︒
砂とビー玉が沈殿した状態から底面
を指で軽く叩くと︑ビー玉が砂の表
面まで上がってくる︒地震によって
マンホールが浮き上がってくるなど︑
地面が液状化し︑地中のものが地表
に浮かんでくる様子を観察できる︒

地域から学ぶ
学校周辺の
地図をつくる
︻教科︼
社会科︑
総合的な学習の時間
学校の周りの様子を観察し︑危険な
場所︑安全な場所を話し合いながら︑
手作りの防災マップを制作する︒楽
しい場所や面白い場所も書き込むと︑
子どもたちの学習意欲を引き出せる︒

身体を
使って学ぶ
リラクセーションの
方法を学ぶ
︻教科︼
体育

被災地で歌い継がれる
歌をうたう
︻教科︼
音楽
被災地で生まれ︑歌い継がれている
歌をうたう︒リズムを取るなど︑身
体を使うことでリラクセーションに
もなる︒
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3

リラクセーションや呼吸法など︑身
体をうまく使うセルフケアの方法を
学ぶ︒
↓詳細は
〜 へ
39

地域の災害の歴史を
調べる

P
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︻教科︼
社会科︑
総合的な学習の時間
地域で過去に起こった災害を調べた
り︑昔から住んでいる人に話を聞い
たりする︒調べたことを元に︑新聞
や絵本︑紙芝居などを作り︑授業参
観で保護者や地域住民に発表したり︑
地域の幼稚園などで紙芝居の実演を
したりすると効果的︒

害を
の災
去
過
う!
知ろ

紙パックの底面と
上部を切り落として、
厚さ2〜3㎝の輪切りにする

紙パックを用いて
建物の耐震化を学ぶ

耐震壁
筋交い

方眼紙に自室の見取り図を描く

用意するもの
ねらい

紙パック
︵500 ㎖か1L ︶ 住居に見立てた紙パックで︑
ハサミ︑
セロハンテープ︑
地震に強くするための
ホッチキス
補強方法を考える︒

自宅の安全は
どう守られている

日のうち最も長く過ごす

最も長くいる
場所を安全に

の人に聞いてみてください︒

ていますか︒帰ったらおうち

みなさんの家は耐震化され

もたくさんあります︒

技法として使われているもの

には︑実際の建物の耐震化の

なさんが考えたアイデアの中

アが出てくると思います︒み

みてください︒色々なアイデ

建物を補強する方法を考えて

りの紙パックを自由に使って︑

揺れを小さくするために︑残

大きく揺れてしまいますね︒

何も対策をしていないと︑

しょう︒

物の耐震化の方法を勉強しま

飲み物の紙パックを使って建

小限に抑えることができます︒

耐震化されていれば被害を最

地震が起こっても︑建物が

?

のはどこでしょうか︒人の睡
眠時間は︑一般に 日のうち
の 分の くらいを占めると

1

補強方法の例

地震対策の例

ねらい

時間を自分の部屋︑寝室で

言われています︒少なくとも︑

1

※グループで取り組むのも効果的

過ごしているのです︒一番長
く過ごす場所が安全でなかっ
たら︑安心して暮らせません
ね︒自分の部屋の見取り図を
描いて︑自室が安全かどうか
考えましょう︒
危険なところがあれば︑安
全にするための対策や工夫を
考 え て み ま しょう︒
﹁落 ち て
き て 危 な い﹂
﹁倒 れ て き て 危
な い﹂
﹁割 れ て 危 な い﹂の

つの危険ポイントを意識して
取り組むと︑よい方法が浮か
びますよ︒

方眼紙
自分でできる防災対策を考え︑
︵※方眼がなくてもOK ︶ 家庭での防災意識を育む

用意するもの

3

危険がなくなるように対策を考え、発表する

柱を太くして
1階から2階まで
1本の柱にする

部屋の見取り図を描いて
危険度チェックをする

1

3

8

輪切りにした
紙パックを重ねて貼り、
住居に見立て、机上で横に揺すってみる
揺れを小さくするための
補強方法を考え、発表してもらう
※二人組やグループでお互いの部屋の
危険なところや対策を指摘するのも効果的

地震が起こった時に
危険と思われるところを
できる限りたくさん挙げる

面を塞ぐ
斜めに柱をつける
角を補強する
ガラスが
割れて飛び散るのを防ぐ
突っ張り棒、突っ張り板、
挟み込み、粘着マットなど

建物の下に
クッションを入れる
寝るところに家具が
倒れてこないように、
倒れても扉を塞がない

火打ち
ガラス飛散防止
フィルムを貼る
家具を固定する

通し柱

上の方は
軽いものを置き、
落下の危険を低減

免震構造
棚の上部に
重いものを置かない
家具の配置を変える

お皿やコップがない時にどうする?
紙パックやペットボトルで
お皿をつくる

紙パックで
スプーンをつくる

身の回りにあるものを
災害時に役立てよう

避難所で
ケガをした人が
いたらどうする?
ゴミ袋で
ポンチョをつくる

骨折時の固定に新聞紙と
ラップフィルムを使う

上部を切った後、
縦に切ると長方形の皿に

紙とビニール袋で
食器をつくる

避難所、
避難場所が
寒い時、
どうする?

紙パックを切り分け、
点線に沿って切り取る

ペットボトルで
コップをつくる

骨折時の固定に新聞紙と
ラップフィルムを使う

ゴミ袋にくしゃくしゃに
丸めた新聞紙を入れて
足を入れる

段ボールを
床に敷く

靴下の上に新聞紙を巻きつけ、
さらに靴下を重ね履きする

発泡スチロールなども
断熱効果がある

災害が起こった時︑まずは

自身が生き延びることが最も

重要です︒その後︑被災後の

混乱や避難所での生活を乗り

切るためには︑必要な情報を

集め︑課題解決の方法を様々

な視点で考えられる発想力や

被災後︑避難所などで過ご

想像力が必要です︒

す際︑防災用品が手元にある

とは限りません︒助けが来た

り︑支援物資が届いたりする

まで︑身の回りにあるものを

使って過ごしていかなければ

なりません︒

被災時にどんな状況になる

ことが考えられるかを想定し

た上で︑身の回りにあるもの

を使ってどんなことができる

か考える取り組みは︑子ども

たちの課題把握・解決力を育

みます︒

状況設定とその時に使える

ものを記したカードを子ども

たちに渡して︑解決策を自由

に考えさせ︑発表したり︑実

演したりしてもらうなどもよ

いでしょう︒考えたアイデア

の数や実用性に応じたポイン

トを付けて︑点数をグループ

ごとに競うなどすると︑ゲー

被災後を想像して
解決策を探ろう

段ボールとゴミ袋で
簡易水タンクをつくる

組み立てたダンボール箱に、
大きめのビニール袋をかぶせて水を入れる

袋の口を軽く閉じると
より暖かい

ラップフィルムは気密性が高く、
患部が保護できる

ム感覚で取り組めます︒

食器にラップフィルムを
被せて使う

新聞紙と靴下を
重ねて履く

丸いペットボトルの上部を切り取り、
切り口を滑らかにする

水が十分に使えない時どうする?
食器にラップフィルムを
被せて使う

上から
ラップフィルムを巻くと
より保温、断熱効果が

ゴミ袋の底と左右に
穴をあけてかぶる。
防寒・防水具になる

水で洗って、
ラップフィルムを巻きつける

三角形に折ってコップ型にした
紙に袋をかぶせて下を結ぶ

新聞紙を
身体に巻きつける

防災の視点を授業の中に
いかに取り入れるかがカギ
﹁防災教育と言っても何から始めれば良いか︑
分からない﹂
︒
こんな思いを持つ人も多いかもしれません︒
普段の教育活動の中に

基礎的な知識は必要ですが︑災

が多いと思います︒もちろん︑

もできない﹂と考えてしまう人

と捉え︑
﹁素人の自分にはとて

防災の知識と技術を教えること

﹁防災教育﹂と聞くと︑災害や

きるように中に毛布を入れてお

災害時には防寒具として利用で

を聞きました︒普段は座布団︑

稚園に届けた︑という取り組み

業で防災頭巾を作り︑地域の幼

が重要です︒高校の家庭科の授

アイデアを生かした授業づくり

ことで防災学習になります︒例

ちょっとしたアレンジを加える

う視点を持てば︑普段の授業に︑

題材にして︑各教科を学ぶとい

効果的でしょう︒災害や防災を

で防災を学ぶ機会があるとより

います︒同じ時期に複数の教科

は各教科の中にちりばめられて

持てなかった子どもが︑音楽の

で防災について学んでも興味を

も嫌いな教科もあります︒理科

子どもたちには︑好きな教科

レッチと防災がつながります︒

だけで︑何気なくしているスト

も役立つ﹂と︑一言付け加える

動不足の解消やストレス軽減に

防災教育をどう位置づければよいか︑
諏訪清二さんに伺いました︒

害時に大切なのは︑知識や技術

く︑というアイデアは生徒から

は大事だ﹂と気づくかもしれま

らえたらと願っています︒

にできることから取り入れても

ます︒色々な事例を見て︑自分

教育実践の蓄積がたくさんあり

震災などを経て︑いまは︑防災

阪神・淡路大震災や東日本大

意できるのです︒

に気づくチャンスをより多く用

子どもたちが防災学習の楽しさ

教育活動の時間でも扱うことで︑

総合的な学習の時間でも︑特別

せん︒
﹁防災教育﹂を各教科でも︑

時に︑
﹁この動きは被災地での運

を実際に使えることです︒どん

学習指導要領では︑防災教育

授業で防災と出会ったら﹁防災

神戸学院大学現代社会学部非常
勤講師。兵庫県立大学大学院減
災復興政策研究科特任教授。20
02年設立の兵庫県立舞子高等学
校で「環境防災科」の科長を12
年間務めた後、同県立松陽高等
学校に転任。17年より現職。

えば︑体育でストレッチをする

諏訪清二（すわ・せいじ）

出たものだったそうです︒

防災学習アドバイザー・
コラボレーター

な状況でも︑情報を集め︑自ら
考え︑判断し︑行動できる︒私
が考える防災教育は︑そうした
力を育む教育です︒
この考え方に立てば︑専門的
な知識がなくても︑特別に時間
を取らなくても︑防災教育はで
きると気が付くはずです︒与え
られた課題に対して︑自分たち
なりに解決策を導き︑それを行
動に移したり︑発表したりする
プロセスそのものが︑防災教育
になるからです︒
そのためには︑子どもたちの

小学校で防災授業をする諏訪清二さん。地域に起こ
りやすい災害は何か問いかけている（上）
。地域の
地図を見ながら話し合う子どもたちにアドバイスを
する（下）
。

