
２ 防災（安全）に関係する「地域に根差した学び（地元学）」の土台づくりの一試み 

（１）岩出山の「歴史編」「現代編」（２８年度版）の作成 

地域の方々から協力をいただきながら，岩出山地域の「歴史編」，「現代編」を作成し，防災教

育を進めるに当たり，郷土を学ぼうとする大人を増やすことを目的に取り組んでいる。今年度は，

２年目の作成の中で，新たに得た情報をこれまでのものに付け足し，更に詳しいものにつくり上

げているところである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上の写真は，昭和２２年カスリーン台風，２３年アイオン台風時を実際に目の当たりにした地

域の方に，そのときの絵を描いていただいているところである。このときに江合川の堤防が切れ，

家の中がどのような状態になったのか，川の様子はどうだったのかをとても詳しく絵に表してい

ただいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）「岩出山小防災（安全）だより」を発行し保護者，地域への啓発を図る 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 終わりに 

岩出山の過去の災害について，地域の方からお話を伺う中で，必ず聞かせていただく言葉は， 

① 常に水害に備え，避難場所を家族で話し合っていたこと 

② 常に危機的な自然現象を予知する力があったこと（雲の様子，風力・風向，水の増水等から） 

③ 遊びの中で年上の人達が「危険なこと」を教えてくれたこと 

④ 水害から生活を守るために常に知恵を働かせていたこと 

⑤ 水からの恩恵が大きいこと 

  学校・地域防災（安全）委員会が充実してきている今こそ，「地域に根差した学び（地元学）」

を活用するための受援力をもち，何か一つでも広められるような工夫を講じていきたい。 

 

 

 

【地域の方のお話より】 
当時は，洪水になりそうだというときには，地域の人たちみんなで堤防まで様子を見に行き，そのとき，堤防の３０センチ

前のところまで水がきたこともありました。そのときの濁流に，川沿いの樹木が流されてきました。川渡，池月地区にある，材

木製作所の木材がたくさん流されてきたし，牛や馬などの家畜も古川の方へと流されていったのを目にしました。牛は首

だけ出して，「モー，モー」と泣き叫びながらどんどん流されていきました。【・・・略】

水害で湿地になった土地は，生命力の強い桑を育てるのに適していたらしく，桑園を経営し国策であった製糸工業

の発展にもつながりました。（明治４３年の水害では，桑園が流されたそうです。）現在の有備館公園や駐車場は製糸

工場の跡です。さらに，内川には発電所がつくられ，岩出山地区は電気にも不自由しませんでした。

岩出山の絹糸が評価されていたこと，特産品として凍り豆腐やサケなどがつくられていたのも，すべて江合川の水か

ら受ける恩恵です。【・・・略】

 
 
 
 
 

文屋文夫さんから内川のことを教えていただきました【岩出山小防災（安全）だより】 

４年生では，総合的な学習で内川について調べる学習がありますが，今年も学校・地域防災（安

全）委員会の副委員長でもあり，内川保全

隊の一員でもある文屋文夫さんをゲスト

ティーチャーにお招きし，内川について詳

しく教えていただきました。文屋さんが提

示してくださった昔の内川の写真を見て

子供たちは，内川が地域の人々からとても

大切にされてきたことを感じ取ることが

できました。 

  

 

 

震災から５年，未来へつなぐ防災教育を考える

校種別分科会 

 

小学校部会 
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時間 １４：０５～１５：３５ 

 

 

 





Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

   玉浦地区は岩沼市東部に位置し，面積は岩沼市全体の約半分を占める。東日本大震災では全

地域津波により浸水した。特に海岸近くの地域で被災した家庭の児童は，震災後，仮設や借り

上げ住宅，市外などに住んでいたが，昨年度までに玉浦西地区や学校周辺（恵み野地区）に，

ほぼ転居が完了した。産業の復興も進み，学校周辺は震災前の姿を取り戻しつつある。 

      学校教育に協力的な地域であり，震災による津波の被災地域ということもあり，保護者や地

域の防災意識は高い。そこで，ＰＴＡや地域と防災訓練を行うなど，連携を図ってきた。 

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況 

  ＰＴＡとの情報交換を密に行うと共に，地区再編により自主防災組織がない地区も含め，各

町内会長・区長等防災の窓口になる方と連携を図るようにした。また，既存の組織を活用した

「地域学校安全委員会」を平成２７年度より開催し，地域連携の取組を充実させるようにした。 

（２）組織運営状況 

   ＜地域連携に向けた校内の組織＞防災教育部会。地域連携について地域や教職員双方に提案

する内容を話合い，地域連携の取組について共通理解を図る。毎月開催。 

 ＜地域連携を図る＞地域学校安全委員会。避難所開設や運営方法，防災備蓄品の状況や防災

教育についての学校への要望等を話合い，地域連携に向けて協力体制を深める。年２回開催。 
   ＜地域連携を市域の取組に＞岩沼市学校防災教育推進委員会。市内各小中学校が共通で実施

する内容に「地域との連携強化」を取り入れ，各校での取組や成果と課題について情報交換す

る。また，東北大学災害科学国際研究所助手 保田真理氏に指導助言をいただく。年３回開催。 
（３）地域連携の取組  ※①～⑥は平成２７・２８年度実施，⑦⑧は平成２８年度実施  

① 「千年希望の丘植樹祭」にＰＴＡが中学校や地域に呼びかけ参加。 
② 保護者や地域の協力による「引き渡し訓練」の実施。 
③ ＰＴＡと連携し公民館で開催した「親子防災教室」「防災クイズ」の実施。 
④ 地域と合同の「津波を想定した避難訓練」「岩沼市総合防災訓練」を実施し，避難経路や避

難所開設の手順，防災備蓄品の使用方法についての確認を行う。 
⑤ 兵庫教育大学教授冨永良喜氏を講師に「心のケア研修会」を実施。 
⑥ 東北大学災害科学国際研究所保田真理氏を講師に，地域等に向け防災教育講演会「地域防災

と学校の役割」を実施。 
⑦ 児童会・ＰＴＡ・地域，三者の協力による「熊本支援」の実施。 
⑧ 子供会育成会が主催し，学校が協力して「防災キャンプ」を実施。 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

   集団移転の完了により地域の防災組織が作られつつある。今後小中が協力して地域連携を進

めることで組織づくりを強化し，継続していくようにすることが課題である。 

みやぎ防災教育推進協力校 

岩沼市立玉浦小学校 

 【協力校２年目（平成２７年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

① 本校で設定している毎月１５日前後の「防災・安全の日」の業前（１５分間）に，防災教育副

読本を活用した防災の授業を行う。２学期と３学期は，防災・安全の日に加え，防災週間を設

定し，１週間集中して業前に防災の授業を行い，児童の防災意識を更に高めることにつなげる。 
② 総合的な学習の時間に防災教育を３年生から６年生まで，年間１５時間実施している。防災教

育副読本を活用する観点から内容の見直しを図り授業に取り入れる。 
③ １年生，２年生は学級活動の年間指導計画を一部見直し，児童の実態や指導計画の見直しに応

じ，学期毎１回程度防災教育を行う。 
④ 各学年の防災教育年間指導計画をもとに，各教科・領域の関連した内容で副読本を活用する。 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）小学校１年生「地震」小学校２年生「外にいるときに地震が起こったら」 

  （１年生は学校や登下校時，２年生では休日の過ごし方の安全に関連づけて活用)【学級活動】 

    ・学校や校庭などで地震になったときの基本姿勢（ダンゴムシの姿勢）をランドセルを背負 

った状態で行い，その後具体的な避難行動の方法をテレビ画面に拡大して映し，安全な避

難行動について考えさせた。 

（２）小学校３年生「防災マップ・復興マップ」小学校４年生「まちの防災施設・標識」 

  （避難訓練と関連させて活用）【総合的な学習の時間】   

・「おちてこない・たおれてこない・いどうしてこない」をキーワードに話合いを行い，３年

生は防災マップ４年生は防災新聞に危険箇所や安全な避難行動の取り方をまとめさせた。    

（３）小学校５年生「ハザードマップの活用」小学校６年生「私たちにできること」 

（東日本大震災の復興や復旧について総合的な学習の時間の防災の内容に関連づけて活用）【総

合的な学習の時間】 

・災害からの復興や復旧と次の災害への備えを，地域探検や地域人材，姉妹都市との防災交流

を活用した授業を行うことで改めて自分たちの地域に目を向け考えさせるようにした。 

（４）全校での指導 

   ・『防災マイスター制度』を設定し，学習内容を振り返る「防災検定」を実施。今年度は児童

に「防災マイスターバッジ」を渡す予定。発達段階に応じた知識を積み重ね，身の回りの危

険について関心をもって理解できるようにした。 

３ 児童の防災意識の変容等 

  防災学習の振り返りや避難訓練のアンケートをその都度行っているが，自己評価や記入内容か

ら自分の命を守るための防災学習・訓練という意識が高まっていることが分かる。また，訓練の

際の専門家の指導では，参加態度に自助の意識が表れ，普段の防災意識が避難行動等態度面にも

表れていると評価されている。今後も津波被災校であることから児童の「心のケア」に配慮しな

がら，防災教育を進めていきたい。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  小中学校共に副読本の本格活用が始まり，小中学校が共同で９年間の見通しをもって副読本を

活用した防災教育にあたることがより必要であると考える。そこで，防災教育計画を作成し小中

合同で地域連携の組織づくりを行い，防災教育にあたるようにしたい。 
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Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

本校は，平成２５年３月，学校再編により岩ケ崎小学校，栗駒小学校，鳥矢崎小学校の３校が閉

校し，同年４月，岩ケ崎小学校校舎を利用して新たに「栗原市立栗駒小学校」となった。そのため

学区が広く，栗駒山麓の南北５キロメートル，東西約２０数キロメートルを占めている。学区内の

行政区は２４地区にも及ぶ。栗原市の総合防災訓練では，地区ごとに避難訓練を行っている。 

 

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況  

１ ジオパーク推進室 ジオパーク学習の推進 

２ ＰＴＡ 緊急時児童引き渡し方法の周知 

学校独自の緊急メール加入促進と受信の確認 

３ 栗駒総合支所の防災担当者 8/30豪雨時の避難場所の確認，水害時の避難方法確認 

※ジオパーク学習：大地や自然を生かした産業，歴史・文化を学ぶ学習  

 

（２）地域連携の取組 

 時期 学

年 

活動名 ○目標 

＜連携したところ＞ 

１ 7/14 ４

年 

「栗駒の豊かな水

源を調べよう」 
【社会・防災】 

 

○ダムの見学を通して，ダムは水源の確保・維持を行っており，

洪水を防ぐ役割もあることを知る。 
○浄水場の見学を行い，浄水場の役割を知る。 
＜ジオパーク推進室，宮城県栗原地方ダム総合事務所＞ 

２ 9/16 ３

年 

「栗駒耕英地区で

岩魚養殖につい

て学ぼう」 
【総合・防災】 

○素材を生かした食品を作る体験を通し，先人の知恵や食品への

関心を高め，「栗駒の食べ物」や農業，食生活について考える。             

○岩手・宮城内陸地震から復興する地域について学ぶ。 
＜ジオパーク推進室，栗駒耕英区長，栗駒耕英地区方々＞        

３ 9/28 ６

年 
「栗原の大地のつ

くりを学ぼう！」 
【理科・防災】 

○自然災害と関連付けながら，土地が変化した様子を観察する。                

○岩手・宮城内陸地震から復興する地域について学ぶ。 
＜ジオパーク推進室＞  

４ 10/14 ５

年 
「迫川で川のはた

らきを学ぼう」 
【理科・防災】 

 

○川のはたらきには，侵食・運搬・堆積があることを知り，上流・

中流・下流の石の大きさが違うことを知る。                                                            

○洪水について学び，災害を防ぐ工夫について知る。 

＜ジオパーク推進室＞ 

 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

（１）ＰＴＡや栗駒総合支所の防災担当の方との連携のもと，緊急時に避難所へ移動してからの保護

者への児童引き渡し訓練を計画し，実施すること。 

（２）栗原市の危機対策課に指導をいただいたり，学校の近隣区長さんから協力いただいたりするこ

とを通して，連携を深めていくこと。 

 

みやぎ防災教育推進協力校 

栗原市立栗駒小学校 

 【協力校２年目（平成２７年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

  月１回，火曜日１時間目に防災タイムを設定し実践した。火曜日１時間目は，防災タイムの他に，

講話朝会や生活朝会，音楽朝会などの集会の時間として設定している。時数としてカウントしない。

今年度から午前５時間制を導入したため，時数カウントなしでも可能となった。 
 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  
月 単元 防災副読本を活用した実践 指導の工夫・児童の感想 

５

月 

「地震を知ろう」 

第２回防災タイム 

 

低学年「地震」「ぼくと地震」 

中学年「地震による被害」 

「大地震を経験して」 

高学年「地震のしくみ」 

＜日本赤十字社のＤＶＤ視聴＞ 

地震が起こる仕組みや，避難方法について考

えさせた。 

【児童の感想】 

 自然災害だから減ることは無いと思うけれ

ど，自分の身を守ることを一番に考えて行動し

たいと思いました。 

６ 

月 

「天気の急変から

身 を 守 る た め

に」 

第３回防災タイム 

 

１年「空の様子がかわったら」 

２年「黒い雲が近づいてきたら」 

３年「台風などによる被害」 

４年「台風などから 

身を守るために」 

５年「宮城県の気象災害」 

６年「風水害の危険と 

備えについて」 

＜気象庁のＤＶＤ視聴＞ 

発達した積乱雲がもたらす「大雨」「雷」「竜

巻」等の激しい現象について知らせ，それらが

引き起こす災害から身を守る方法について考

えさせた。 

【児童の感想】 

 去年あった大雨で浸水し，実際に近所で被害

にあったことを思い出しました。 

７

月 

「津波からにげ

る」 

第４回防災タイム 

 

１年「津波」 

２年「海の近くにいるときに 

地震が起こったら」 

３年「津波を知る」 

４年「津波から身を守るために」

５年「津波の特徴」 

６年「津波の歴史」 

＜気象庁のＤＶＤ視聴＞ 

津波が起こる仕組みや被害，逃げて助かった

事例について考えさせた。 

【児童の感想】 

 外国の大きな地震でも，日本で津波に注意が

必要だということに驚きました。 

９

月 

「火山災害」 

第６回防災タイム 

 

５年「火山の歴史」 

６年 防災ジオ読本 

「火山災害」 

 

 

 

 

 

 

＜日本赤十字社のＤＶＤ視聴＞ 

火山の現況と火山災害から身を守る方法に

ついて考えさせた。 

防災ジオ読本の「栗駒山火山活動の監視」部

分を紹介し，栗駒山も火山の一つで，気象庁は

安全を確保するため努力していることを伝え

た。 

【児童の感想】 

栗駒山も２４時間体制で監視されているこ

とを知り，安心しました。  

※防災ジオ読本：高学年理科や総合的な学習の時間等に活用できるように栗原市で作成した副読本 

３ 児童生徒の防災意識の変容等 

  児童は，東日本大震災と岩手・宮城内陸地震での被害を中心に学習し，地震から身を守る方法や

災害から復興してきた方々の努力について学ぶことができた。風水害，火山噴火という栗駒地区で

起こりうる災害について，副読本に加えて各機関作成のＤＶＤ等を活用して学習したことで，身を

守ろうとする意識が高まった。また，募金活動や応援メッセージを作成する活動を通して，困って

いる人を助けようとする思いやりの心も育ってきている。  

 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

（１）みやぎ防災教育副読本・防災ジオ読本・ジオパーク学習を１枚のシートにまとめた「栗駒小学

校の防災教育計画一覧」に基づき実践を重ねながら，防災についての学びを深めること。 

 

26



Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

  月１回，火曜日１時間目に防災タイムを設定し実践した。火曜日１時間目は，防災タイムの他に，

講話朝会や生活朝会，音楽朝会などの集会の時間として設定している。時数としてカウントしない。

今年度から午前５時間制を導入したため，時数カウントなしでも可能となった。 
 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  
月 単元 防災副読本を活用した実践 指導の工夫・児童の感想 

５

月 

「地震を知ろう」 

第２回防災タイム 

 

低学年「地震」「ぼくと地震」 

中学年「地震による被害」 

「大地震を経験して」 

高学年「地震のしくみ」 

＜日本赤十字社のＤＶＤ視聴＞ 

地震が起こる仕組みや，避難方法について考

えさせた。 

【児童の感想】 

 自然災害だから減ることは無いと思うけれ

ど，自分の身を守ることを一番に考えて行動し

たいと思いました。 

６ 

月 

「天気の急変から

身 を 守 る た め

に」 

第３回防災タイム 

 

１年「空の様子がかわったら」 

２年「黒い雲が近づいてきたら」 

３年「台風などによる被害」 

４年「台風などから 

身を守るために」 

５年「宮城県の気象災害」 

６年「風水害の危険と 

備えについて」 

＜気象庁のＤＶＤ視聴＞ 

発達した積乱雲がもたらす「大雨」「雷」「竜

巻」等の激しい現象について知らせ，それらが

引き起こす災害から身を守る方法について考

えさせた。 

【児童の感想】 

 去年あった大雨で浸水し，実際に近所で被害

にあったことを思い出しました。 

７

月 

「津波からにげ

る」 

第４回防災タイム 

 

１年「津波」 

２年「海の近くにいるときに 

地震が起こったら」 

３年「津波を知る」 

４年「津波から身を守るために」

５年「津波の特徴」 

６年「津波の歴史」 

＜気象庁のＤＶＤ視聴＞ 

津波が起こる仕組みや被害，逃げて助かった

事例について考えさせた。 

【児童の感想】 

 外国の大きな地震でも，日本で津波に注意が

必要だということに驚きました。 

９

月 

「火山災害」 

第６回防災タイム 

 

５年「火山の歴史」 

６年 防災ジオ読本 

「火山災害」 

 

 

 

 

 

 

＜日本赤十字社のＤＶＤ視聴＞ 

火山の現況と火山災害から身を守る方法に

ついて考えさせた。 

防災ジオ読本の「栗駒山火山活動の監視」部

分を紹介し，栗駒山も火山の一つで，気象庁は

安全を確保するため努力していることを伝え

た。 

【児童の感想】 

栗駒山も２４時間体制で監視されているこ

とを知り，安心しました。  

※防災ジオ読本：高学年理科や総合的な学習の時間等に活用できるように栗原市で作成した副読本 

３ 児童生徒の防災意識の変容等 

  児童は，東日本大震災と岩手・宮城内陸地震での被害を中心に学習し，地震から身を守る方法や

災害から復興してきた方々の努力について学ぶことができた。風水害，火山噴火という栗駒地区で

起こりうる災害について，副読本に加えて各機関作成のＤＶＤ等を活用して学習したことで，身を

守ろうとする意識が高まった。また，募金活動や応援メッセージを作成する活動を通して，困って

いる人を助けようとする思いやりの心も育ってきている。  
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Ⅰ 地域との連携による取組 ～よりよいまちづくりを目指す組織～ 

１ 地域の実態 

片平地区は，仙台市中心部に位置する市街地や広瀬川，青葉山などの自然に接する，都市の利便

性と豊かな自然環境が共存する地域である。近年は人口・世帯数ともに増加傾向にあり，特に 20

代前半の学生が多く住むまちである。また昨年，災害復興公営住宅も 2箇所完成し，高齢者や一人

暮らしも比較的多くなっている。 

  平成 22 年に，連合町内会を母体とする「片平地区まちづくり会」が発足し，全体会，運営委員

会のもと，テーマに応じて話し合いを行いプロジェクトの実践にあたっている。地区防災計画の取

り組みは，「地域防災体制の強化プロジェクト」「共助体制構築プロジェクト」を推進している。具

体的には，一時避難所の設定，合同防災訓練の実施，マンション防災研究会の開催，ウェルカム片

平の作成・展開，災害に強いまちづくり委員会による避難所運営マニュアルの見直し，防災マップ

の作成などを行っている。このように，地域の組織がしっかり作られ，まち作りに対しての意識が

高く，地域コミュニティの活性化が図られており，その中に学校も位置付けられている。 

２ 人のつながりを育む地域の取り組み 

 ①「合同防災訓練」 

  昨年度から東北大学評定河原グラウンドで合同防災訓練を行っ 

ている。町内会が中心となり，消防署の協力を得て消火器訓練や 

「ぐらら体験」など幅広い体験を用意している。市民センターや 

高校生もブースを出し，地域の人々の触れあいの場ともなった。 

小学生も家族と一緒に参加して楽しみながら防災について理解を 

深めることができた。今年度は 10月 30日（土）に実施した。 

②「かたひら四季イベント」 

 ・1年を通して，地域の人たちが集まり，楽しむことができるような行事を工夫している 

 ・子どもたち，保護者ともに地域の行事を楽しみにしながら積極的に参加・協力している 

春 ５月 運動会 学区民運動会 

夏 ８月 夏祭り ５・６年生の出店（射的・型抜きなど） 

秋 １０月 waiwai広場 ブラスバンド・４年生の南中ソーラン 

冬 １月 もちつき大会 自由参加 

  

 

 

 

※ 今年度よりお父さんの活躍の場も作られるなど，様々な世代が集まって積極的に関わること

ができるように工夫している。 

宮城県 

仙台市立片平丁小学校 
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Ⅱ 防災教育の実践 ～地域とのつながりを大切にした学習～ 

１ 防災教育年間指導計画の活用 

   仙台市教育委員会作成の「防災教育年間指導計画」を活用 

  し，計画的な防災・安全教育を実施している。特に，避難訓練 

の事前，事後指導において副読本を活用するよう共通理解を 

図っている。 

 

２ 市民センターと連携した防災ゲームづくり 

   防災カードゲーム BOTA（仙台ひと・まち交流財団製作）の小学生 versionの開発に協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「班対抗で点数を競い合うから，せっかく考えたアイディアが認めてもらえない」など児童から 

意見があがり，協力型ボードゲームとして現在作成中 

 今後は市民センターで行われている会議等に児童が参加し，直接関わる機会を作っていく。 

３ 「地域」を意識した総合学習 

 地域とのつながりを意識した系統性のある総合学習 

 

３学年 私たちの町 片平 

  地域の場所・歴史・人・店の観点からフィールドワークを行い 

片平地区のよさを知る 

４学年 かけがえのないいのち ～ハートフル片平～ 

  福祉の観点からバリアフリー・共に生きるということを考える 

５学年 つながる片平 ～地域の人の思い～ 

  まちなか農園で茶豆を育て，地域の人の思いを知る 

６学年 片平で生きる 

  今年度は他県の小学校との交流を通し，改めて片平地区の 

よさを再確認し，自分がどう関わっていくか考える 

 

 

地域の人と触れあいながら･･･ 対抗戦だとむずかしいな･･･ 

実際ゲームをやってみて

ファシリテーター役の地

域の方，児童の感想や意

見を更なる改善に生かす 

※１，２年生は生活科において町探検などを通して地域の人と関わりを持つようにしている。 

ふれる 

つながる 

28



Ⅱ 防災教育の実践 ～地域とのつながりを大切にした学習～ 

１ 防災教育年間指導計画の活用 

   仙台市教育委員会作成の「防災教育年間指導計画」を活用 

  し，計画的な防災・安全教育を実施している。特に，避難訓練 

の事前，事後指導において副読本を活用するよう共通理解を 

図っている。 

 

２ 市民センターと連携した防災ゲームづくり 

   防災カードゲーム BOTA（仙台ひと・まち交流財団製作）の小学生 versionの開発に協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「班対抗で点数を競い合うから，せっかく考えたアイディアが認めてもらえない」など児童から 

意見があがり，協力型ボードゲームとして現在作成中 

 今後は市民センターで行われている会議等に児童が参加し，直接関わる機会を作っていく。 

３ 「地域」を意識した総合学習 

 地域とのつながりを意識した系統性のある総合学習 

 

３学年 私たちの町 片平 

  地域の場所・歴史・人・店の観点からフィールドワークを行い 

片平地区のよさを知る 

４学年 かけがえのないいのち ～ハートフル片平～ 

  福祉の観点からバリアフリー・共に生きるということを考える 

５学年 つながる片平 ～地域の人の思い～ 

  まちなか農園で茶豆を育て，地域の人の思いを知る 

６学年 片平で生きる 

  今年度は他県の小学校との交流を通し，改めて片平地区の 

よさを再確認し，自分がどう関わっていくか考える 

 

 

地域の人と触れあいながら･･･ 対抗戦だとむずかしいな･･･ 

実際ゲームをやってみて

ファシリテーター役の地

域の方，児童の感想や意

見を更なる改善に生かす 

※１，２年生は生活科において町探検などを通して地域の人と関わりを持つようにしている。 

ふれる 

つながる 

～昨年度の 6年生の実践から～ 

 

小単元「この町を見つめる」 

フィールドワークを行い片平の魅力を探った。地域の歴史から，

防災について様々な視点で自分たちの住む町を見つめ直した。地域

の方からの情報や自分たちで調べたことをもとに「片平物知りパン

フレット」を作成した。 

  調べ学習を行うなかで，児童は地域で真剣にまち作りに関わる 

大人たちの姿に刺激を受け，自分たちも何か出来ることはないかという強い思いが生まれた。 

 

小単元「この町に生きる」 

これから自分たちはどう地域に関わっていきたいかをまと

めた。お世話になった地域の方々を学校に招き「人と人とのつ

ながりを大切にしていくまちづくり」を提案した。 

 

児童の思いを受けた片平地区まちづくり会が，児童の思いを形 

にするため片平地区まちづくり会の部会として「こどもまちづ 

くり隊」を設立する。（別紙参照） 

 

  今年度，中学 1年生となった子どもたちは，月一回集まって，地域の大人たちとまちづくりにつ

いて話し合い，３つのプロジェクトを立ち上げて活動を進めている。 

  「スズメ踊り隊」は 10月に片平市民センターにおいて片平つき雀結成のための体験会を開いた。

たくさんの地域の方が集まり，プロジェクトリーダーの中学生から「地元の文化に親しみ，地域交

流を盛んにしたいという想いから結成しました！いっしょに片平地区を盛り上げていけたらうれ

しいです！」と熱いメッセージを送った。 

   

 

 

 

 

 

 

４ おわりに 

 

 東日本大震災の時，各地域で大きな力になったのは子どもたちの動きである。普段から「顔の分か

る関係」「自分が地域に対してやりたいことがある」そんな小学生、中学生を増やしていくことが真

の防災の力になっていくと考える。片平地区には，子どもたちの想いを形にすることの出来る大人た

ちと組織が存在する。今後も，この恵まれた環境を生かし地域と学校のつながりを大切にした教育活

動を展開し，学年間でこのつながりを継承していけるような仕掛けを考えていきたい。 

 

地域への想い 

想いがかたちに… 

地域で活躍する子どもの姿 
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Ⅰ 地域との連携による取組 

１ 地域の実態 

本校は平成 27年４月、４つの小学校が統合した、児童数 42名、学級数６(うち 知 1情 1)、 教 

職員数 14名の小規模校である。 

  地域は県のほぼ中央、宮古市西部に位置し、小国川と閉伊川の渓谷に沿って点在する農山村地帯
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岩手県 

宮古市立川井小学校 
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Ⅱ 防災教育の実践 

１ 本校における防災教育を構成する主な内容  

  前述の推進委員会の防災に関する事業内容を具体化するためには、防災を

学習テーマとして教育内容に組み込み、持続可能な取組となるカリキュラム

が必要となる。本校では、「いわての復興教育」プログラムを参考にしながら、

学校や地域を中心として復興教育の教育的価値（*1 学習課題・学習対象・学

習事項）と結び付けることができる単元を検討し、それらの接続や連携を意

図的・計画的に高められるカリキュラムの作成に取り組み、地域住民・保護

者・関係機関と連携を図りながら展開している。 

２ 本県における副読本の活用について 

  本県の復興教育では、「いわての復興教育」の教材として作成された副読本「いきる かかわる 

 そなえる」を活用しながら進めている。 

この副読本は、教材となり得る「被害の様子、発生時の子どもの心情や学校や教師の対応、避難 

所での生活、人々の繋がりや絆、様々な支援、地震や津波等のメカニズムなどを表した具体的な

写真や映像、子どもの手による絵、諸データ、手紙や作文、新聞記事等」膨大な量の素材を精選

し、場合によっては加筆・修正をし、子どもの発達段階や各教科等の内容に関連させて整理し作

られたものである。 

本校でも、自校の計画に基づき、教科や領域、指導内容等との関連を図りながら副読本を活用し 

防災教育に当たっている。以下が年間計画の一部である。 

◎いかそ学習年間指導計画    

月 
時 

教育的価値 
副読本教材 （参考）《教科・領域等》 関連教育

活動 数 低学年（１～３年生） 高学年（４～６年生） 

4月 1 
③価値ある自分（い） 友達や家族と遊ぼう（低）  《特別活動》 入学式、

新学期 ⑨仲間や地域の人々とのつながり（か） 呼吸法で心のケア（高）   《特別活動》 

5・6

月 

1 
⑦体の健康（い） 

「チャレンジデー」に挑戦（高） 《道徳》 運動会 
⑨仲間や地域の人々とのつながり（か） 

1 
⑨仲間や地域の人々とのつながり（か） 

ありがとうおまわりさん（低）  《道徳》 
交通安全

教室 ⑩県内外や海外の人々とのつながり（か） 

                                                

 
 

復興教育の目標 

○ 人間としてのあり方・生き方を考え、生命を尊重する心を育成する 
○ 他者に対する思いやりや助け合いの心を養う 
○ 自然災害から命を守るために必要な能力や資質の向上を図る 

育てたい資質・能力、態度  主な学習内容 

＜学習方法に関すること＞           【組み替え】型  例）総合的な学習の時間 

  地域の問題状況における事実や関係を 教育的価値を学習課題・学習対象・学習事項に整理 

把握し、自分の考えをもつ       して単元題材を見直す 

 ＜自分自身に関すること＞           【課題対応】型  例）防災教育 

   自己の将来を考え、夢や希望をもつ      新しい課題に対応するため、教育的価値を参考にし 
 ＜他社や社会とのかかわりに関すること＞ ながら、教科等との相互関連単元を開発する 

課題の解決に向けて、社会生活に参画 【充実・深化】型 例）道徳教育 
  する                     教育的価値を加味して、幅を広げたり深めたりする 

 *1 学習課題 教育内容として、目標実現のためにふさわしいと判断したもの 

   学習対象 かかわりを深めていく「ひと・もの・こと」などを示し、課題を具体化したもの 

   学習事項 学習対象との関わりを通して、「どんなことを学んでほしいか」について、分析的に示したもの 
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～実践後に廊下へ掲示している子ども達の様子 等～ 

 

 

 

３ 実践例から見る防災教育の実際と考察 

  ここでは、子どもの安全・安心推進委員会の取り組みから、家庭・地域と連携した防災教育に

ついてカリキュラムの特徴と併せて具体的に示していく。 

実践例 

 「充実・深化」型の内容（震災の経験をもとに、充実・深化することができる内容） 

   震災津波に関連した体験や活動を基に、指導を充実・深化することができるよう復興教育副

読本の活用にかかる研究や安全安心推進委員会の主催による防災教育セミナーを実施し、防災

教育の開発に取り組んでいる。 

○ 防災教育セミナー「防災道徳の授業実践(第６学年)－ひなん所で－」 

   災害時の葛藤場面を教材化することによって「判断力」や「実

践意欲と態度」の形成に焦点をあてた。震災津波の災害時に実

際に起きた事例を取り上げ、避難所のルールを守るべきか、生

命を尊重すべきか葛藤させる中で、自分の意思が大切であるこ

とやボランティアの在り方について考えを深めさせるように

した。(２時間扱いの１時間目) 

   ２時間目は、いわての復興教育副読本を使い、ジレンマ(葛 

藤)をあらかじめ回避するための知恵について考えさせた。 

 〇資 料 名 遠野に「まごころ」が集まった 

〇教育的価値 [かかわる]⑪ボランティア 

 ○教  科等 道徳（１２月 全２時間） 

〇ね ら い 遠野まごころネットの活動を通して、他の人 

や地域社会に役立つことを考えて、自分から 

進んで実践しようとする心情を育てる。 

   〇展   開 東日本大震災で多くのボランティアがかか 

わった「遠野まごころネット」の活動から、 

実際のボランティアの内容や活動の様子を知り、自分にできるボランティア

について考えさせた。 

  

 

小

学

校

・

高

学

年

用 

役割演技をしている場面 

「友達や家族と遊ぼう」､ 

「呼吸法で心のケア」から 

 

「『チャレンジデー』」に挑戦から 「ありがとうおまわりさん」から 
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《考察》 

   東日本大震災津波以降、地域を巻き込んだ防災対策が推進され 

 ている。そこには、安全管理だけはなく児童・生徒の判断力・行 

 動力の育成が求められる。震災の体験から学んだことは、道徳教 

 育の内容そのものが多く含まれている。今回防災道徳の授業をと 

おして、避難所対応にあたられた先生方の当時の葛藤や震災後５ 

年を経過する子ども達の状況を重ねながら、これからの防災教育 

について思いを寄せて交流できたことに、充実・深化の手応えを 

感じている。そして、推進委員である関係機関や地域の方々が同 

じ土俵で学びを深められたことに、大きな意義があると考える。 

 副読本を活用することで、身近な素材に出合わせることができ、よ

りボランティアへの理解を深められ、そのことが子どもたちのボランティア活動への意欲喚起

につながっていると思われる。今回は道徳の授業の中で主要資料として活用したが、今後も計

画に基づき実践を進めながら、より効果的な活用の仕方を検討していきたい。ただ、今回もジ

レンマくだきということで子どもたちの心理的影響を考えながら指導にあってきたが、副読本

には様々な内容が含まれているので、その点には十分配慮していく必要がある。

 

４ 家庭・地域と連携した防災教育にかかる実践を振り返って 

今回の実践を振り返り、防災教育は、学校・家庭・地域との連携 

の中でより総合的に設計されていくことを実感している。それは、 

子ども達が、周囲の大人や地域に見守られ、信頼感と安心感に包ま 

れていること。そのことが自分をかけがえのない存在ととらえ、主 

体的に危険を回避しようとする姿から読み取ることができる。                          

  また、多忙化する学校にあって防災教育のための時間を設け続けることは難しい状況にある。 

そこで、これまでのカリキュラムと実践を基本に据えながら、震災津波の経験を踏まえてカリ 

キュラムを見直し、必要に応じて組み替えたり、課題に対応したり、充実・深化を図ったりする 

ことが、持続可能な防災教育につながっていくことが確認できた。 

  今後は、子ども達が状況を自ら適切に判断し、「最善」の行動がとれるような「生き残る力」と 

して防災力を育むために、思考力、判断力、表現力といった学力課題について、防災教育を通し

た教育からもアプローチしていきたい。そして、地域の防災に貢献できる人材を育てることを本

校の防災教育の根底に据え、家庭・地域と連携した防災教育を推進していきたいと考えている。 

 

思いを伝える教職員 

聴講する推進委員 

～子どもの感想から～ 

・今回はとても難しい問題でした。でも、授業を

し終わって、被害を受けてつらい思いをした人み

んなに思いやれることがボランティアの仕事なの

かなと思えることができました。 
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んなに思いやれることがボランティアの仕事なの

かなと思えることができました。 

 

 

Ⅰ 地域との連携による取組 

１ 地域の実態 

  双葉郡富岡町は、2011 年 3 月 12 日に起こった福島第一原子力発電所の事故により緊急避難を余

儀なくされた。5 年 8 ヶ月たった現在も避難指示が継続され、全町民が県内外で避難生活を送って

いる。平成 29年 4月の帰還開始を目指して富岡町の復興･復旧作業は現在も続いているが、町内に

おける放射線量をはじめ、医療施設や商業施設、居住環境の整備など、安全かつ安心して暮らせる

生活環境が整っているとは言い難い。 

2011 年 9 月１日に富岡町から約 60km 離れた三春町の曙ブレーキ工場の事務棟を改修して学校を

再開した。児童の居住地が郡山市や三春町、田村市となっているため、スクールバスで約１時間か

けて通学している。現在は「富岡町幼・小・中学校三春校」として、小学校は１年生３名、２年生

２名、４年生３名、６年生７名の１５名で様々な教育活動に取り組んでいる。 

生活科の「町探検」や社会科の「くらしを守る」で、三春町の関係機関（商業施設、消防、警察）

と連携して、防災に関する内容を取り上げた学習を行っているのが実態である。  

  

２ ふるさとに戻ることができない学校と地域との連携 

（１） 家庭と連携した「防災家族会議」～防災個人カードの活用（県教育委員会作成） 

① 現在住んでいる市や町の過去の災害を確認する。 

② 住んでいる地区の「避難所」の場所を確認する。 

③ 一人でいるときに地震が起きた場合の対処法を確認する。 

  日ごろからの備えによって自然災害による被害を小さくすることができるので、家族で話し合い

確認する「防災家族会議」をお願いしている。 

 

（２） 外部人材を活用した授業の中で防災教育（学習） 

  震災前に富岡町に在住していた様々な職種の方々との授業の中で、防災教育（学習）を取り入れ

ている。（総合的な学習の時間で行う「ふるさと創造学」） 

① 富岡町役場職員並びに富岡町小学校教職員 

② 元富岡町小学校ＰＴＡ役員 

③ 富岡町老人クラブ 

④ 富岡町で仕事をしていた方々 

 ※ 防災教育（学習）につながる内容 

  ・ 震災当時の様子（自分自身のこと、町の様子） 

・ 震災の教訓 

・ 富岡町の復旧･復興の状況 

・ 富岡町の未来（子どもたちへのメッセージ） 

福島県 

富岡町立富岡第一小学校 
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Ⅱ 放射線教育・防災教育の実践 

１ 「ふるさと創造学」と「放射線教育」 

  「ふるさと創造学」とは 

  震災や原発事故を通じ、子どもたちが得た経験を生きる力に変え、ふるさとへの誇りと自ら未

来を創造する想いを育む探求的な学習 

  「放射線教育」とは 

  未来を拓く社会の一員として、放射線等に関する基礎的な知識や身の回りで行われている復興

への取組を基に、自ら考え、判断し、行動できる力を育成することを目的として、防災教育との

関連を図りながら推進していく教育 

 

【総合的な学習の時間で行ったふるさと創造学と放射線教育（学習）】 

（１）題材名 東日本大震災と富岡町の復興 

（２）ねらい 東日本大震災の状況とその後の富岡町復興の歩みについて知り、今後の学習課題づ 

くりにつなげる。 

○ 自分たちが三春町や郡山市で生活している理由を考える。 

○ 2011年 3月 11日の出来事について知る。 

・ 大地震による被害 

・ 大津波による被害 

・ 福島第一原子力発電所の事故 

 

○ 原発事故と放射線について知る。（県教委会作成ＤＶＤを活用） 

 ・ 原発事故による放射性物質の飛散 

 ・ 放射性物質、放射能、放射線の基礎知識 

 ・ 外部被ばくと内部被ばくの基礎知識 

 ・ 放射線から身を守る方法 

 

○ 富岡町から避難したわけをキーワードを使ってまとめる。 

                            ・ 2011年 3月 11日、大地震、大津波 

・ 原発事故、放射性物質、放射線、外部被ばく、内部被ばく 

・ 全町民が緊急避難 

○ これまでに起こった日本の主な地震・津波災害とそれを乗り越え  

てきた歴史について知る。 

 

○ ウェビング手法を使って「安全･安心な富岡町」のイメージを広 

げ、富岡町の復興について考える。 

・ 津波対策、放射線対策、防犯対策、食の安全、住環境 

○ 自分たちで課題を見つけ、調べていこうとする意欲を持たせる。 

 ・ 復興に関わっている人に会って直接話を聞きたい。 

 ・ 富岡の復旧、復興状況について知りたい。 
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Ⅱ 放射線教育・防災教育の実践 

１ 「ふるさと創造学」と「放射線教育」 

  「ふるさと創造学」とは 

  震災や原発事故を通じ、子どもたちが得た経験を生きる力に変え、ふるさとへの誇りと自ら未

来を創造する想いを育む探求的な学習 

  「放射線教育」とは 

  未来を拓く社会の一員として、放射線等に関する基礎的な知識や身の回りで行われている復興

への取組を基に、自ら考え、判断し、行動できる力を育成することを目的として、防災教育との

関連を図りながら推進していく教育 

 

【総合的な学習の時間で行ったふるさと創造学と放射線教育（学習）】 

（１）題材名 東日本大震災と富岡町の復興 

（２）ねらい 東日本大震災の状況とその後の富岡町復興の歩みについて知り、今後の学習課題づ 

くりにつなげる。 

○ 自分たちが三春町や郡山市で生活している理由を考える。 

○ 2011年 3月 11日の出来事について知る。 

・ 大地震による被害 

・ 大津波による被害 

・ 福島第一原子力発電所の事故 

 

○ 原発事故と放射線について知る。（県教委会作成ＤＶＤを活用） 

 ・ 原発事故による放射性物質の飛散 

 ・ 放射性物質、放射能、放射線の基礎知識 

 ・ 外部被ばくと内部被ばくの基礎知識 

 ・ 放射線から身を守る方法 

 

○ 富岡町から避難したわけをキーワードを使ってまとめる。 

                            ・ 2011年 3月 11日、大地震、大津波 

・ 原発事故、放射性物質、放射線、外部被ばく、内部被ばく 

・ 全町民が緊急避難 

○ これまでに起こった日本の主な地震・津波災害とそれを乗り越え  

てきた歴史について知る。 

 

○ ウェビング手法を使って「安全･安心な富岡町」のイメージを広 

げ、富岡町の復興について考える。 

・ 津波対策、放射線対策、防犯対策、食の安全、住環境 

○ 自分たちで課題を見つけ、調べていこうとする意欲を持たせる。 

 ・ 復興に関わっている人に会って直接話を聞きたい。 

 ・ 富岡の復旧、復興状況について知りたい。 

２ 食育の一環として給食の時間に行った放射線教育（学習） 

原発事故による放射線の影響で、食に関する不安が広がっている。そこで、給食の食材につい

て学習することにより、食の安全とバランスの良い食事について考えさせた。 

１ 給食の食材は全て検査している。 

２ 検査結果は公表している。 

３ 万が一、放射性物質の値が基準値より高い場合は給食を止める。 

４ 好き嫌いせずにバランスよく食べることが大切。 

※ 食材の選び方についても学習した。  

【給食の時間の一コマ】 

 

３ 学級活動で行った放射線教育（学習）～福島県環境創造センター交流棟で実施 

（１） ねらい 放射線の性質について知り、自分の身を守るためにはどうしたらよいか考える。 

 

○ 2011年 3月 11日のできごとを再確認する。 

 ・ 大地震と大津波が発生し、富岡町は大きな被害を受けた。 

・ 次の日、原発事故が起こり、放射性物質が飛散した。 

・ そのため富岡町の放射線量が高くなり、外部被ばくと内部被ば  

くの危険から身を守るために富岡町から緊急避難した。 

○ 実験１～放射線を見る。 

 ・ 霧箱を使って放射線を実際に見る。 

 ・ アルファ線・ベータ線･ガンマ線の存在を知る。 

 ・ 主な放射線の通り抜ける性質の違いを知る。 

 

○ 実験２～放射性物質と遮蔽 

 ・ 放射性物質を遮蔽して放射線量を測定 

○ 実験３～放射性物質と距離 

 ・ 放射性物質から距離を遠ざけて放射線量と  

距離の関係を測定 

 

（２） まとめ 

① 放射線量が高いとこから離れる、心配な場所があったら放射線量を測り、放射線量が高いと

ころかには近づかない。 

② この実験結果は、私たちが富岡町から緊急避難した科学的根拠となる。 

③ 私たちは、今後放射線と向き合って生活することになる。だから放射線について学んでいく。 
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４ 教科指導の中での防災・放射線教育（学習） 

（１）防災・放射線教育の視点を取り入れた生活科「学校たんけん」 

 

○ 学校内にある道具や設備を探す。 

○ 見つけた道具や設備について説明する。 

○ 実際に現場に行き、再度道具や設備の役割 
 

について説明する。 

◎ 町たんけんの学習につなげる。 

 

（２）理科、算数科、社会科の中での防災教育 

④ ６年理科「変わり続ける大地」 

 ○ 自然の二面性について 

   ○ 災害に備えてきた私たち 

   ○ 自然と共に生きる 

   

② ６年算数科「震災の経験を生かそう」 

   ○ 災害発生時の情報収集について 

   ○ 災害発生後、数日間生き延びるために 

   ○ 最低限必要な備蓄品 

   

③ ４年社会科「くらしを守る」 

   ○ 「火事や地震からくらしを守る」単元の  

最後に、「防災カルタ」をつくりカルタ大会     

を行う。 

   

５ おわりに 

  本校では、防災･放射線教育をすすめるにあたり、以下のことについて共通理解を図った。 

（１） 防災･放射線教育に取り組むことは、本校の基本理念、重点目標の具現化につながる。 

（２） 県教委会が作成した「防災教育指導資料」と「放射線等に関する指導資料」を活用する。 

（３） 学習指導プログラムを作成し授業を行ってみる。（できることから始める） 

（４） 年間計画へ位置づける。（学習プログラム、指導資料の収集･保存） 

（５） 明るく、楽しく防災･放射線教育を行う。（教科等の指導の中で、特別活動で、学校行事で） 

  防災･放射線教育（学習）は、繰り返し継続して取り組むことが大切である。今後も、地域学習 

としての防災･放射線教育（学習）をすすめ、学んだことを生活に生かす力（活用力）を身につけ 

させたい。 

  福島県では、地震災害･津波災害･風水害･火山災害･雪害などの自然災害に、原子力災害･火事災

害などの事故災害が加わり、起こり得る災害の種類が多い。次世代の子どもたちは、将来どこに

いるか分からない。だからこそ、防災教育をすすめるにあたっては、自分の地域では遭遇する可

能性が低い自然災害についても理解させたい。 
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４ 教科指導の中での防災・放射線教育（学習） 

（１）防災・放射線教育の視点を取り入れた生活科「学校たんけん」 

 

○ 学校内にある道具や設備を探す。 

○ 見つけた道具や設備について説明する。 

○ 実際に現場に行き、再度道具や設備の役割 
 

について説明する。 

◎ 町たんけんの学習につなげる。 

 

（２）理科、算数科、社会科の中での防災教育 

④ ６年理科「変わり続ける大地」 

 ○ 自然の二面性について 

   ○ 災害に備えてきた私たち 

   ○ 自然と共に生きる 

   

② ６年算数科「震災の経験を生かそう」 

   ○ 災害発生時の情報収集について 

   ○ 災害発生後、数日間生き延びるために 

   ○ 最低限必要な備蓄品 

   

③ ４年社会科「くらしを守る」 

   ○ 「火事や地震からくらしを守る」単元の  

最後に、「防災カルタ」をつくりカルタ大会     

を行う。 

   

５ おわりに 

  本校では、防災･放射線教育をすすめるにあたり、以下のことについて共通理解を図った。 

（１） 防災･放射線教育に取り組むことは、本校の基本理念、重点目標の具現化につながる。 

（２） 県教委会が作成した「防災教育指導資料」と「放射線等に関する指導資料」を活用する。 

（３） 学習指導プログラムを作成し授業を行ってみる。（できることから始める） 

（４） 年間計画へ位置づける。（学習プログラム、指導資料の収集･保存） 

（５） 明るく、楽しく防災･放射線教育を行う。（教科等の指導の中で、特別活動で、学校行事で） 

  防災･放射線教育（学習）は、繰り返し継続して取り組むことが大切である。今後も、地域学習 

としての防災･放射線教育（学習）をすすめ、学んだことを生活に生かす力（活用力）を身につけ 

させたい。 

  福島県では、地震災害･津波災害･風水害･火山災害･雪害などの自然災害に、原子力災害･火事災

害などの事故災害が加わり、起こり得る災害の種類が多い。次世代の子どもたちは、将来どこに

いるか分からない。だからこそ、防災教育をすすめるにあたっては、自分の地域では遭遇する可

能性が低い自然災害についても理解させたい。 

 

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

  東根地区は角田市北部に位置し，学区内中央を阿武隈川が南北に流れていて，学校近辺には田畑

が広がる自然豊かな地域である。 

  これまで，小学校と地区民との合同運動会が４１回を数えるなど，地域と学校が密接な関係を築

いてきた。防災に関しては，平成２５年度から地域の児童センターと合同避難訓練を，平成２６年

度からは学校・地域合同防災訓練を行っている。 

  

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

  今年度も昨年同様，安全・安心な地域を目指して，２回の委員会を定例化している。今年度は，

活動に合わせて委員会の構成メンバーを再検討し，防災安全課等市役所の職員や北角田中学校安

全担当主幹教諭にも参加してもらった。２回の打ち合わせを行った上で，９月２６日に第１回「地

域・学校防災推進委員会」を開催した。主な話題は，防災訓練の内容（避難所運営の仕方）と情

報交換であった。 

   

（２）地域連携の取組 

  【小中連携引き渡し訓練】（６月１７日） 

    中学校と事前に想定や引き渡しの手順等を打ち合わせし，日時を合わせて実施した。 

  【防災講演会】（７月１日 全校児童と保護者対象） 

    東北大学災害科学国際研究所の保田真理先生を迎え，「親子で学ぼう！防災・減災」をテー

マに親子防災講演会を開いた。 

【東根地区民・東根小学校合同防災訓練】（東根小学校体育館及び校舎屋上） 

① 日 時  平成２８年１０月２１日（金） １０時００分～１２時１５分 

② 目 的  災害発生と同時に東根地区自主防災組織との連携した訓練を実施し，度重なる水

害に備える。 

③ 想 定  福島・宮城仙南一帯の突然の集中豪雨のため，東根地域一帯に避難勧告が出され，

東根小学校に避難所を設置することとなった。    

④ 訓練内容 ・角田市災害対策本部との連携及び通信訓練 

・連絡訓練       ・避難所開設訓練 

・安否確認訓練     ・避難誘導訓練 

・防災グッズ製作 

（段ボール間仕切り，ゴミ袋かっぱ，簡易マスク） 

 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

   学校と地域の連携が強化されつつあるが，角田市の防災安全課と連携を一層深め，いかなる災

害が発生した場合でも対応できるように備えていきたい。 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

角田市立東根小学校 

 【協力校２年目（平成２７年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

 
 
 

 
 

 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）小学校１・２年生（複式）＜学級活動＞ 

   ４月に起きた熊本地震を題材に，P8・9を活用し，もしもの時の避難場所を家族に確かめさせ，

自治センターや公民館などよく知っている場所であることに気付かせた。また，東日本大震災時

に，断水・停電が何日も続き，ろうそく・カセットコンロ・ラジオ等が役立ったことを保護者に

話してもらった。学習を通して今後も地震の備え，「東日本大震災を忘れない」ことが大切であ

ると確認することができた。 

（２）小学校３・４年生（複式）＜総合的な学習の時間「東根探検隊『チャレンジ防災マップ』＞ 

   保護者の協力を得た家庭の間取り図をもとに，「わが家の防

災マップ」を作った。その後，参観日に副読本 P32・33 を活

用して，親子で話し合いながら「わが家の防災マップ」を完

成させた。 

また，副読本 P34・35 を活用し，夏休み中の居住地域の探

検を経て，２学期に各地区の防災マップを作成した。 

（３）小学校５年生 ＜理科「台風と天気の変化」＞ 

   台風による被害の様子と備えについての学習を行う際に，副読本 P24を活用し，宮城県内の被

害の様子を学習した。また，備えについては P25を活用し，様々な情報について理解するととも

に，速やかに安全な場所に避難することが大切であることを学んだ。 

（４）小学校６年生 ＜理科「変わり続ける大地」＞ 

   本単元の導入段階として，地元にある蔵王山を取り扱った。その際に，副読本 P22で蔵王山の

噴火の歴史を学び，P23 を活用し火山災害について学んだ。この授業をとおして，ねらいの設定

や活動内容をどのように組み立てるか教科指導の中での防災教育のあり方が課題になった。 

  

３ 児童の防災意識の変容等 

   アンケートで，家族会議や様々な備えは必要だと回答する児童が多く，児童の災害に対する危

機意識が高まっていることが分かった。災害発生時の身の守り方を学ぶ避難訓練や防災の授業に

関心も高まっている。 

   

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

   各教科で防災授業を行う際，ねらいの設定や活動内容の組み立てに悩みながら実践している。

今後も検討と実践を重ね，東根小学校としての防災教育カリキュラムを完成させたい。 

H28　 防災教育　 年間指導計画 学習参観授業 　 　 角田市立東根小学校

関連行事 教科 道徳 総合 学活 ショ ート

１ ・ ２ 年 ３ ・ ４ 年 ５ 年 ６ 年 すずらん やまびこ わかく さ

教科： 道徳 教科： 社会 教科： 道徳 教科： 総合 教科 教科 教科

単元： 題材

わたしたちの宮城

【 第１ 章】

単元： 題材

私たちにできること

【 第４ 章】

教科： 総合 教科： 学活

単元： 題材

地震はいつ起こるかわ

からない【 第１ 章】

単元： 題材 単元： 題材 単元： 題材

教科 道徳

単元： 題材

「 明るい未来へ」

【 その他】
単元： 題材

復旧・ 復興への歩み

校内研究授業・ 交流公開授業

単元： 題材

「 海」 みやぎの

子どもたちへ

【 その他】

４ 月

１ ・ ２ 年 ３ ・ ４ 年 ５ 年 ６ 年 すずらん やまびこ わかく さ

教科： 生活 教科： 社会 教科： 理科 教科： 学活 教科 教科 教科

単元： 題材

空のよう すがかわったら

【 第２ 章】

単元： 題材

災害時の救助活動

【 第４ 章】

単元： 題材

宮城県の気象災害

【 第２ 章】

単元： 題材

地域の避難訓練に参加

しよう 【 第３ 章】

単元： 題材 単元： 題材 単元： 題材

教科： 生活 教科： 学活 教科： 社会 教科： 理科 教科 教科 教科 自立活動

地域合同防災訓練

（ 地震・ 火災）１ ０ 月

40



Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

 
 
 

 
 

 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）小学校１・２年生（複式）＜学級活動＞ 

   ４月に起きた熊本地震を題材に，P8・9を活用し，もしもの時の避難場所を家族に確かめさせ，

自治センターや公民館などよく知っている場所であることに気付かせた。また，東日本大震災時

に，断水・停電が何日も続き，ろうそく・カセットコンロ・ラジオ等が役立ったことを保護者に

話してもらった。学習を通して今後も地震の備え，「東日本大震災を忘れない」ことが大切であ

ると確認することができた。 

（２）小学校３・４年生（複式）＜総合的な学習の時間「東根探検隊『チャレンジ防災マップ』＞ 

   保護者の協力を得た家庭の間取り図をもとに，「わが家の防

災マップ」を作った。その後，参観日に副読本 P32・33 を活

用して，親子で話し合いながら「わが家の防災マップ」を完

成させた。 

また，副読本 P34・35 を活用し，夏休み中の居住地域の探

検を経て，２学期に各地区の防災マップを作成した。 

（３）小学校５年生 ＜理科「台風と天気の変化」＞ 

   台風による被害の様子と備えについての学習を行う際に，副読本 P24を活用し，宮城県内の被

害の様子を学習した。また，備えについては P25を活用し，様々な情報について理解するととも

に，速やかに安全な場所に避難することが大切であることを学んだ。 

（４）小学校６年生 ＜理科「変わり続ける大地」＞ 

   本単元の導入段階として，地元にある蔵王山を取り扱った。その際に，副読本 P22で蔵王山の

噴火の歴史を学び，P23 を活用し火山災害について学んだ。この授業をとおして，ねらいの設定

や活動内容をどのように組み立てるか教科指導の中での防災教育のあり方が課題になった。 

  

３ 児童の防災意識の変容等 

   アンケートで，家族会議や様々な備えは必要だと回答する児童が多く，児童の災害に対する危

機意識が高まっていることが分かった。災害発生時の身の守り方を学ぶ避難訓練や防災の授業に

関心も高まっている。 

   

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

   各教科で防災授業を行う際，ねらいの設定や活動内容の組み立てに悩みながら実践している。

今後も検討と実践を重ね，東根小学校としての防災教育カリキュラムを完成させたい。 

H28　 防災教育　 年間指導計画 学習参観授業 　 　 角田市立東根小学校

関連行事 教科 道徳 総合 学活 ショ ート

１ ・ ２ 年 ３ ・ ４ 年 ５ 年 ６ 年 すずらん やまびこ わかく さ

教科： 道徳 教科： 社会 教科： 道徳 教科： 総合 教科 教科 教科

単元： 題材

わたしたちの宮城

【 第１ 章】

単元： 題材

私たちにできること

【 第４ 章】

教科： 総合 教科： 学活

単元： 題材

地震はいつ起こるかわ

からない【 第１ 章】

単元： 題材 単元： 題材 単元： 題材

教科 道徳

単元： 題材

「 明るい未来へ」

【 その他】
単元： 題材

復旧・ 復興への歩み

校内研究授業・ 交流公開授業

単元： 題材

「 海」 みやぎの

子どもたちへ

【 その他】

４ 月

１ ・ ２ 年 ３ ・ ４ 年 ５ 年 ６ 年 すずらん やまびこ わかく さ

教科： 生活 教科： 社会 教科： 理科 教科： 学活 教科 教科 教科

単元： 題材

空のよう すがかわったら

【 第２ 章】

単元： 題材

災害時の救助活動

【 第４ 章】

単元： 題材

宮城県の気象災害

【 第２ 章】

単元： 題材

地域の避難訓練に参加

しよう 【 第３ 章】

単元： 題材 単元： 題材 単元： 題材

教科： 生活 教科： 学活 教科： 社会 教科： 理科 教科 教科 教科 自立活動

地域合同防災訓練

（ 地震・ 火災）１ ０ 月

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 
１ 地域の実態 

  本校はＪＲ東北本線小牛田駅を間に挟み東西１１の通学区で構成された地域から通学する、児童

数３７８名、各学年２クラスの学校である。従来からの農業・商業・会社員などの保護者で構成さ

れた地区と大震災以降に小牛田駅東側住宅地へ転入した住民が住む地区があり、児童数は増加傾向

に変化している。 

  三世代同居や共働き世帯の多い地区など、地域によって特徴があるが、地域の町内会組織がある

程度確立され、落ち着いた雰囲気で、学校の教育活動にも協力的である。しかし、地域で行われる

防災訓練への保護者の参加意識は低く、地域の役員やお年寄りだけでの訓練になりがちである。 

   

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

  ◎ 本年度の取組状況 

   ① ７月６日に「すこやか委員会」を開催した。各地区の区長、民生児童委員の方、PTA 役員

などに参加していただき、地域の様子について話し合いを行った。 
   ② ８月２６日に峯山自治会自主防災会の役員の方と主幹教諭が顔合わせをし、今後の協力を

確認した。 

   ③ ９月２５日に、峯山地区の防災訓練が行われた。主幹教諭が参加し峯山自治会自主防災会

の会長や町の防災管財課の担当者とも話し合うことができ、今後の地域連携にむけての話や

アドバイスなどをいただくことができた。 
 

（２）地域連携の取組 

  ◎ これまでの取組 

   ・ ９月２５日に、峯山地区の

防災訓練が行われ、児童数名

が自主参加した。 

  ◎ 今後の取組について 

   ・ １０月３１日 峯山地区 
   の防災担当の方に、学校に一  

緒に避難していただき、その 
後、学校にある防災備蓄倉庫の中を確認していただくように企画をしている。 

   ・ １１月 ２日 公開研究会 

      公開研究会には、各地域の区長さんなどにも参加していただくよう、案内状を配布し  

ている。 

・ １１月１１日 町の原子力災害想定の避難訓練、１１月２１日 避難訓練（火災想定） 

      １１月に２回の避難訓練があるので、火災想定の避難訓練のときに、地域の方と児童  

が一緒に避難行動を行ったり、応急処置の仕方について学んだりする機会にできるよう計画

していきたいと思う。 
 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

  「すこやか委員会」という組織はあるが、細かな所までの確認は行われていない状況である。基

本は、児童が学校にいるときは学校が児童の安全を守る。地区に児童がいるときの安否確認などは、

地区で行う。ということである。その中で、どのように関わり合っていけるのかを探っていかなけ

ればならない。重要なのは、いかに地域と学校とのつながりを太くしていくのか、情報の交流を深

めていくのかということではないかと考える。そのために、地区の方と顔を合わせて話し合うこと

やちょっとしたことでも情報の交換をする事が大切になってくると考える。今後も、さまざまな機

会を捉えて、地域と関われるようにしていく。 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

美里町立不動堂小学校 

 【協力校２年目（平成２７年度～）】 

峯山地区防災訓練の様子 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 
１ 副読本を活用したカリキュラム 

（１） カリキュラム 

    本年度は、学級活動で４時間分を防災教育の時間として各学年で時間を確保した。実施の時

期については、学年の実態に合わせて行う事になっている。また、各教科、道徳、総合的な学

習の時間、生活科の他に、朝の活動などを使って行う学年もある。 

（２） 各学年の時数 
 教科 道徳 総 合 ・ 生 活 学級活動 学校行事 朝 活 ・ 業 間 合計 

１年  ２ ２ ４ １  ９ 

２年  ３ １ ４ １ １ １０ 

３年  ３ １ ４ １ １ １０ 

４年 ３ ３ ２ ４  １ １３ 

５年 ５ ３ １ ４   １３ 

６年 ５ ３ １ ４   １３ 

    今年度この時数で実施し、反省を行った後もう一度時数などの組み替えを行う予定である。 

   高学年は、教科での時数が多く理科や社会科での活用が多くなっている。教科での実施につい

ては、教科の内容と防災の内容との兼ね合いについてもしっかりと考え、我が校にとって、よ

りよいカリキュラムになるよう検討したい。     

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）小学校１・２年生 

   １年１組 学級活動「学校内の命を守るものをさがそう」 

   学校内にある命を守る設備には、どのようなものがあるかを理解

する授業を行った。副読本の P.36～37 の挿絵を見ながら命を守る設

備を探し、発表した。その際、その設備がどんなときにどのように

使うのかを理解するようにした。 

   ２年１組 学級活動「みんなで気持ちよく生活するために」 

   避難所での様子の写真を見ながら、避難所での生活について考えた。大勢の人が集まる中で生

活するために、気を付けなければならないことや守らなければならないこと等について考えた。

そして、普段の生活の中でもできることを確認した。 

（２）小学校３・４年生 

   ３年２組 学級活動「家にいるとき地震が起こったら」 

   副読本Ｐ.２５を見ながら、一人で家にいるときに地震が起こった

らどうすれば良いのかについて考えた。日頃から家族と避難の仕方

などについて話し合っておくことの大切さについて確認した。 

   ４年２組 学級活動「地震はいつ起こるかわからない」 

   地震が起こった時に、どのような行動をするのかについて考えた。

学習にクロスロードゲームを取り入れ、自分の考えをグループの中

で出し合うことで、自分の行動について深く考えることができた。 

（３）小学校５・６年生 

   ５年２組 学級活動「未来へつなぐ」 

   副読本のＰ.１０～１１を見て、震災のことを思い出し、今後、自

分の地域でどのような被害が起こり、どのような注意や準備をすれ

ばよいか考えることができた。 

６年２組 学級活動「私たちにできること」 

   東日本大震災時の避難所生活の様子の写真を見て、避難所での生活で困っていることや不便な

ことについて考えた。そして、もし大きな災害が起こって避難所生活をするようになったとき、

地域の人々のためにできることはないかを全員で考えた。 

３ 児童の防災意識の変容等 

  今年度は、昨年度よりも家庭で避難訓練や防災の授業などについて話す児童の割合が高くなっ

た。また、学習中にもしっかり考えたことを発表しようとする児童が多くなってきた。これからも、

自分で考えたことを行動に移していくことのできる児童の育成に努めていく。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  本校の実態に合ったカリキュラムの編成のために、今後も実践と反省をもとによりよいカリキュ

ラムづくりに努めていきたい。 

４年２組の授業 

６年２組の授業 

1 年 1 組の授業 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 
１ 副読本を活用したカリキュラム 

（１） カリキュラム 

    本年度は、学級活動で４時間分を防災教育の時間として各学年で時間を確保した。実施の時

期については、学年の実態に合わせて行う事になっている。また、各教科、道徳、総合的な学

習の時間、生活科の他に、朝の活動などを使って行う学年もある。 

（２） 各学年の時数 
 教科 道徳 総 合 ・ 生 活 学級活動 学校行事 朝 活 ・ 業 間 合計 

１年  ２ ２ ４ １  ９ 

２年  ３ １ ４ １ １ １０ 

３年  ３ １ ４ １ １ １０ 

４年 ３ ３ ２ ４  １ １３ 

５年 ５ ３ １ ４   １３ 

６年 ５ ３ １ ４   １３ 

    今年度この時数で実施し、反省を行った後もう一度時数などの組み替えを行う予定である。 

   高学年は、教科での時数が多く理科や社会科での活用が多くなっている。教科での実施につい

ては、教科の内容と防災の内容との兼ね合いについてもしっかりと考え、我が校にとって、よ

りよいカリキュラムになるよう検討したい。     

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）小学校１・２年生 

   １年１組 学級活動「学校内の命を守るものをさがそう」 

   学校内にある命を守る設備には、どのようなものがあるかを理解

する授業を行った。副読本の P.36～37 の挿絵を見ながら命を守る設

備を探し、発表した。その際、その設備がどんなときにどのように

使うのかを理解するようにした。 

   ２年１組 学級活動「みんなで気持ちよく生活するために」 

   避難所での様子の写真を見ながら、避難所での生活について考えた。大勢の人が集まる中で生

活するために、気を付けなければならないことや守らなければならないこと等について考えた。

そして、普段の生活の中でもできることを確認した。 

（２）小学校３・４年生 

   ３年２組 学級活動「家にいるとき地震が起こったら」 

   副読本Ｐ.２５を見ながら、一人で家にいるときに地震が起こった

らどうすれば良いのかについて考えた。日頃から家族と避難の仕方

などについて話し合っておくことの大切さについて確認した。 

   ４年２組 学級活動「地震はいつ起こるかわからない」 

   地震が起こった時に、どのような行動をするのかについて考えた。

学習にクロスロードゲームを取り入れ、自分の考えをグループの中

で出し合うことで、自分の行動について深く考えることができた。 

（３）小学校５・６年生 

   ５年２組 学級活動「未来へつなぐ」 

   副読本のＰ.１０～１１を見て、震災のことを思い出し、今後、自

分の地域でどのような被害が起こり、どのような注意や準備をすれ

ばよいか考えることができた。 

６年２組 学級活動「私たちにできること」 

   東日本大震災時の避難所生活の様子の写真を見て、避難所での生活で困っていることや不便な

ことについて考えた。そして、もし大きな災害が起こって避難所生活をするようになったとき、

地域の人々のためにできることはないかを全員で考えた。 

３ 児童の防災意識の変容等 

  今年度は、昨年度よりも家庭で避難訓練や防災の授業などについて話す児童の割合が高くなっ

た。また、学習中にもしっかり考えたことを発表しようとする児童が多くなってきた。これからも、

自分で考えたことを行動に移していくことのできる児童の育成に努めていく。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  本校の実態に合ったカリキュラムの編成のために、今後も実践と反省をもとによりよいカリキュ

ラムづくりに努めていきたい。 

４年２組の授業 

６年２組の授業 

1 年 1 組の授業 

 

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

  本校は登米市の南東端に位置している。岩手宮城内陸地震と東日本大震災を経験したが，地域

内に人的被害ははかったことから防災・減災に対する意識はあまり高くはない。市の総合防災訓

練等においても，地域と連携した取組は行われていない。 

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

   ４月 １日（金） 柳津地区防災連絡会設置要綱施行 

   ４月２０日（水） 防災だより第１号発行（10.1現在，第６号まで発行） 

  ５月 ６日（金） 研究全体会・６月の参観日の授業（全学年・防災に関する学級活動）・親

子合同避難訓練・保護者全体会，１１月の防災教育推進事業の流れにつ

いての提案，周知 

   ５月１１日（水） 津山地区防災教育担当者会 

   ６月 ９日（木） 津山中学校区幼稚園・小学校・中学校合同引き渡し訓練の実施 

   ６月２４日（金） 学習参観日における防災授業の公開・親子合同避難訓練 

            ・保護者全体会で消防署からの講評と防災教育の取組について説明 

   ７月２７日（水） 津山地区防災教育担当者会 

８月 １日（月） 第１回柳津地区学校地域防災連絡会 

   ９月１５日（木） 防災教育副読本を活用した実践授業・研修会 

（２）地域連携の取組 

  １０月       第２回柳津地区学校地域防災連絡会 

           ・11月の合同防災研修会に向けての準備について 

１１月１５日（火） 防災教育研修会（公開）（職員・保護者・地域） 

１１月１７日（木） 防災教育研修会（公開）の成果と課題について 

  ２月 １日（水） 第３回柳津地区学校地域防災連絡会開催 

            ・本年度取組の反省及び次年度取組の方向について 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

  柳津地区学校地域防災連絡会を立ち上げ，１１月１５日の「地域と連携した防災訓練」の実施 

 に向けて計画中である。本校児童は，これまで地区毎に行われている防災訓練等にはほとんど参 

 加したことがないという実態から，地域ぐるみの防災教育をきっかけとして，自分たちが生活し 

 ている地域の防災の取組に興味をもたせ，積極的な参加を促していきたいと考える。 

  また，防災教育における保護者・地域人材を活用した授業づくりを今後も進め，指導計画への

位置付けを明確に押さえる。 

 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

登米市立柳津小学校 

 【協力校 2 年目（平成２７年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆（きずな）を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要 

（１） 小学校１・２年生 

〇９月１５日（木）１年「外にいるときに地震がおこったら」（学級活動）授業実践研修会 

・副読本ｐ２４～２５のイラストをもとに，物，場所，人の３つの観点で「危険」と「安全な

行動」について気付かせることができた。 

（２）小学校３・４年生 

〇６月３０日（木）  ３年「学校にいるときに地震がおこったら」（学級活動）授業研究 

・副読本ｐ２２の教室内のイラストで，危険な場所や避難できる場所を確認してから校舎内の

いろいろな場所について考えさせたため，班での話合いがねらいに沿ったものになった。 

（３）小学校５・６年生 

〇７月 １日（金）  ６年「ハザードマップの活用」（総合的な学習の時間） 

・副読本に「わたしたちのハザードマップ」の作成の手順が分かりやすくまとめられており， 

  児童が作業を進める参考になった。 

３ 児童の防災意識の変容等 

５月に実施した児童意識調査からは，柳津で想定される災害についての知識はあまりもってい

ないことや，災害時の家族との約束事が分からない，避難場所が分からないという課題が見えて

きた。本年度から防災教育を校内研究として取り組み，さらに，毎月第２木曜日の業前の時間を

防災・減災の知識を身に付けさせ，自分の命を自分で守る行動を実践させる場として設定した。

これまでの取組を通して，地震や火災における基本的避難の仕方はほぼ身に付いてきている。授

業では，副読本の活用後，自分の生活場面に置き換えて具体的な行動を考える活動を設定したこ

とにより，危険の予測や安全な避難行動について真剣に考えるようになった。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  ・今後も全学年で参観日に防災の授業を実施し，親子参加型の学習を取り入れることで，家庭

と連携を図って防災教育を進めていく。 

  ・低学年，中学年，高学年で系統性をもって学習できるように指導計画の加筆・修正をしてい

く。 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆（きずな）を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要 

（１） 小学校１・２年生 

〇９月１５日（木）１年「外にいるときに地震がおこったら」（学級活動）授業実践研修会 

・副読本ｐ２４～２５のイラストをもとに，物，場所，人の３つの観点で「危険」と「安全な

行動」について気付かせることができた。 

（２）小学校３・４年生 

〇６月３０日（木）  ３年「学校にいるときに地震がおこったら」（学級活動）授業研究 

・副読本ｐ２２の教室内のイラストで，危険な場所や避難できる場所を確認してから校舎内の

いろいろな場所について考えさせたため，班での話合いがねらいに沿ったものになった。 

（３）小学校５・６年生 

〇７月 １日（金）  ６年「ハザードマップの活用」（総合的な学習の時間） 

・副読本に「わたしたちのハザードマップ」の作成の手順が分かりやすくまとめられており， 

  児童が作業を進める参考になった。 

３ 児童の防災意識の変容等 

５月に実施した児童意識調査からは，柳津で想定される災害についての知識はあまりもってい

ないことや，災害時の家族との約束事が分からない，避難場所が分からないという課題が見えて

きた。本年度から防災教育を校内研究として取り組み，さらに，毎月第２木曜日の業前の時間を

防災・減災の知識を身に付けさせ，自分の命を自分で守る行動を実践させる場として設定した。

これまでの取組を通して，地震や火災における基本的避難の仕方はほぼ身に付いてきている。授

業では，副読本の活用後，自分の生活場面に置き換えて具体的な行動を考える活動を設定したこ

とにより，危険の予測や安全な避難行動について真剣に考えるようになった。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  ・今後も全学年で参観日に防災の授業を実施し，親子参加型の学習を取り入れることで，家庭

と連携を図って防災教育を進めていく。 

  ・低学年，中学年，高学年で系統性をもって学習できるように指導計画の加筆・修正をしてい

く。 

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

  入谷地区は，南三陸町の中でも山間部に位置し，これまで大きな災害に見舞われたことがなくむ

しろ被災地への支援を行うような地域で，平成２６年度に初めて土砂災害警戒区域が指定された地

域である。自治体は１０区に分かれており，それぞれに自主防災組織を整え，自治体毎に防災訓練

を実施していた。 
地域と学校が連携した防災訓練は，平成２０年に旧入谷中学校（平成２１年閉校）が実施してい

る。その後，昨年度の南三陸町総合防災訓練で本校が行うまでは実施されなかった。 
東日本大震災で甚大な被害を受けた志津川地区や歌津地区は，本地区住民の生活圏になっている

ことで，防災・減災に対する意識は高い。 
２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

 ① 組織づくりをするに当たって 

・平成２７年１０月，区長会会長や入谷公民館長，南三陸町危機管理課等の協力の下，入谷地区

防災教育推進委員会を発足。発足に当たっては，地域の実態調査と自治会長への委員会設立に

向けた趣旨説明及び活動内容の説明を行い，承認を得てから構成メンバーの選出と依頼をし

た。その後，第 1回の委員会で，委員会規約の検討と承認，役員選出を行った。 

② 組織と委員の構成 

  ・区長会会長の助言の下，入谷全地区を動かすために必要な構成メンバーを選出し，第１回入谷

地区防災教育推進委員会を平成２７年１０月２８日に開催した。構成メンバーは以下のとおり

である。 

    

  

 

（２）地域連携の取組 

 ① 入谷地区防災教育推進委員会について 

  ・本委員会は年３回実施することとして，活動の主目的を南三陸総合防災訓練への参加体制及び

地域防災教育の推進を目的として発足した。 

 ② 委員会の取組 

  〇平成２７年度 

・入谷地区防災教育推進委員会を２回開催。 

・南三陸町総合防災訓練では，本校をメイン会場とした防災訓練の実施。その後，地域住民を対

象とした防災講演会の実施。 

〇平成２８年度 

・入谷地区防災教育推進委員会を３回実施。（１０月２０日現在） 

・入谷小学校の各種避難訓練（地震・火災・引渡し）の参観。 

・入谷小学校の防災学習へゲストティーチャーとして支援。 

・神戸に拠点を置く SEEDS ASIA（非営利団体）の支援で，８月２４日から２７日までの３泊

４日の日程で京都・神戸方面へ研修視察の実施。（推進委員 7 名参加） 

・平成２８年１１月，入谷地区の全自治会と連携した防災訓練及び防災講演会を実施予定。 

  ・入谷小学校自主公開研究会へ共催として参加。 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

  本委員会を継続するために，本委員会の設立趣旨を常に意識して運営する。また，防災教育を推

進するための講演会等の企画は，学校が主導で企画し，本委員会で承認を得ながら運営していきた

い。今後は，隣接する特別養護老人ホーム等とも連携を図っていきたいと考えている。  

・入谷地区区長 ・公民館長 ・入谷地区婦人防火クラブ会長（後，婦人会会長） ・入谷ひがし幼児園長  

・入谷駐在所長 ・南三陸町教育委員会 ・南三陸町危機管理課 ・気仙沼・本吉地域広域行政事務組合南三陸消防署  

・消防団副団長 ・入谷小学校長 ・入谷小学校防災担当主幹（後，安全担当主幹） ・入谷小学校教務主任（H28～）  

・入谷小学校研究主任（H28） 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

南三陸町立入谷小学校 

 【協力校２年目（平成２７年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

  今年度は安全タイムとして，「未来への絆（きずな）」（防災教育副読本），「わたしたちの安全」（宮

城県小学校長会・仙台市小学校長会編），読み聞かせ「希望に向かって」（南三陸町教育委員会 震

災作文集）の３つを業前の１５分間を使って年間３０回指導するように計画をした。また，「未来へ

の絆（きずな）」（以下副読本）の活用を年間１３回実施するようにし，学年の実態に合わせて年間

計画を調整しながら使用している。その他，地震避難訓練や引渡し訓練等の行事では，その都度適

宜使用している。  

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）小学校１・２年生 

①１年生「学校内の命を守るものを探そう」（安全タイム） 

 ・副読本を活用し，学校内にある命を守るもの「消防施設」を確かめさせ，活動内容を確認させ

た。ワークシートは自校化したものを使用し，「消防施設」が自分たちの安全を守るためであ

ることに気付かせた。 

②２年生「津波」（安全タイム） 

  ・副読本のイラストを活用し，震災を知らない児童に津波について指導した。指導に当たっては，

津波の速さを図解して指導したことで，児童にイメージさせることができた。また，入谷地区

を取り上げたことで，興味関心を高めることができた。  

（２）小学校３・４年生 

 ①３年生「地震はいつ起こるかわからない」（安全タイム） 

・児童の体験を想起させながら，話合いをもとに進める学習を展開した。入谷の地域を取り上げ，

副読本のイラストが分かりやすく，多様な意見が出た。その中で，これまで宮城県には大きな

災害が何度も発生していることに気付き，自分の命を守るためには，避難訓練が大切であるこ

とに気付かせることができた。また，避難訓練時に注意することについても確認することがで

きた。 

 ②４年生「ぼくの震災日記」（安全タイム） 

  ・副読本を読ませ，津波の特徴について考えさせた。その後，津波クイズをとおして，学習を進

めた。副読本の挿絵を拡大して提示したことで，共通理解することができた。入谷地域に残る

地 名や伝説を聞いて，津波は川を遡り本地域にも襲来したことがあることも併せて指導し

た。 

（３）小学校５・６年生 

 ①５年生「風水害の危険と備えについて」（安全タイム） 

  ・これまでの経験を出し合い，大雨により発生する被害や危険について考えさせた。また，気象

庁が発令する各種警報や注意報，南三陸町危機管理課が発する災害情報にはどのようなものが

あるのかについて話し合った。学習のまとめでは，入谷地域で発生する可能性のあるものにつ

いて出し合い，日頃からどのような準備が必要なのかについて考えさせた。 

②６年生「津波の特徴」（安全タイム） 

・ICT を活用して入谷地区の画像や防災に関するクイズを出したことで，興味関心を高めること

ができた。また，副読本で津波発生の仕組みを学び，津波発生をイメージさせる器具を使って

プレートが跳ね返る様子をイメージさせた。１５分間で入谷の地域性も含めた内容を行うため

には，ICT の活用や補助教材を工夫して使用することが有効であることについて確認すること

ができた。 

３ 児童の防災意識の変容等 

  今年度初めて児童に防災に関する意識調査をしたところ，言語や情報収集方法等の知識が定着し

ている結果が出た。これは，昨年度から副読本を活用した授業実践を本格的に実施してきたことで

向上したと考えられる。  

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  副読本を使った学習を１５分で実践していることで，ICT を活用するなど短時間での指導の仕方

を工夫する必要がある。また，授業で使用した写真資料は蓄積して指導に役立てたい。副読本を活

用した指導案は，朱書きを加えながら自校化していくようにしていきたい。 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 
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Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

 鹿島台地域は，吉田川と鳴瀬川の洪水によって過去幾度も水害に見舞われた。特に，昭和６１年８月の

集中豪雨による吉田川の洪水被害は甚大であり，この地域の低地を濁流で覆い尽くした。今年は，その洪

水災害から３０周年にあたる。また，地震の被害にも幾度となく見舞われた。「東日本大震災」は言うに

及ばず，平成１５年７月に発生した「宮城県北部地震」の記憶も未だ生々しい。しかし，鹿島台は，その

都度たくましく災害を乗り越えてきた。住民には，品井沼干拓に見られる先人達の開拓精神が受け継がれ，

村民が親しみと尊敬を込めて「わらじ村長」と呼んだ鎌田三之助の薫陶が，今も息づいている。 

 

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

① 大崎市鹿島台支所地域振興課・・・ 鹿島台地区の防災体制や対策について（４月） 

鹿島台交通安全協会や消防団との仲立ち（４月，１０月） 

② 大崎市鹿島台公民館・・・ 学区内の教育機関との連携の仲立ち（５月） 

③ 大崎地域広域行政事務組合古川消防署志田分署・・・ 救急救命講習（２年生）の指導（４月） 

                     避難訓練，防災訓練の指導（１０月） 

④ 大崎市鹿島台消防団・・・ 避難訓練，防災訓練の指導（１０月） 

⑤ 鹿島台幼保小中連絡協議会・・・ 合同引き渡し訓練の実施（６月）   

⑥ 大崎市鹿島台交通安全協会・・・ 毎月２回の通学時における交通安全指導（毎月） 

                 引き渡し訓練の交通安全指導（６月） 

⑦ 国土交通省東北地方整備局 北上川下流河川事務所・・・ 防災講演会の講師（１１月） 

 

（２）地域連携の取組 

① 引き渡し訓練の実施 

６月の避難訓練を実施した後に引き続き，引き渡し訓練を行った。今年度は，初めて学区内の

教育・保育機関である鹿島台第一幼稚園，なかよし園，鹿島台保育園，鹿島台小学校と連携し，

地震発生時刻を同じくして実施した。大崎市鹿島台支所地域振興課，鹿島台公民館，大崎市鹿島

台交通安全協会の協力を得た。 

② 防災訓練の実施 

１０月の避難訓練を実施した後に引き続き，防災訓練を行う。学年毎に段階を踏んだ学習にな

るように，それぞれ学習のテーマを設定する。煙中体験，傷病者搬送訓練，洪水シミュレーショ

ン図上訓練等をそれぞれの学年で実施する。大崎地域広域行政事務組合古川消防署志田分署と大

崎市鹿島台支所地域振興課，鹿島台消防団の協力をいただく。 

③ 防災講演会の実施 

震災の風化を防ぎ，生徒の防災意識を高めるために，１１月に防災講演会を行う。今年度は，

昭和６１年８月に起こった洪水被害から３０周年にあたることにちなみ，国土交通省の協力をい

ただき水害に関する講演会を開催する予定である。 

  

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

２の（１）に記したように地域の関係機関との連携を築くことができた。しかし，それらの機関を横断

し，互いに連携する形の組織が構築されていない現状である。それは，例えば「鹿島台中学校区地域防災

会議」などと呼ぶべき組織である。２年目である次年度に向けて，その構築の可能性を探っていきたい。  

  

 

みやぎ防災教育推進協力校 

大崎市立鹿島台中学校 

 【協力校１年目（平成２８年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム  （２年生後期の例） 

  

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）日時等 ６月１日（水），全校生徒対象，健康安全・体育的行事学校行事「避難訓練事前指導」において    

（２）題材 「地震災害への備え」 
（３）副読本「地震災害への備え」を全校生徒分増す刷りして，次の事柄を指導する。 

   ・地震が起こったときの安全確保の仕方・・・「落ちてこない」「倒れてこない」「移動しない」の３原則。 
・地震に備えて家庭で確認しておくこと・・・自分の引き渡し登録者の確認。離ればなれの際に集まる所。 
・災害用伝言ダイヤルの利用 など 

   

３ 児童生徒の防災意識の変容等 

今年度の引き渡し訓練は，学区内の教育・保育機関である鹿島台第一幼稚園，なかよし園，鹿島台保育

園，鹿島台小学校と連携して行うという大規模なものであったことから，生徒は真剣に取り組んでいた。

自分の命に関わることとして認識したように思う。翌日，実施した訓練も有意義なものとなった。 

  

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

 学級担任や教科担任が，みやぎ防災教育副読本を教科の授業や学級活動，総合的な学習の時間などで活

用する際の指導案や補助資料を累積していく必要がある。その際，指導上の課題を記録し，累積すること

で，課題解決を図っていくことが必要である。 

また今後は，より成果があがるよう視聴覚教材等の活用・収集にも努めていきたい。  

 

8

○安全点検
○防災教育推進のための研
修
○幼保小との情報交換

○おじいちゃんが教えて
くれた　(2)

○わらじ祭りへの参加

　□副読本「地域の一
員としてできること」（わ
らじ祭り参加者　※教育
課程外）

9

○安全点検
○防災に関する研修

保 ○自然災害による危険
(保2)
○自然災害による傷害の
防止
　(保2)

○卵の修理(2)

10

○安全点検
○第３回避難訓練
○防災訓練
○防災倉庫の確認

数

技
家

保

○一次関数，雨量と警戒
水位(数2)

○住まいのはたらき，災
害への備え(技･家2)

　□副読本「地震災害
への備え」

○けがの応急手当(保2･
防災訓練)

　□副読本「避難者の
一員として」

○たったひとつのたからも
の(2)
○十四歳，最後の手紙
(2)
○ボランティア活動で流し
た涙
　(2)

○火災発生時の避難
○避難訓練事前事後指
導
○校外学習中の安全(2)

　　□副読本「地域の一
員としてできること」

○職場体験学習（２） ○避難訓練③，防災訓練
事前指導
・避難訓練事前指導(帰り
の会)

　□副読本「地震災害
への備え」(全)
・避難訓練事後指導(帰り
の会)

　□副読本「●わたしの
挑戦」(2)

11

○安全点検
○防火施設の点検
○防災講演会事後指導
○津波防災の日(５日)
○ショート避難訓練①

国 ○防災に対する意見文
(国2)

○償い(2) ○防災講演会事後指導

　□副読本「私たちにで
きる心のケア」(全)

12

○安全点検
○学年PTA全体会

○飛鳥へ，そしてまだ見
ぬ子へ　(2)

○冬休みの過ごし方(全) ○冬期休業中の安全(全)

1

○安全点検 ○語りかける目(2)

2

○安全点検
○マニュアルの見直し
○学年PTA全体会

　 ○ふれ合い交流事業(2)

　□副読本「地域の一
員としてできること」（２）

○地域人材活用体験学
習(2)

3

○安全点検
○学校安全点検の評価と反
省
○みやぎ鎮魂の日

○避難訓練事前事後指
導(全)
○春休みの過ごし方(全)

○避難訓練事後指導(帰
りの会)

　□副読本「東日本大
震災と災害の教訓を伝
える施設等」　(全)
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 
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○避難訓練事前事後指
導
○校外学習中の安全(2)

　　□副読本「地域の一
員としてできること」

○職場体験学習（２） ○避難訓練③，防災訓練
事前指導
・避難訓練事前指導(帰り
の会)

　□副読本「地震災害
への備え」(全)
・避難訓練事後指導(帰り
の会)

　□副読本「●わたしの
挑戦」(2)

11

○安全点検
○防火施設の点検
○防災講演会事後指導
○津波防災の日(５日)
○ショート避難訓練①

国 ○防災に対する意見文
(国2)

○償い(2) ○防災講演会事後指導

　□副読本「私たちにで
きる心のケア」(全)

12

○安全点検
○学年PTA全体会

○飛鳥へ，そしてまだ見
ぬ子へ　(2)

○冬休みの過ごし方(全) ○冬期休業中の安全(全)

1

○安全点検 ○語りかける目(2)

2

○安全点検
○マニュアルの見直し
○学年PTA全体会

　 ○ふれ合い交流事業(2)

　□副読本「地域の一
員としてできること」（２）

○地域人材活用体験学
習(2)

3

○安全点検
○学校安全点検の評価と反
省
○みやぎ鎮魂の日

○避難訓練事前事後指
導(全)
○春休みの過ごし方(全)

○避難訓練事後指導(帰
りの会)

　□副読本「東日本大
震災と災害の教訓を伝
える施設等」　(全)

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

    東日本大震災により，歌津地区の中心である伊里前商店街を含め，沿岸部のほぼすべてが被害

を受けた。現在は，盛土工事も進み，新しい町づくりが行われている。 

    本校の学区である旧歌津町の地域の方々の学校への支援は大きく，震災前から各種行事の際に

は多くの協力を得ている。 

  

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組 

（１）組織運営状況 

  平成２４年１１月に防災教育を直接的に支援していただき，また将来的に地域の防災の中核を

担うことを目的として『歌津中学校区防災教育協力者会議』を発足させた。毎年５月と１１月に

会議を開き，歌津中学校と中学校区内の伊里前小・名足小２校の防災教育計画とその成果や課題

について，また地域の防災に関する情報等についての会議をもっている。 

（２）地域連携の取組 

  ① 地域講師による講話：１年生(５月２４日，２６日) 

   ・題「歌津地区の自然と歴史」「歌津地区の災害」とした講話を２時間実施 

  ② 地域安全マップづくり：１年生(５月２７日) 

・「地域の危険個所探し」「地域の歴史探検」を実施し，これをもとに地域安全マップを作成 

  ③ 歌津中学校区地震・津波想定避難訓練及び児童生徒引き渡し訓練：全校共通(６月２３日) 

・中学校区内の２小学校と合同で実施 

  ④ 避難所運営訓練：全校共通(１０月１４日) 

   ・生徒が大人になったときに，再び大地震による津波が発生したという設定で行われるもので，

教員は，ほぼ全員避難民として参加し，生徒の安全面に関すること以外は避難所運営に口出し

しない。いろいろなトラブルや訓練を準備し，生徒は，自分たちで考え，判断し，力を合わせ

てそれらに対処する。また，これまでの１年間で実施した救急救命法訓練等で得た技能を実際

の場面に即した状態で，使うことができるかどうかを問う。 

 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

   今年度，これまで５年間の成果をもとに，歌津中学校防災教育協力者会議をさらに発展させ「歌 

津中学校区防災推進委員会」へと組織を移行し，この新しい組織を主体として歌津中学校区の学

校・地域の防災について，その取組をリードしていきたいと考える。 

   歌津中学校区防災推進委員会を通して，防災に関する各地区の取組と交流，そして防災意識の

かん養，また歌津中学校区の小中学校の防災教育に対するこれまで以上の支援と協力をいただけ

るよう，一層地域との連携を図っていきたい。 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

 
南三陸町立歌津中学校 

 【協力校１年目（平成２８年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況

１ 副読本を活用したカリキュラム  

歌津中学校「みやぎ防災教育副読本」活用年間計画を作成し，各教科・領域において実践する。 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）７月４日－『図上訓練』：３学年  

副読本「第４章 １．避難者の一員として」Ｐ32～34 

    図上訓練の始めに副読本 P32「阪神・淡路大震災における住民による救助の割合」を読んで，

日頃から地域の人たちとどのように関わっていることが大切なのか考えさせた。また，救急救

命法訓練で学んだ知識・技能を生かし，副読本 P33「防災知識 災害発生時は素早い救助が必

要」を読んで，命をつなぐために素早い救助が必要であることを確認させた。 

 小学３年生のとき実際の避難所で感じた不便さ，また副読本 P34の避難所の写真と「避難者

の声」を見て感じた問題点等，そこで挙げられた避難所運営の課題を各班の図上訓練のテーマ

とした。 

（２）９月２８日－『避難所運営訓練 事前活動Ⅰ』：全校  

副読本「第３章 ２．津波災害への備え」Ｐ22～23 

    避難所運営訓練の目的，おおまかな日程等の確認と昨年度の画像，映像を見ながら反省点等

を確認させることを目的とした活動である。 

    避難する際にはハザードマップを活用することを理解させ，副読本 P22のハザードマップに

書き込まれている内容を確認した。さらに，避難行動で大切なことを副読本 P23「津波からの

避難行動」をもとに理解させた。本訓練での高台への避難行動時に生かすことができるように

と意識させた。 

（３）１０月１４日－『避難所運営訓練 振り返り活動Ⅰ』：全校 

副読本「第４章 ２．地域の一員としてできること」Ｐ36～37 

避難所運営訓練終了後，振り返り活動の１時間目として，各活動のリーダーとなった生徒に

活動内容と感想を述べさせた。その後，副読本 P36，37「地域の一員としての災害時の役割を

自覚」を読んで，他の地域，学校の防災訓練の様子を紹介した。そして「地域」というキーワ

ードを確認させ，副読本 P36を活用して地域とともに活動する意義を考えさせた。 

 

３ 生徒の防災意識の変容等 

   防災教育副読本を活用し，防災に関する身近で新しい資料等を見せながら防災学習を展開して

きた。生徒は防災に関する知識を広げ，さらに体験した学習への理解を一層深めることができた

と考える。活動ごとに生徒に記述させている「振り返りカード」からも，成就感と次年度への意

欲が伺える。 

  

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

   体験的な活動の事前活動や事後活動を深めることを目的とした。具体的には，授業の中で副読

本の特定の個所を抽出して活用するという形であった。今後は，各教科・領域で活用した場面は

適切であったかどうかを検討し，副読本を活用した授業展開をさらに工夫していきたい。   
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況

１ 副読本を活用したカリキュラム  

歌津中学校「みやぎ防災教育副読本」活用年間計画を作成し，各教科・領域において実践する。 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）７月４日－『図上訓練』：３学年  

副読本「第４章 １．避難者の一員として」Ｐ32～34 

    図上訓練の始めに副読本 P32「阪神・淡路大震災における住民による救助の割合」を読んで，

日頃から地域の人たちとどのように関わっていることが大切なのか考えさせた。また，救急救

命法訓練で学んだ知識・技能を生かし，副読本 P33「防災知識 災害発生時は素早い救助が必

要」を読んで，命をつなぐために素早い救助が必要であることを確認させた。 

 小学３年生のとき実際の避難所で感じた不便さ，また副読本 P34 の避難所の写真と「避難者

の声」を見て感じた問題点等，そこで挙げられた避難所運営の課題を各班の図上訓練のテーマ

とした。 

（２）９月２８日－『避難所運営訓練 事前活動Ⅰ』：全校  

副読本「第３章 ２．津波災害への備え」Ｐ22～23 

    避難所運営訓練の目的，おおまかな日程等の確認と昨年度の画像，映像を見ながら反省点等

を確認させることを目的とした活動である。 

    避難する際にはハザードマップを活用することを理解させ，副読本 P22のハザードマップに

書き込まれている内容を確認した。さらに，避難行動で大切なことを副読本 P23「津波からの

避難行動」をもとに理解させた。本訓練での高台への避難行動時に生かすことができるように

と意識させた。 

（３）１０月１４日－『避難所運営訓練 振り返り活動Ⅰ』：全校 

副読本「第４章 ２．地域の一員としてできること」Ｐ36～37 

避難所運営訓練終了後，振り返り活動の１時間目として，各活動のリーダーとなった生徒に

活動内容と感想を述べさせた。その後，副読本 P36，37「地域の一員としての災害時の役割を

自覚」を読んで，他の地域，学校の防災訓練の様子を紹介した。そして「地域」というキーワ

ードを確認させ，副読本 P36を活用して地域とともに活動する意義を考えさせた。 

 

３ 生徒の防災意識の変容等 

   防災教育副読本を活用し，防災に関する身近で新しい資料等を見せながら防災学習を展開して

きた。生徒は防災に関する知識を広げ，さらに体験した学習への理解を一層深めることができた

と考える。活動ごとに生徒に記述させている「振り返りカード」からも，成就感と次年度への意

欲が伺える。 

  

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

   体験的な活動の事前活動や事後活動を深めることを目的とした。具体的には，授業の中で副読

本の特定の個所を抽出して活用するという形であった。今後は，各教科・領域で活用した場面は

適切であったかどうかを検討し，副読本を活用した授業展開をさらに工夫していきたい。   

Ⅰ 地域との連携による取組 

１ 地域の実態 

    中学校区は，現在，岡田・中野・鶴巻の３小学校及び高砂小学校の一部で構成されている。本校

は海岸から３ｋｍの距離に位置し，東日本大震災では津波による直接的な被災を受けた。特に，中

野・岡田地区が甚大な被害を受け，中野小学校は，平成２７年度をもって閉校となった。 

  防災教育に関する地域連携の特色としては，防災会議の開催や防災訓練時の生徒の参加が挙げら

れる。東日本大震災の際，当時の中学生が避難所において物資の運搬やこどもの遊び相手を行うな

ど，自分たちにできることを考え，実践してきたことが地域の方々に賞賛・評価された。学校の防

災教育に対する地域の理解・協力は高く，学校への防災教育に対する期待も高い。 

また，小中合同の防災サミットにおいても町内会長，地域防災リーダーをはじめ，多くの方々に

参加いただき，支援や助言をいただいている。 

 

２ 高砂中学校区地域一斉防災会議について 

学校・町内会・避難所運営担当者が集まり，地域一斉

防災会議を年に２回開催している。学校と近隣の町内会

が連携し，地域の防災体制を整えることをねらいとして

おり，現状に応じたマニュアルの改編，意見交換をする

とともに，避難所開設時の担当確認を円滑に行うことが

できた。 

 

３ 町内会及び地域幼稚園の防災訓練へのボランティア    

参加について 

  町内会や近隣の幼稚園では，津波警報発令を想定した  

防災訓練を，本校校舎屋上を避難場所として行ってい 

る。その際，本校生徒が誘導係として避難経路途中に立

ち支援活動を行っている。地域町内会も高齢化が進行し

ており，避難階段の昇降の際，支援を行っている。また，

幼稚園の防災訓練では紙芝居を用いて「災害時の心が

け」を生徒が読み聞かせる場面も設定している。 

 

４ 高中祭における地域への感謝の表現 

  本校の文化祭にあたる高中祭では「当たり前のことが当たり前に使えることの有り難さ」「地域

に笑顔と元気を届ける」という 2つの言葉をもとに表現活動を行っている。地域の方々を招待して

おり，今年度も多くの方々が来校され，生徒の活動に対し大いに支持をいただいた。 

宮城県 

仙台市立高砂中学校 

町内会の防災訓練ボランティア生徒 

紙芝居を使い防災の心がけを話す 
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Ⅱ 防災教育の実践 

１ 高砂中学校の防災教育全体計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第１学年 第２学年 第３学年 
 

教 

 

科 

 

地震のしくみ（理科）「地震のメカニズ

ムを知ろう」＜知＞集団行動（保体）心

肺蘇生と AED（保体）＜知・技＞安全

対策と災害への準備（家庭）＜知・態＞                

集団行動（保体）心肺蘇生と AED（保

体）＜知・技＞日本の様々な災害と防災

（社会）「ハザードマップの作成」「地震

対策」＜知・態＞安全対策と災害への準

備（家庭）＜知・態＞ 

集団行動（保体）心肺蘇生と AED（保

体）＜知・態＞環境問題（社会）＜知＞ 

社会参画と社会貢献（社会）＜態＞安全

対策と災害への準備（家庭）＜知・態＞ 

道 

徳 

   

特

別

活

動 

避難訓練(2 回)自助と共助の精神で健全

で安全な生活態度を形成する。(学校行

事)＜態＞防災ノートの活用（学級会活

動）＜知・技＞ 

避難訓練(2 回)自助と共助の精神で健全

で安全な生活態度を形成する。(学校行

事)＜態＞防災ノートの活用（学級会活

動）＜知・技＞ 

避難訓練(2 回)自助と共助の精神で健全 

で安全な生活態度を形成する。(学校行 

事)＜態＞防災ノートの活用（学級会活

動）＜知・技＞ 

総 

合 

防災ノートの活用＜知・技・態＞ 

防災講演会・防災実習＜知・技＞ 

発達段階に応じた各学年独自の活動 

防災ノートの活用＜知・技・態＞ 

防災講演会・防災実習＜知・技＞ 

発達段階に応じた各学年独自の活動 

防災ノートの活用＜知・技・態＞ 

防災講演会・防災実習＜知・技＞ 

発達段階に応じた各学年独自の活動 

学校教育目標 未来に向かって ゆたかに学び たくましく生きる生徒の育成 

めざす生徒像 気づき，考え，実行する 
（自立・創造・共感） 

防災管理 
連絡体制・救急体制 

避難所の運営 

施設機材の点検整備 

防災教育の目標（自助と共助の精神） 
○自ら命を守り安全に生活する態度

を養う。 
○共に助け合う精神と態度を養う。 

防災組織活動 
防災教育推進体制 

教職員の防災研修 

家庭地域との連携体制 
「総合的な学習の時間」学年別重点目標 

第１学年 
自助 自己をみつめる 

 
 
 

第２学年 
自助と共助 自分づくり学習 

 
 
 

第３学年 
共助 未来の自分と地域 

 
 
 

・地域の災害の特性を理解し、災害のメカニズムや災害への備え、防災体制について理解できる。 

・自他の生命を尊重するとともに、自己や家族の安全はもちろん、地域の人々と助け合い、地域に役立つ精神と行動

ができる。 

発達段階に応じた各学年の道徳における取組 ＜態＞ 

例）自己の責任「天使の声 遠藤さん」自律と責任「車からガソリンを」奉仕の精神「仮設住宅のグリーンカーテン」 

生徒の実態 

震災から 5 年が経過する

が，他校との交流活動や

地域防災活動への参加な

どを積極的に行ってお

り，生徒の防災に対する

意識は高い状態である。 

地域の特性 

学区は太平洋に面し，校

舎付近には七北田川が流

れる。震災時，校舎は津

波により被災し，学区で

ある蒲生地区は甚大な被

害を受けた。 

関連する領域及びその目標 
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Ⅱ 防災教育の実践 

１ 高砂中学校の防災教育全体計画 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 第１学年 第２学年 第３学年 
 

教 

 

科 

 

地震のしくみ（理科）「地震のメカニズ

ムを知ろう」＜知＞集団行動（保体）心

肺蘇生と AED（保体）＜知・技＞安全

対策と災害への準備（家庭）＜知・態＞                

集団行動（保体）心肺蘇生と AED（保

体）＜知・技＞日本の様々な災害と防災

（社会）「ハザードマップの作成」「地震

対策」＜知・態＞安全対策と災害への準

備（家庭）＜知・態＞ 

集団行動（保体）心肺蘇生と AED（保

体）＜知・態＞環境問題（社会）＜知＞ 

社会参画と社会貢献（社会）＜態＞安全

対策と災害への準備（家庭）＜知・態＞ 

道 

徳 

   

特

別

活

動 

避難訓練(2 回)自助と共助の精神で健全

で安全な生活態度を形成する。(学校行

事)＜態＞防災ノートの活用（学級会活

動）＜知・技＞ 

避難訓練(2 回)自助と共助の精神で健全

で安全な生活態度を形成する。(学校行

事)＜態＞防災ノートの活用（学級会活

動）＜知・技＞ 

避難訓練(2 回)自助と共助の精神で健全 

で安全な生活態度を形成する。(学校行 

事)＜態＞防災ノートの活用（学級会活

動）＜知・技＞ 

総 

合 

防災ノートの活用＜知・技・態＞ 

防災講演会・防災実習＜知・技＞ 

発達段階に応じた各学年独自の活動 

防災ノートの活用＜知・技・態＞ 

防災講演会・防災実習＜知・技＞ 

発達段階に応じた各学年独自の活動 

防災ノートの活用＜知・技・態＞ 

防災講演会・防災実習＜知・技＞ 

発達段階に応じた各学年独自の活動 

学校教育目標 未来に向かって ゆたかに学び たくましく生きる生徒の育成 

めざす生徒像 気づき，考え，実行する 
（自立・創造・共感） 

防災管理 
連絡体制・救急体制 

避難所の運営 

施設機材の点検整備 

防災教育の目標（自助と共助の精神） 
○自ら命を守り安全に生活する態度

を養う。 
○共に助け合う精神と態度を養う。 

防災組織活動 
防災教育推進体制 

教職員の防災研修 

家庭地域との連携体制 
「総合的な学習の時間」学年別重点目標 

第１学年 
自助 自己をみつめる 

 
 
 

第２学年 
自助と共助 自分づくり学習 

 
 
 

第３学年 
共助 未来の自分と地域 

 
 
 

・地域の災害の特性を理解し、災害のメカニズムや災害への備え、防災体制について理解できる。 

・自他の生命を尊重するとともに、自己や家族の安全はもちろん、地域の人々と助け合い、地域に役立つ精神と行動

ができる。 

発達段階に応じた各学年の道徳における取組 ＜態＞ 

例）自己の責任「天使の声 遠藤さん」自律と責任「車からガソリンを」奉仕の精神「仮設住宅のグリーンカーテン」 

生徒の実態 

震災から 5 年が経過する

が，他校との交流活動や

地域防災活動への参加な

どを積極的に行ってお

り，生徒の防災に対する

意識は高い状態である。 

地域の特性 

学区は太平洋に面し，校

舎付近には七北田川が流

れる。震災時，校舎は津

波により被災し，学区で

ある蒲生地区は甚大な被

害を受けた。 

関連する領域及びその目標 

２ 高砂中防災学習を通して「めざす生徒像」に近づくためのキーワード 

 

 

 

 

 

 

 

３ 具体的内容 

 ① 正しい知識と情報 

 ・防災ノートの活用 

  平成２５年度から防災学習の教材のひとつとして使用を開始し，   

今年度，改訂を行った。 

学習内容の例 

  ○３学年防災学習「人の力になれる」 

災害時に地域の一員として中学生の自分が「できること」「し 

なければならないこと（心がけること）」を考え，グループで話 

し合い，発表した。 

○一斉防災学習「風水害に備えよう」 

この中学校区が風や大雨で校庭や周辺地区が冠水しやすい地域 

であり，大雨特別警報など水害に対応する知識を学んだ。 

 

② 自分を守る 

・防災訓練（地震想定；５月 火災想定；１１月） 

平成２６年度に大津波警報発令の想定で全員屋上への避難訓練  

実施した。 

 

③ 人の力になれる 

・地区の防災訓練にボランティア生徒が訓練に参加した。 

・幼稚園の防災訓練に中学生がボランティアとして参加し，「さい 

がいのこころがまえ」を紙芝居で園児に読み聞かせした。 

 

④ 伝える 

・国連防災世界会議(2015 年 3月)の発表→（伝える広がり） 

→3 年生修学旅行(東京方面)にて「故郷復興プロジェクト」の取組について発表(2015年 5月) 

→（対話を通じて） 

→スカイプや訪問交流を通して，震災当時の様子や復興のあゆみを紹介(2016年) 

・お茶の水女子大学附属中学校とのスカイプ交流を行った。 

・先輩から後輩への震災・復興に関する語り継ぎ活動を行った。 

・「ねりま防災サミット」への参加…「ねりま防災センター」で生徒が講師として発表。 

①正しい知

識と情報 

②自分を 

守る 

③人の力に 

なれる 

④伝える 
⑥地域への 

貢献 

⑤多くの 

交流 

このような生徒を

育てたい！ 

避難訓練の様子 

防災ノート 
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防災展示室「未来への道しるべ」 

⑤ 多くの交流 

・長野県伊那市立東部中学校との交流（さくらプロジェクト） 

  2012.4 震災の影響で校内のソメイヨシノが枯死・伐採 

  2012.6 東部中の生徒会が中心となりタカトオコヒガンザ 

クラを高砂中に送る運動を開始 

  2012.11 ２本のタカトオコヒガンザクラが校内に植樹され 

る。→さくらプロジェクトの始まり 

今年度の「さくらプロジェクト」 

８月１０日～１１に東部中学校のみなさんが来校。テーマ

ソングの歌詞と今後の交流について話合いを行った 

・神戸市兵庫区中学校５校との交流（こころの絆プロジェクト） 

７月２９日に兵庫区中学校５校のみなさんが来校。本校生

徒が震災当時の体験を話すとともに「震災の記憶を風化させ

ないために必要なことは何か」話し合った。 

神戸，仙台とも被災地として，将来に語り継ぐために必要

なことを発表した。 

 

 ⑥ 地域への貢献 

部活動を通して小学校・市民センターと連携している。 

美術部がハロウィンに向けた作品制作をお手伝い 

新体操部による小学校の子どもたちへの体操指導 

吹奏楽部が地区のお祭りに参加。地域の方々に向けて演奏 

部活動単位などでボランティアを募り，校外での地域貢献活動 

を実施した。 

 

４ 小中連携；小中合同防災サミット 

学区内の小学校の代表生徒・児童で地域防災を考える会議。町 

内会長・地域防災リーダーの方々にもアドバイザーとして討議に 

参加いただいた。 

 

５ 防災展示室「未来への道しるべ」 

震災以降，全国の小中学校や各種団体から手作りの応援メ  

ッセージなどが数多く寄贈された。この部屋は，多くの支援や交流，未来に震災の記録と記憶を伝 

える目的で設置している。今後，震災の記録やアーカイブなどの整理を行い，防災学習の場として 

活用する予定である。 

 

６ 中野小学校メモリアルルーム 

  27 年度末で閉校した中野小学校の歴史を年表や写真で掲示している。また，校旗や体育館に掲示

していた校歌など，実際に校舎内で使用していた展示物，教具も展示している。中野太鼓もこの場

所で保管している。 

さくらプロジェクト 

こころの絆プロジェクト 

小中合同防災サミット 

防災展示室「未来への道しるべ」 
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防災展示室「未来への道しるべ」 

⑤ 多くの交流 

・長野県伊那市立東部中学校との交流（さくらプロジェクト） 

  2012.4 震災の影響で校内のソメイヨシノが枯死・伐採 

  2012.6 東部中の生徒会が中心となりタカトオコヒガンザ 

クラを高砂中に送る運動を開始 

  2012.11 ２本のタカトオコヒガンザクラが校内に植樹され 

る。→さくらプロジェクトの始まり 

今年度の「さくらプロジェクト」 

８月１０日～１１に東部中学校のみなさんが来校。テーマ

ソングの歌詞と今後の交流について話合いを行った 

・神戸市兵庫区中学校５校との交流（こころの絆プロジェクト） 

７月２９日に兵庫区中学校５校のみなさんが来校。本校生

徒が震災当時の体験を話すとともに「震災の記憶を風化させ

ないために必要なことは何か」話し合った。 

神戸，仙台とも被災地として，将来に語り継ぐために必要

なことを発表した。 

 

 ⑥ 地域への貢献 

部活動を通して小学校・市民センターと連携している。 

美術部がハロウィンに向けた作品制作をお手伝い 

新体操部による小学校の子どもたちへの体操指導 

吹奏楽部が地区のお祭りに参加。地域の方々に向けて演奏 

部活動単位などでボランティアを募り，校外での地域貢献活動 

を実施した。 

 

４ 小中連携；小中合同防災サミット 

学区内の小学校の代表生徒・児童で地域防災を考える会議。町 

内会長・地域防災リーダーの方々にもアドバイザーとして討議に 

参加いただいた。 

 

５ 防災展示室「未来への道しるべ」 

震災以降，全国の小中学校や各種団体から手作りの応援メ  

ッセージなどが数多く寄贈された。この部屋は，多くの支援や交流，未来に震災の記録と記憶を伝 

える目的で設置している。今後，震災の記録やアーカイブなどの整理を行い，防災学習の場として 

活用する予定である。 

 

６ 中野小学校メモリアルルーム 

  27年度末で閉校した中野小学校の歴史を年表や写真で掲示している。また，校旗や体育館に掲示

していた校歌など，実際に校舎内で使用していた展示物，教具も展示している。中野太鼓もこの場

所で保管している。 

さくらプロジェクト 

こころの絆プロジェクト 

小中合同防災サミット 

防災展示室「未来への道しるべ」 

岩手県 

八幡平市立西根第一中学校 
〜 郷土の未来を支える人づくりを目指して 〜 

Ⅰ 本校における「いわての復興教育」の展開 

１ 「いわての復興教育」とは 

郷土を愛し，その復興・発展を支える人材を育成するために，各学校の教育活動を通して，３つの

教育的価値（【いきる】【かかわる】【そなえる】）を育てること。 

 

２ 内容 

各学校では，「いわての復興教育」プログラムに基づき，復興教育を学校経営に位置づけ，３つの

教育的価値と具体の 21 項目【表１】と各教科・領域等の教育活動と照らし合わせ，関連を図りなが

ら教育活動を組み立てていく【図１】。 

【表１】「いわての復興教育」における３つの教育的価値と具体の 21項目 

３つの教育的価値 具体の 21項目 

【いきる】 震災津波の経験を踏まえた

生命の大切さ・心のあり

方・心身の健康 

①【かけがえのない生命】 ②【自然との共存】 

③【価値ある自分】 ④【夢や希望の大切さ】 

⑤【やり抜く強さ】 ⑥【心の健康】 ⑦【体の健康】 

【かかわる】 震災津波の経験を踏まえた

人の絆の大切さ・地域づく

り・社会参画 

⑧【家族のきずな】 ⑨【仲間や地域の人々とのつながり】 

⑩【県内外や海外の人々とのつながり】 ⑪【ボランティア】 

⑫【自分と地域社会】 ⑬【地域づくり】 

⑭【復旧・復興へのあゆみ】 

【そなえる】 震災津波の経験を踏まえた

自然災害の理解・防災や安

全 

⑮【東日本大震災津波の様子と被害の状況】 

⑯【自然災害発生のメカニズム】 ⑰【自然災害の歴史】 

⑱【自然災害のライフラインへの影響】 

⑲【災害時における方法の収集・活用・伝達】 

⑳【学校・家庭・地域での日頃の備え】 

㉑【身を守り，生き抜くための技能】 

【図１】「いわての復興教育」の展開 

 

 

３ 本校の復興教育 

本校では，復興教育の目標を「郷土の未来を支える人になろう」とし，本校教育活動との関連およ

び地域の実態から具体の 21項目から 11項目を選択し，進めていくものとした。また，１学年では「地

域を知る」，２学年では「岩手を学ぶ」，３学年では「未来を考える」というテーマを設定し，３年間

を通じて発展的に復興教育が進められるようにした。【図２】 

防災教育については，特に【そなえる】に関する教育活動の中核を成すものとして，「東日本大震

災津波の様子と被害の状況」に加え，本地域で発生する可能性のある火山災害について「防災や安全

についての理解を深める」ことを育てていくものとして位置づけ，推進している。 

教科指導 

道徳教育 

防災教育 

ボランティア教育 

キャリア教育 

地域・学校間交流 など 
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 【図２】本校の復興教育の展開 

    〜郷土の未来を支える人になろう〜 

３つの教育的価値と具体の 21項目  主な教育活動 

【いきる】 
①【かけがえのない生命】 

④【夢や希望の大切さ】 
 

 

薬物乱用教室，思春期講話，職業体験 

心のからだの健康観察，各教科，道徳 

【かかわる】 
⑪【ボランティア】 

⑬【地域づくり】 

ボランティア活動，郷土芸能，道徳 

【そなえる】 ⑮【東日本大震災津波の様子と被害の状況】 

⑯～㉑【火山災害を含む防災や安全についての

学習を深める】 

震災講話，東日本大震災津波追悼集会 

防災講演会，地域調査活動，震災学習 

救命救急講習，避難所運営実習 

避難訓練，各教科，道徳 
  

  
 

Ⅱ 防災教育の実践 

１ 地域の実態 

本校の学区は，岩手県北西部八幡平市にあり，南に岩手山，北に七時雨山を擁し，県都盛岡市より

約 30ｋｍの距離に位置する。 

校舎は高台にあり，地震や洪水による直接の被害を受ける可能性も比較的低いと考えられる。市の

ハザードマップでは，岩手山の噴火により学区の南端を火山泥流が流れる可能性がある地域，３分の

２程度の地域が 10〜20ｃｍの降灰の可能性がある地域に指定されている他は，大きな災害等危険個

所の指定はない。市の防災計画では，緊急避難場所，防災へリポートに指定されており，災害時の地

域避難所としての機能をもっている。 

 

２ 目標 

本校および地域の実態から自然災害等発生時には避難所としての機能を求められるであろうとい

うこと，その際に生徒が避難所運営の一端を担うことで地域の安全確保に寄与できるであろうことか

ら，本校における防災教育のねらいを次のように設定した。 

(1) 岩手山火山噴火への対応を踏まえ，全校・学年などを単位とした防災学習を通して，自然災害

等への対処方法を身につけさせる。 

(2) 自然災害等発生時には，自らの安全を守るだけでなく，ボランティア活動等に積極的に参加し，

地域の人々の安全確保に寄与できるようにする。 

 

３ カリキュラムの編成（平成 28年度） 

４月   

５月 
  

    

 

６月        避難訓練 

７月 
 

   
    

８月   
  

   

９月 
        

10月 
    避難訓練 

 

２学年「震災学習」 

１学年「地域調査活動」 

３学年 

「未来を考える」 
２学年 

「岩手を知る」 
１学年 

「地域を知る」 

防災教育の推進 

共通学習「防災講演会」 

全校オリエンテーション 教員研修①「復興教育研修会」 

教員研修②「防災講習会」 

共通学習 

「救命救急講習」 

教員研修③ 

「避難所運営研修会」 

３学年「避難所運営実習」 
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４ 主な実践 

(1) 共通学習「防災講演会」 

〔育てたい力〕 

○自分が暮らす地域で発生することが想定される自

然災害について理解を深めることができる。 

○防災についての学習活動への関心を深めたり，課

題意識を高めたりすることができる。 

〔内 容〕 盛岡地方気象台気象官を講師として，八幡平市

で起こる可能性のある自然災害，特に火山噴火の

メカニズムと噴火によって起きる災害について講演を行った。 

(2) 共通学習「救命救急講習」 

〔育てたい力〕 

○心肺蘇生法，AED 操作の実技を通じて，応急手当

ての必要性，重要性について理解を深めることが

できる。 

○命の尊さ，互いに助け合うことの大切さについて

考えることができる。 

〔内 容〕 八幡平市消防署員を講師として，AEDの使用と心

肺蘇生，三角巾を使った応急手当て，救急搬送の

方法について実習を行った。この講習は，４年前から教職員を含む全校を対象に行っ

ており，繰り返し学習することにより，より確かな技能の定着を図っている。 

(3) １学年「地域調査活動」 

〔育てたい力〕 

○地域防災についての調査活動や体験活動を通し

て，地域の防災についての理解を深め，防災につ

いて関心をもつことができる。 

〔内 容〕 自然観察員を講師として，溶岩噴出口や溶岩流

を観察しながら，過去に起きた火山噴火による災

害や地域に残る噴火の痕跡などについて講義を受

けた。さらに火山噴火によって想定される被害と

生活への影響について防災マップ，ポスターにまとめた。 

(4) ２学年「震災学習」 

〔育てたい力〕 

○宮古市立田老一中との交流学習から東日本大震災

津波と復興の活動について理解を深め，沿岸部の

防災について考えることができる。 

○震災とその被害の状況について理解を深めること

ができる。 

○命の大切さや防災に対する意識の向上を図ること

ができる。 

〔内 容〕 東日本震災津波の被害と復興の状況について，震災学習列車乗車による被災地見学，

被災地中学校生徒との交流，語り部，被災者を講師とした体験談を通じて理解を深め

た。また，沿岸の防災の現状をもとにして，地域の防災や自分ができる防災のあり方

についてまとめた。 

 

防災講演会 

AEDを使った心肺蘇生 

溶岩流の観察 

語り部に震災津波の様子を聞く 
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(5) ３学年「避難所運営実習」 

〔育てたい力〕 

○訓練，避難所運営を通じて防災についての学習を

深め，地域の安全について考えを深め，防災に自

ら積極的に関わろうとすることができる。 

〔内 容〕 避難所運営実習として，避難所運営ゲーム（「避

難所 HUG」静岡県）を使った机上訓練，ポリエチレ

ン袋を使用した炊き出し実習，避難者の受け入れ

や傷病者の処置，支援物資の配布等を行いながら，

災害時に自分は何ができるのかを考え，地域の防

災のあり方について考えた。 

(6) 教員研修②「防災講習会」 

〔ねらい〕 

○教職員の知識，理解を深めるとともに，防災およ

び防災教育を推進する上での課題を明確にし，学

校安全・防災体制，防災訓練，防災学習の充実を

図る。 

〔内 容〕 「主体的に取り組む態度」を育む防災教育のあり方について，岩手大学大学院より

講師を招き，防災教育推進の目標，指導を進める上での留意点について研修を行った。

日常の備えや的確な判断のもと主体的に行動できる生徒，地域防災や助け合いを理解

し進んで活動できる生徒の育成，防災教育の基盤として生命尊重の考えを育てる必要

があることが話された。 

(7) 教員研修③「避難所運営研修会」 

〔ねらい〕 

○大規模災害時における応急対応として，避難所運

営を机上で検討し，事前対策や防災訓練の重要性

について認識する。 

○災害発生時を想定し，運営本部の活動，施設の使

い方，要援護者の配慮，不測の事態への対応など

を体験することで，避難所運営を含む防災教育の

課題と対策を考える。 

〔内 容〕 避難所運営ゲーム（「避難所 HUG」）による机上訓練を通じて，避難所運営および防

災教育のあり方について理解を深めるとともに，避難所運営を中心とした防災学習の

進め方について検討，共通理解を図った。 

炊き出し訓練 

避難者の受け入れ 

避難所運営研修 

Ⅲ 今後の取組 

 本地域は、東日本大震災津波や近年の台風等自然災害による大きな被害は幸いにもなかった。だから

こそ、記憶の風化や防災に対する意識，地域の災害対策などの課題は多いと考えられる。復興・防災教

育を推進していく中で，気象災害に対する知識が深まったり，生徒の災害に対する危機意識や地域防災

に対する関心の高まりが見られたりするなど，学校が中心となって復興・防災教育を進めていくことの

意義は大きいと言える。また，それぞれの活動をどのように関連づけていけばよいのか，活動を通じて

どのような力を育てていけばよいのかなどが明確になってきた。 

 今後は，地域との連携を進めながら，活動の精査とより一層の充実を図り，「郷土の未来を支える人

づくり」を目指して，復興・防災教育を推進していきたい。 
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Ⅰ 地域との連携による取組 

１ 地域の実態 

● 小・中学校裏山が土砂災害危険区域に指定され

ている。→災害は決して人ごとではない。 
● 地域には高齢者が多く、特に昼間は若い働き手

がいない。→地域防災の担い手として期待され

る。 
● 土砂崩れ等により道路が寸断され、地域が孤立

する可能性が高い。→学校が避難所として提供

される可能性がある。 
 
２ 防災教育の見直しにあたって 

（１）釜石市の視察訪問 

 本校の防災教育を見直すにあたり、岩手県釜石市の教育

委員会を全職員で訪問した。子どもたちへの防災教育を推

進するにあたり，指導者自身が現場の空気感，危機感を感

じ，防災の必要性を伝えていく必要があると考えたためで

ある。 
 釜石市の小・中学生らは，地震の直後から教師の指示を

待たずに避難を開始。「津波が来るぞ，逃げるぞ」と周囲に

知らせながら，保育園児のベビーカーを押し，お年寄り

の手を引いて高台に向かって走り続け，全員無事に避難

することができたとのことである。 
 釜石市の防災教育の説明をしてくださった教育委員会学校教育課

佐々木課長はいう。「防災教育とはつまるところ人づくりです。」海の恵

みを享受できる釜石では，地震・津波を必要以上に恐れるのではなく，

津波があったら率先して逃げるという姿勢を教え続けることが地域を

大事にする子どもを育てることにつながり，地元に貢献する人間の育成

につながる。防災教育は，生き方指導，人づくりです。」・・・と。どれ

だけハードを整備しても，その想定を超える災害は起きうる。最後に頼

れるのは，一人ひとりが持つ社会対応力であり，それは教育によって高める

ことができる。釜石ですら教員の防災意識の喚起が課題であるという。今回，

全職員が参加して実際の被災地に立ち，空気感を共有できたことは大変意義

深いものだった。 
 

福島県 

柳津町立西山中学校 

モニュメントに置き換えら

れた「奇跡の一本松」 

町長はじめ多数の町議が犠牲となった大槌町役場跡 
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災害や防災についての知識を身に付け、地域社会の一員として、進んで地域の安全に貢献でき

るようにする。 

 
（２）本校における防災教育のねらい  

  釜石市の事例で、本校防災教育改善のために注目したことは次の２点である。 
① 釜石市の小・中学生らは，地震の直後から教師の指示を待たずに避難を開始したこと 
② 「津波が来るぞ，逃げるぞ」と周囲に知らせながら，保育園児のベビーカーを押し，お年寄

りの手を引いて高台に向かって走り続けたこと 
 つまり、災害の発生にあたっては、第１に自らの判断で主体的に自分の身を守る行動をとれる生

徒を育成すること、第２に地域防災の担い手としての意識を高める必要があること、である。そこ

で、本校の防災教育のねらいを次のように定めた。 

 
３ 防災学習で目指す生徒像 

西山中学校では，学校課題をふまえ，以下のように目指す生徒像を設定し防災学習を推進した。 
 
 
 
 
 
 
 
４ 主な実践内容 

 前述のねらいを達成するために実践した内容は次の通りである。 
■ 授業実践                             （西山小・中学校）  
〔 ５月～１２月〕  研究テーマに迫るため，小・中それぞれ防災に関する授業を実施 
■ 地域ハザードマップ作成               （西山小学校 PTA）   
〔 ５月〕ＰＴＡが危険箇所を写真撮影して持ち寄り，ハザードマップを作成 
■ 地区児童・生徒会危険箇所確認            （西山小・中学校）  
〔 ７月 ７日（月）〕小・中学生が居住地区ごとに別れ、地図上で危険箇所を確認 
■ 防災ハンカチ作成                  （西山小・中学校）  
〔１２月〕      ハザードマップをもとにハンカチを作成，日頃の携帯を推進 
■ 地域・消防団・日本赤十字社との合同防災訓練     （西山小・中学校）  
〔 ９月 ６日（土）〕小・中学生が地域に声をかけ合いながら合同で避難，消防団訓練と合流 

 

 

 

 

 

 

目指す生徒像 

① 地域の自然環境，災害や防災について正しい知識を身に付けるとともに，防災に関する日常

の備えを見直し，災害に対して適切な行動ができる生徒。 
② 災害発生時及び事後に，自己の安全ばかりでなく，地域社会の一員として，進んで他の人々

や集団，地域の安全に役立つ行動ができる生徒。 
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災害や防災についての知識を身に付け、地域社会の一員として、進んで地域の安全に貢献でき

るようにする。 

 
（２）本校における防災教育のねらい  

  釜石市の事例で、本校防災教育改善のために注目したことは次の２点である。 
① 釜石市の小・中学生らは，地震の直後から教師の指示を待たずに避難を開始したこと 
② 「津波が来るぞ，逃げるぞ」と周囲に知らせながら，保育園児のベビーカーを押し，お年寄

りの手を引いて高台に向かって走り続けたこと 
 つまり、災害の発生にあたっては、第１に自らの判断で主体的に自分の身を守る行動をとれる生

徒を育成すること、第２に地域防災の担い手としての意識を高める必要があること、である。そこ

で、本校の防災教育のねらいを次のように定めた。 

 
３ 防災学習で目指す生徒像 

西山中学校では，学校課題をふまえ，以下のように目指す生徒像を設定し防災学習を推進した。 
 
 
 
 
 
 
 
４ 主な実践内容 

 前述のねらいを達成するために実践した内容は次の通りである。 
■ 授業実践                             （西山小・中学校）  
〔 ５月～１２月〕  研究テーマに迫るため，小・中それぞれ防災に関する授業を実施 
■ 地域ハザードマップ作成               （西山小学校 PTA）   
〔 ５月〕ＰＴＡが危険箇所を写真撮影して持ち寄り，ハザードマップを作成 
■ 地区児童・生徒会危険箇所確認            （西山小・中学校）  
〔 ７月 ７日（月）〕小・中学生が居住地区ごとに別れ、地図上で危険箇所を確認 
■ 防災ハンカチ作成                  （西山小・中学校）  
〔１２月〕      ハザードマップをもとにハンカチを作成，日頃の携帯を推進 
■ 地域・消防団・日本赤十字社との合同防災訓練     （西山小・中学校）  
〔 ９月 ６日（土）〕小・中学生が地域に声をかけ合いながら合同で避難，消防団訓練と合流 

 

 

 

 

 

 

目指す生徒像 

① 地域の自然環境，災害や防災について正しい知識を身に付けるとともに，防災に関する日常

の備えを見直し，災害に対して適切な行動ができる生徒。 
② 災害発生時及び事後に，自己の安全ばかりでなく，地域社会の一員として，進んで他の人々

や集団，地域の安全に役立つ行動ができる生徒。 

Ⅱ 防災教育の実践 

実践１ 授業実践 

《主な指導内容》 

① 災害の種類と，それぞれの災害の特徴を考えよう。 
② 地域の危険箇所を調べよう。 
③ 災害時に被害を出さないようにするためにはどうすれ

ばよいか考えよう。 
④ 地域の実態を調べよう。 
⑤ 自主防災訓練を行おう。１時間 
⑥ 地域の防災訓練で成果を確かめよう。 

 
実践２ 地区児童・生徒会危険箇所確認・防災ハンカチ作成 

１ 危険箇所マップ作成の目的 

 小学校低学年の子どもも含め，上級生や中学生の助言を得ながら，住んでいる地域の危険性を

改めて認識するとともに，危険を回避できる資質や能力を養う。 
 
２ 危険箇所マップを作成するにあたって配慮したこと 

① 危険箇所マップは，各地区の実情と季節によって変化する環境を踏まえて作成する。 
② 危険箇所マップ作成では，子どもたちが互いの情報を共有できるよう配慮する。 
③ 作成した危険箇所マップは，子どもたちが常に確認できるような場所に掲示しておく。→

防災ハンカチの作成へ 
 
３ 活動の実際 

（１）ハザードマップの作成 

 各地区ＰＴＡより危険箇所をあげていただき，その情報をもとにその場に赴き，写真を撮影し

て作成した。作成したマップは小・中で共有し，各家庭に配付するとともに，授業等でも活用し

た。 
 マップには，各地区に居住する小・中の児童・生徒名も掲載されており，有事の際の人員確認

がしやすいように工夫した。 
 

（２）防災ハンカチの作成 

 上記のハザードマップの情報をもとに，常に携帯で

きる情報源となるよう，ハンカチを作成した。ハンカ

チには，各地区の危険箇所の他に，避難方法等をわか

りやすいイラストで示した。また，非常持出品の例な

ども掲載した。 
 
 
 

61



実践３ 地域・消防団・日本赤十字社との合同防災訓練 

 平成２６年 ９月 ６日（土），これまでに学ん

できた防災の知識を実践を通して確認する場とし

て，西山小・中学校，地域，消防団，日本赤十字

社合同による防災訓練を実施した。 
当日は「ゲリラ豪雨により，学校裏山をはじめ，

各地で土砂崩れが発生，道路も寸断され，地域が

孤立化してしまう。」という設定もと，次の（１）

～（５）に主眼をおいて訓練を行った。 
（１）小・中学生が率先避難者となること 

① 地域住民の避難も促す 
② 中学生が小学生（低～中学年）を誘導

する 
③ 地域の年配の方の避難補助を行う 

（２）避難所となった場合の避難所運営の補助          

ができるようにすること 

① 炊きだしの補助 
② 炊きだし提供等の補助 

（３）避難所での負傷者の手当ができるようにすること 
（４）いざという時の消火要員の一員としての自覚を持つこと 
（５）安全が確認された後の保護者へのスムーズな引き渡しができること 
 

Ⅲ 研究を通して 

 本年度は，地域・消防団との合同防災訓練を検証の機会とすることで，校内の防災教育の構想を

体系化することができ，より自校の実態に即した指導を行うことができた。また，釜石市での研修

等を通し，防災教育は地域の人を守ることにつながる。すなわち，郷土愛を育む活動と両輪の関係

にある。ということを知り，防災教育とともに，子どもたちが地域の魅力を発掘する取り組みを行

ってきた。  
 そうした背景から，合同防災訓練後の生徒の感想からは「今回は避

難経路に沿って，避難するように声をかけたが，もっと多くの地域の

人に声をかけられるようにしたい。」という感想がみられた。このこ

とから，本校の目指す「地域防災の担い手」としての役割について児

童生徒が理解を深めることができたといえる。今後は，高まった子ど

もたちの気持ちに応えるためにも，さらに地域防災に係る学校の役割

について研究を深めていきたい。 
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実践３ 地域・消防団・日本赤十字社との合同防災訓練 

 平成２６年 ９月 ６日（土），これまでに学ん

できた防災の知識を実践を通して確認する場とし

て，西山小・中学校，地域，消防団，日本赤十字

社合同による防災訓練を実施した。 
当日は「ゲリラ豪雨により，学校裏山をはじめ，

各地で土砂崩れが発生，道路も寸断され，地域が

孤立化してしまう。」という設定もと，次の（１）

～（５）に主眼をおいて訓練を行った。 
（１）小・中学生が率先避難者となること 

① 地域住民の避難も促す 
② 中学生が小学生（低～中学年）を誘導

する 
③ 地域の年配の方の避難補助を行う 

（２）避難所となった場合の避難所運営の補助          

ができるようにすること 

① 炊きだしの補助 
② 炊きだし提供等の補助 

（３）避難所での負傷者の手当ができるようにすること 
（４）いざという時の消火要員の一員としての自覚を持つこと 
（５）安全が確認された後の保護者へのスムーズな引き渡しができること 
 

Ⅲ 研究を通して 

 本年度は，地域・消防団との合同防災訓練を検証の機会とすることで，校内の防災教育の構想を

体系化することができ，より自校の実態に即した指導を行うことができた。また，釜石市での研修

等を通し，防災教育は地域の人を守ることにつながる。すなわち，郷土愛を育む活動と両輪の関係

にある。ということを知り，防災教育とともに，子どもたちが地域の魅力を発掘する取り組みを行

ってきた。  
 そうした背景から，合同防災訓練後の生徒の感想からは「今回は避

難経路に沿って，避難するように声をかけたが，もっと多くの地域の

人に声をかけられるようにしたい。」という感想がみられた。このこ

とから，本校の目指す「地域防災の担い手」としての役割について児

童生徒が理解を深めることができたといえる。今後は，高まった子ど

もたちの気持ちに応えるためにも，さらに地域防災に係る学校の役割

について研究を深めていきたい。 
 

 

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

福岡中学区は，白石川に面する地域から蔵王連邦の麓一帯の広大な地域であり，地域により，抱

えるリスクは大きく異なる。特に山間部では，スクールバスの通学路が土砂災害の危険をはらんで

いる。冬季は雪害も想定されている。また，白石川堤防の越水等による洪水の危険などの水害，活

断層による直下型地震の危険も懸念される地域である。 

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

今年度は，２年後から継続的に機能する組織をつくりあげる過程であり，現存する白石市小・中 

学校防災主任者会の部組織の併用からはじめた。 

平成２８年度の福岡中学校区の防災上の諸課題について情報を共有するために「福岡中学校地域 

防災推進委員会」（仮）を立ち上げた。 

（２）地域連携の取組 

  １）「白石市（福岡地区）総合防災訓練生徒参加」 【出席者 地区民・生徒合わせ約２００名】 

平成２８年６月１２日（日）９：００～  福岡中学校体育館・校庭 

白石市沖地区・山ノ下地区住民，白石市総務部危機対策室職員，福岡中学校職員（校長，教頭，

教務主任，防災主任），吹奏楽部・男子卓球部・女子バレーボール部生徒と顧問 

○内容                      【消防団との土のうづくり訓練】                                               

   ・避難所開設・避難所運営委員会組織訓練・避難所

運営委員会組織訓練・避難者受入訓練・避難所生

活体験訓練・夜間想定訓練 

   ・生徒は，ダンボールベットづくりや土のうづくり

訓練に参加した。生徒の参加により，訓練の雰囲

気が変わり地域住民は歓迎した。 

２）「第１回福岡中学校地域防災推進委員会」【出席者１７名】１５：００～ 福岡中学校図書室 

 ○参加者 

・福岡地区自治会長，副会長，行政区長，福岡中学校評議員，消防団福岡分団長，主任児童民 

生委員，白石市危機管理室長，白石市防災担当者，校長会防災担当校長，東中学校安全主幹， 

福岡小防災主任，深谷小防災主任，福岡中学校職員（教頭，教務主任，防災主任）             

○内容                         【地域危険箇所の記入】 

①開催の経緯説明と平成２８年度の福岡中学校区の  

防災上の諸課題について②本校生徒の防災意識のア 

ンケート調査から③各地区の防災体制と各地区の防 

災上のリスクや危険箇所等の把握についての情報交 

換を次年度に生かす。④今年度地域防災訓練の成果 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

白石市立福岡中学校 

 【協力校１年目（平成２８年度～）】 
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と課題についての情報交換今後の活動と組織間の連携の在り方について 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

（１）小中の連携について 

     福岡中は，２つの小学校から中学校に生徒が通っている。地域との連携については，中学 

校，小学校それぞれが防災教育に取り組み，また，地域もそれぞれ防災活動に取り組んでお 

り，中学校区としてまとまっていかなければならない。また，地区の防災訓練など共通意識 

で実践していかなければならない。 

 （２）地域との連携について 

     過去に大きな災害を受けなかった地区の方々の防災意識を高め，地域防災訓練を中学校区

全体が共通意識で取り組めるような取り組みをしなければならない。 

（３）市との連携について 

今後は市の防災訓練と地区・学校がどのように関わっていけばよいか考える必要がある。 

実際の場面での市との連携がとれるよう協議しなければならない。 

Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム    ２ 副読本を活用した授業実践の概要（保健体育科） 

             

３ 生徒の防災意識の変容等 

   自分で考え判断して行動することの大切さに気付く生徒がで出て 

きた。また，自分の命は自分で守ることの必要性を感じる生徒が増 

えた。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

（１）教職員が校区のことをよく知り，大震災の教訓を長く伝えてい 

 く必要性の共通理解を図る。 

（２）教科の中で活用する場合は，補助資料として活用場面をよく吟 

 味し教科のねらいと防災のねらいを達成できるようにする。 

（３）未来の先生方のためにも，実践記録を蓄積して教材化を図る。 

 

 

 

64
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校，小学校それぞれが防災教育に取り組み，また，地域もそれぞれ防災活動に取り組んでお 

り，中学校区としてまとまっていかなければならない。また，地区の防災訓練など共通意識 

で実践していかなければならない。 

 （２）地域との連携について 

     過去に大きな災害を受けなかった地区の方々の防災意識を高め，地域防災訓練を中学校区

全体が共通意識で取り組めるような取り組みをしなければならない。 

（３）市との連携について 

今後は市の防災訓練と地区・学校がどのように関わっていけばよいか考える必要がある。 

実際の場面での市との連携がとれるよう協議しなければならない。 

Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム    ２ 副読本を活用した授業実践の概要（保健体育科） 

             

３ 生徒の防災意識の変容等 

   自分で考え判断して行動することの大切さに気付く生徒がで出て 

きた。また，自分の命は自分で守ることの必要性を感じる生徒が増 

えた。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

（１）教職員が校区のことをよく知り，大震災の教訓を長く伝えてい 

 く必要性の共通理解を図る。 

（２）教科の中で活用する場合は，補助資料として活用場面をよく吟 

 味し教科のねらいと防災のねらいを達成できるようにする。 

（３）未来の先生方のためにも，実践記録を蓄積して教材化を図る。 

 

 

 

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

  本校学区は仙台港に近く津波の被害があった大代地区と丘陵地帯の笠神地区から成っている。住

宅地がほとんどで，人口は共に約４５００人である。地区住民は学校に協力的で，学校支援地域本

部事業では地域ボランティアの方が活躍している。両地区とも自主防災組織を編成し活動してい

る。高齢者が多く災害の際の要支援者の避難が課題になっている。  

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

 本校では平成２６年度から年１回７月に学校主催による「地域防災と子どもを語る会」を大代，

笠神の両地区で開催するなど地域連携組織の素地があった。 

今回の指定を受け行政区の区長に集まっていただき説明会を開催した。その後，防犯協会，防災

担当者，公民館長，学校評議員等に趣旨説明を行い設立にむけて準備した。 

９月１３日（火），アドバイザーに東北大学災害科学国際研究所の佐藤翔輔先生，委員長に東豊

中学校長，副委員長に大代地区長，笠神自治会長など計１９名の委員で組織し設立総会を開いた。

年２回の会議を予定している。 組織図                     
              委員長（校長）       アドバイザー 
    
 
      副委員長（区長）       副委員長（区長） 
 
 
 区長   防災担当者   防犯協会長   公民館長   小中教員 ＰＴＡ  

（２）地域連携の取組 

  １１月に行われる多賀城市総合防災訓練に向けて，計画段階で学校と地域が打合せをもち，学校

単位で行っていた訓練を，地域単位に変更した。地域そして小学校と連携することでより実践的な

訓練を目指している。 

  １年生は総合的な学習の時間で，「地域防災を考えよう」をテーマに生徒が大代地区，笠神地区

を２日間にわたって調査活動した。その際，地域ボランティア１３名の方に，地域の説明と安全面

のサポートをしていただいた。 

  今後は２年生で保健体育の「応急手当」での指導・補助，１・２年生で「東日本大震災を乗り越

えて」というテーマで講話をいただく予定である。 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

  設立当初の理念や取組を次の年度に確実に引継ぐ体制づくりが必要である。防災の授業や行事の

情報を発信し，地域の方に理解していただけるよう工夫しなければならない。 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

  ４月 地区生徒会（全学年）「津波警報が出たら」第２章２「津波被害を学ぶ」 

５月 社会（２年）「自然災害と防災への取組」第２章１「地震災害を学ぶ」 

     技術（２年）「インターネットの活用」 第３章４「災害時の情報の収集と活用」 

     家庭（３年）「私たちの家庭生活と地域」第４章２「地域の一員としてできること」 

６月 総合的な学習の時間（全学年）「学校で地震があったら」第３章１「地震災害への備え」 

７月 社会（３年）「持続可能な社会に向けて」第５章「東日本大震災からの復旧・復興」 

９月 総合的な学習の時間（全学年）「大雨・突風などによる災害を学ぶ」 

                                              第２章４「大雨・突風などによる災害を学ぶ」 

１０月 総合的な学習の時間「地域の一員として」（全学年） 

第４章２「地域の一員としてできること」 

１１月 保健体育（２年）「応急手当」     第４章２「地域の一員としてできること」 

１２月 行事  （３年）保健講話「ストレスマネジメント」第６章２「私たちにできる心のケア」 

  ２月 理科  （１年）「地震災害を学ぶ」  第２章１「地震災害を学ぶ」 

  ３月 行事（１・２年）「東日本大震災を乗り越えて」第５章「東日本大震災からの復旧・復興」 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）中学校１年生   

  第３章２「津波災害への備え」総合的な学習の時間 「防災マップづくり」 

ＮＰＯ法人減災サポートセンターから講師を招き，地域の方と調査活動を行い，防災マップを作

成し発表会を行った。 

（２）中学校２年生 

  第４章１「避難者の一員として」総合的な学習の時間「地域の一員として」    

  自分の住んでいる地区の避難場所，人口や高齢者（要支援者）の数などをとおして，避難所で中

学生ができることや在り方について考えた。 

（３）中学校３年生 

  第１章「３．１１を忘れない」英語科 Unit 4 To Our Future Generations 

  奇跡の一本松で製作したバイオリンの話をもとに，階上中の生徒会長の言葉等，震災を後世に伝

えていくためにはどうしたらよいか考えた。 

３ 児童の防災意識の変容等 

  防災教育を行うことによって，自分の住んでいる地域の地形，危険な箇所，緊急時に避難できる

場所など，意識するようになった。（観察や感想文から） 

  「地域の一員として」の授業では，人を助けることにためらいなどがあったが，授業後には進ん

で助けたいと考える生徒が増えるなど内面の変化も見受けられた。（アンケート結果）  

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  同じテーマの授業では全学年同じ指導案で行ったが，発達段階等を考慮した指導を行わなければ

ならないことが分かった。副読本では１時間扱いでも，内容や付随する部分が多く１時間の中で指

導しきれなかった。指導内容の精選と指導計画の修正が必要である。 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

  ４月 地区生徒会（全学年）「津波警報が出たら」第２章２「津波被害を学ぶ」 

５月 社会（２年）「自然災害と防災への取組」第２章１「地震災害を学ぶ」 
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６月 総合的な学習の時間（全学年）「学校で地震があったら」第３章１「地震災害への備え」 

７月 社会（３年）「持続可能な社会に向けて」第５章「東日本大震災からの復旧・復興」 

９月 総合的な学習の時間（全学年）「大雨・突風などによる災害を学ぶ」 

                                              第２章４「大雨・突風などによる災害を学ぶ」 

１０月 総合的な学習の時間「地域の一員として」（全学年） 

第４章２「地域の一員としてできること」 

１１月 保健体育（２年）「応急手当」     第４章２「地域の一員としてできること」 

１２月 行事  （３年）保健講話「ストレスマネジメント」第６章２「私たちにできる心のケア」 

  ２月 理科  （１年）「地震災害を学ぶ」  第２章１「地震災害を学ぶ」 

  ３月 行事（１・２年）「東日本大震災を乗り越えて」第５章「東日本大震災からの復旧・復興」 

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）中学校１年生   

  第３章２「津波災害への備え」総合的な学習の時間 「防災マップづくり」 

ＮＰＯ法人減災サポートセンターから講師を招き，地域の方と調査活動を行い，防災マップを作

成し発表会を行った。 

（２）中学校２年生 

  第４章１「避難者の一員として」総合的な学習の時間「地域の一員として」    

  自分の住んでいる地区の避難場所，人口や高齢者（要支援者）の数などをとおして，避難所で中

学生ができることや在り方について考えた。 

（３）中学校３年生 

  第１章「３．１１を忘れない」英語科 Unit 4 To Our Future Generations 

  奇跡の一本松で製作したバイオリンの話をもとに，階上中の生徒会長の言葉等，震災を後世に伝

えていくためにはどうしたらよいか考えた。 

３ 児童の防災意識の変容等 

  防災教育を行うことによって，自分の住んでいる地域の地形，危険な箇所，緊急時に避難できる

場所など，意識するようになった。（観察や感想文から） 

  「地域の一員として」の授業では，人を助けることにためらいなどがあったが，授業後には進ん

で助けたいと考える生徒が増えるなど内面の変化も見受けられた。（アンケート結果）  

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  同じテーマの授業では全学年同じ指導案で行ったが，発達段階等を考慮した指導を行わなければ

ならないことが分かった。副読本では１時間扱いでも，内容や付随する部分が多く１時間の中で指

導しきれなかった。指導内容の精選と指導計画の修正が必要である。 

 

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

  本校学区は宮城県北・栗原市のほぼ中央部に位置し，市役所，県合同庁舎，築館高校，栗原文

化会館，重要文化財薬師如来像などがあり，市内の行政や教育文化の中心となっている。 

平成２０年６月の岩手・宮城内陸地震では震度６弱，平成２３年３月に発生した東日本大震災

では震度７を記録した。また，北上川の支流の一つである一迫川が流れており，平成２７年９月

の関東・東北豪雨では決壊した。これらのこともあり，地域の防災意識は高く，本校生徒に対す

る防災教育への協力体制は市の消防本部，市役所危機対策課などを中心に整っており，それぞれ

の部署がていねいに対応していただいている。 

 

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１） 組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

  ・「築館中学校防災連絡会議」と称して，平成 24年度から年３回ほど話合いの場を設けている。 

  ・メンバーは，栗原市消防本部，市役所危機対策課，ジオパーク推進室，本校ＰＴＡ会長と防

災担当教職員で構成している。 

・話し合いは，「『自助・共助』の精神で災害時に命を大切にできる人材の育成」が本校の防災

教育のねらいの一つであることを踏まえて，築館中学校総合防災訓練の持ち方及び反省につ

いての内容をメインに進めている。 

 

（２） 地域連携の取組 

  今年度の築館中学校総合防災訓練(11/2)の内容とそれぞれの主担当は次の通りである。 

  【栗原市消防本部】……「積み土のう」「応急手当」「簡易タンカ」「バケツリレー」「消火器」 

  【ジオパーク推進室，国立花山青少年自然の家】……「火おこし」 

  【市役所危機対策課・管財課】……「避難所運営」 

【民生委員，地域住民(駅前地区中心)，ＰＴＡ会員とその家族】……「避難所運営」 

【宮城県松島自然の家】……「簡易テントづくり」 

    

 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

総合防災訓練(特に避難所運営)の実施に当たっては，平日実施のため働き盛りの３０～５０代

の方々に参加していただくことが難しく，ややリアリティに欠ける面がある。 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

栗原市立築館中学校 

 【協力校１年目（平成２８年度～）】 

平成２７年度 

築館中学校 

総合防災訓練の様子 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要 

（１）６月 全学年 「宮城を支える君たちへのメッセージ」 

「栗原市防災の日(6/14)」の前日に，各学級で『岩手・宮城内陸地震』について覚えているこ

とを想起させた。また，どのような被害があったかについて学級担任から補足説明した。当日は，

抜き打ちで大地震想定の避難訓練を実施した。その日の帰りの会で，「未来への絆（p.4,5）」の読

み合わせをし，大地震に備える心構えを確認した。 

（２）９月 全学年 「災害時の情報の収集と活用」 

特別警報が発令された，平成２７年９月１１日の関東・東北豪雨について覚えていることを想

起させた。また，どのような被害があったかについて学級担任から補足説明する中で，「未来への

絆（p.28～31）」を活用した。 

 （１），（２）ともに，副読本を活用する際には指導略案（発問や指示を具体的に示したもの） 

を担当で準備している。それによって，学級担任などの指導する側の負担感を軽減するように努 

めている。そして指導の方向性を一貫することによって，生徒の防災意識に温度差が生じること 

がなくなることをねらいとしている。 

 

３ 生徒の防災意識の変容等 

 ・実践前は，『岩手・宮城内陸地震』についての明確な記憶がほぼない生徒が多かったが，熊本地 

震と同様に内陸型の地震だったことを確認できた。 

・ニュースや天気予報などから情報収集する姿勢を，日常的に持つことの大切さを理解できた。 

 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  本校の防災教育では，主に次の工夫をしている。①朝や帰りの短学活の時間を積極的に活用す

ること。②社会科や理科の学習の関連する単元でみやぎ防災教育副読本を補助教材として活用す

ること。そのため，副読本を活用した指導について大きな問題点はないと考える。ただし副読本

の冊数が不足しているためにカラー写真などの提示ができず，説得力がやや欠ける場合がある。 

【築館中「副読本活用計画」】 

 ・中学校３年間で副読本のすべてのページを活用していく。 

 ・学活（短学活を含む），道徳，総合的な学習の時間及び教科（社会や理科）における指導を効果的なもの

にするために活用する。 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 副読本を活用した授業実践の概要 

（１）６月 全学年 「宮城を支える君たちへのメッセージ」 

「栗原市防災の日(6/14)」の前日に，各学級で『岩手・宮城内陸地震』について覚えているこ

とを想起させた。また，どのような被害があったかについて学級担任から補足説明した。当日は，

抜き打ちで大地震想定の避難訓練を実施した。その日の帰りの会で，「未来への絆（p.4,5）」の読

み合わせをし，大地震に備える心構えを確認した。 

（２）９月 全学年 「災害時の情報の収集と活用」 

特別警報が発令された，平成２７年９月１１日の関東・東北豪雨について覚えていることを想

起させた。また，どのような被害があったかについて学級担任から補足説明する中で，「未来への

絆（p.28～31）」を活用した。 

 （１），（２）ともに，副読本を活用する際には指導略案（発問や指示を具体的に示したもの） 

を担当で準備している。それによって，学級担任などの指導する側の負担感を軽減するように努 

めている。そして指導の方向性を一貫することによって，生徒の防災意識に温度差が生じること 

がなくなることをねらいとしている。 

 

３ 生徒の防災意識の変容等 

 ・実践前は，『岩手・宮城内陸地震』についての明確な記憶がほぼない生徒が多かったが，熊本地 

震と同様に内陸型の地震だったことを確認できた。 

・ニュースや天気予報などから情報収集する姿勢を，日常的に持つことの大切さを理解できた。 

 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

  本校の防災教育では，主に次の工夫をしている。①朝や帰りの短学活の時間を積極的に活用す

ること。②社会科や理科の学習の関連する単元でみやぎ防災教育副読本を補助教材として活用す

ること。そのため，副読本を活用した指導について大きな問題点はないと考える。ただし副読本

の冊数が不足しているためにカラー写真などの提示ができず，説得力がやや欠ける場合がある。 

【築館中「副読本活用計画」】 

 ・中学校３年間で副読本のすべてのページを活用していく。 

 ・学活（短学活を含む），道徳，総合的な学習の時間及び教科（社会や理科）における指導を効果的なもの

にするために活用する。 

みやぎ防災教育推進協力校事業

東松島市立矢本第二中学校
【協力校１年目 （平成２８年度～）】

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況

１ 地域の実態
本校の学区は，大曲地区と赤井地区の２地区がある。震災の影響が大きかった海岸沿いの大曲地区

は，住民の防災に対する意識が高く，内陸の赤井地区は意識が低い傾向にある。また，市の総合防災
訓練として，隔年で児童・生徒が地域で被災した設定で実施している。

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス）
校外組織としては，大曲地区と赤井地区の２つの地区の自主防災組織を活用する。また，PTA の

校外指導部の組織も活用する。
小中連携の視点では，兄弟校２つの小学校と小中交流会の場面を活用し，「矢本二中学区防災担当

者連絡協議会」を組織した。
校内組織としては，校内研究の中に防災教育も位置づけ，防災教育研究部として，各学年２名ずつ

８名で組織した。さらに，生徒会担当と連携し，専門委員会の活用と生徒集会の企画・運営に携わる。
地区生徒会を組織し，各地区ごとの避難場所や避難所を確認するだけでなく，防災マップの作成や

奉仕活動などを通して，地域に貢献できる中学生を目指す。

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況
① 校外組織
（ア）大曲地区と赤井地区の自主防災連絡協議会

・年に３回ずつある会議に参加し，今年度からは，「学校からの報告や連絡」という項目で，
中学校での取組を発表している。

（イ） PTA との連携
・PTA 校外指導部との連携 → 夏休みの巡視活動をの際に，防災の視点でも巡視する。

（ウ）小中との連携
・６月１５日（水）第１回 矢本二中学区防災担当者連絡協議会

地域と協力して防災教育を進めていくための会議（各校２名ずつ）
② 校内組織
（ア）生徒会専門委員会を生かした避難所運営の組織
（イ）地域とのコミュニケーションを図ることを目的とした，地区生徒会の組織

（２）地域連携の取組
＜地域住民と協力した避難所運営練習＞ 東松島市の総合防災訓練時に実施

① 日 時 平成２８年６月１２日（日） ９：４０～１０：４０
② 場 所 体育館
③ 参加者 ３学年生徒・南三区，新川前住民（約５０人）・３学年教員
④ ねらい

・実際に避難所を開設することで避難所運営のポイントを理解する。（できるだけ生徒に活動）
・地域住民にも参加していただくことで，住民の視点も今後の改善の一つとする。

⑤ 内 容
・生徒は，各専門委員会ごとに，避難所運営の役割分担がある。
・住民役は，地域住民の方々と専門委員会に所属していない生徒で行った。
・住民役は，「８０歳 足が不自由」などの表示を胸につけ，その状況に応じた対応をする。
・住民役は，各区画に誘導された後，生活に必要と思われる要求をする。

例 →トイレの場所を聞く，発熱し具合が悪い，着替えはどこですればよいのか？
・終了後は，住民の方々にアンケート記入してもらい，意見発表と生徒の感想発表をした。

本部での対応の様子 避難訓練誘導の様子
３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題

２つの地区の組織と学校がより連携して活動できるように，互いの活動の理解を促していきたい。
そのためにも，月１回発行の防災だよりを，保護者に配布するだけでなく，地域にも発信し，本校

での取組の理解に役立てたい。
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Ⅱ 防災教育副読本を活用した授業実践

１ 副読本を活用したカリキュラム（３学年）

月 各教科（学年） 道徳（学年） 学活（学年） 総合（学年）

＜社会＞（歴史） 宮城を支える君たちへの
４ 二度の世界大戦と日本 メッセージ （３年）

６ ＜社会＞（歴史） 地域の一員としてできる ・避難所運営（３年）
身近な地域の歴史 こと （３年） ＨＵＧ
（東松島市の特徴）

７ ①地区生徒会
・避難場所，避難所の清掃

（全学年２時間）

災害時の情報収集・活用
（３年）

＜社会＞（地理）
10 地球のすがた

ふるさとのいちご畑
11 の復活を夢見て

（３年）

＜社会＞（地理） ②地区生徒会
12 日本のすがたと様々な地 ・各地区危険箇所チェック，

域 危険個所マップ作成と配布
ＤＩＧ（全学年２時間）

＜理科＞ 「前へ進もう」
２ 自然災害を学ぶ（３年） （３年）

３ ③地区生徒会
・防災カレンダーの作成と
避難所掲示（全学年２時間）

２ 副読本を活用した授業実践の概要
①５月９日（月） 朝の会 全学年 抜き打ちの避難訓練への対応 Ｐ２０～２１「地震への備え」
②６月８日（水） 朝の会 全学年 東松島市の総合防災訓練に向けて

Ｐ１２ 「世界で発生している地震」 ワークシートも利用
③６月１２日（日）朝の会 全学年 東松島市の総合防災訓練当日の事前指導

Ｐ１４～１５ 「津波被害を学ぶ」 ワークシートも利用
④９月１４日（水）朝の会 全学年 昨年の大雨特別警報やチリ地震津波警報を振り返る

Ｐ１８～１９ 「大雨，突風などによる被害を学ぶ」
⑤９月２１日（水）１校時 ３年２組 学活 災害時の情報の収集・活用・心理など

Ｐ２８～３１ 「災害時の情報の収集と活用」
⑥ 〃 ２校時 ２年１組 道徳 希望，強い意志

Ｐ４４～４５ 「ふるさとのいちご畑復活を夢見て」
⑦ 〃 ２校時 １年４組 学活 ストレスと心のケア

Ｐ４２ 「どこか違うよ，俺。」
３ 生徒の防災意識の変容等

本校では，防災教育のテーマの１つとして，「地域に貢献する中学生」というテーマがある。夏
休みに実施した，各地区ごとの奉仕活動では，中学生がお祭りの準備や後片付けを手伝う姿が多く
見られた。地域の方々からは，「中学生が一生懸命に手伝ってくれたおかげで，大変助かりました」
と，感謝の声が寄せられた。

地域の方々とのコミュニケーションを図りながら，防災の学習に取り組むことで，「地域に貢献
する」 という意識が高くなってきている。

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題
小中が連携して，防災教育に取り組んでいく上で，カリキュラムの相互理解が中であると思う。

今後は，小中での防災担当者会議で，小学校と中学校の防災教育のカリキュラムを検討し合い，発
達段階に応じた，防災教育の充実を図っていきたい。
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Ⅱ 防災教育副読本を活用した授業実践

１ 副読本を活用したカリキュラム（３学年）

月 各教科（学年） 道徳（学年） 学活（学年） 総合（学年）

＜社会＞（歴史） 宮城を支える君たちへの
４ 二度の世界大戦と日本 メッセージ （３年）

６ ＜社会＞（歴史） 地域の一員としてできる ・避難所運営（３年）
身近な地域の歴史 こと （３年） ＨＵＧ
（東松島市の特徴）

７ ①地区生徒会
・避難場所，避難所の清掃

（全学年２時間）

災害時の情報収集・活用
（３年）

＜社会＞（地理）
10 地球のすがた

ふるさとのいちご畑
11 の復活を夢見て

（３年）

＜社会＞（地理） ②地区生徒会
12 日本のすがたと様々な地 ・各地区危険箇所チェック，

域 危険個所マップ作成と配布
ＤＩＧ（全学年２時間）

＜理科＞ 「前へ進もう」
２ 自然災害を学ぶ（３年） （３年）

３ ③地区生徒会
・防災カレンダーの作成と
避難所掲示（全学年２時間）

２ 副読本を活用した授業実践の概要
①５月９日（月） 朝の会 全学年 抜き打ちの避難訓練への対応 Ｐ２０～２１「地震への備え」
②６月８日（水） 朝の会 全学年 東松島市の総合防災訓練に向けて

Ｐ１２ 「世界で発生している地震」 ワークシートも利用
③６月１２日（日）朝の会 全学年 東松島市の総合防災訓練当日の事前指導

Ｐ１４～１５ 「津波被害を学ぶ」 ワークシートも利用
④９月１４日（水）朝の会 全学年 昨年の大雨特別警報やチリ地震津波警報を振り返る

Ｐ１８～１９ 「大雨，突風などによる被害を学ぶ」
⑤９月２１日（水）１校時 ３年２組 学活 災害時の情報の収集・活用・心理など

Ｐ２８～３１ 「災害時の情報の収集と活用」
⑥ 〃 ２校時 ２年１組 道徳 希望，強い意志

Ｐ４４～４５ 「ふるさとのいちご畑復活を夢見て」
⑦ 〃 ２校時 １年４組 学活 ストレスと心のケア

Ｐ４２ 「どこか違うよ，俺。」
３ 生徒の防災意識の変容等

本校では，防災教育のテーマの１つとして，「地域に貢献する中学生」というテーマがある。夏
休みに実施した，各地区ごとの奉仕活動では，中学生がお祭りの準備や後片付けを手伝う姿が多く
見られた。地域の方々からは，「中学生が一生懸命に手伝ってくれたおかげで，大変助かりました」
と，感謝の声が寄せられた。

地域の方々とのコミュニケーションを図りながら，防災の学習に取り組むことで，「地域に貢献
する」 という意識が高くなってきている。

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題
小中が連携して，防災教育に取り組んでいく上で，カリキュラムの相互理解が中であると思う。

今後は，小中での防災担当者会議で，小学校と中学校の防災教育のカリキュラムを検討し合い，発
達段階に応じた，防災教育の充実を図っていきたい。

Ⅰ 地域連携の組織づくりに向けた取組状況 

１ 地域の実態 

本校では，平成２５年度に地域と連携した防災教育の取組について検討した。 

２６年１月に「第１回佐沼中学校区地域防災会議（仮称）」を立ち上げ，運営規約の協議及び今

後の取組について話し合った。 

平成２６年度に佐沼中学校総合防災訓練を実施した。内容及び参加団体は次の通りである。 

実施内容 １学年（テーマ：自助） 

・学区内防災マップの作成及び発表 ・引き渡し訓練 

       ・家庭内の危険箇所の点検と防災について家族との話合い 

      ２学年（テーマ：公助） 

       ・炊き出し訓練 ・土嚢作成及び積み込み訓練 ・災害伝言ダイヤル訓練 

・救命救急（AED操作含む）及び応急手当訓練 ・簡易浄水器作成訓練 

       ３学年（テーマ共助） 

        ・避難所設営及び運営訓練 

参加団体 ・登米市消防本部 ・佐沼警察署 ・登米市防災課 ・登米市迫総合支所 

  ・登米市教育委員会 ・みやぎ災害ボランティアセンター ・迫地区区長会 

・佐沼中学校 PTA ・西館地区民の皆さん 

  平成２７年度は，これらの取組についての実施後の反省を基に改善を加え実施した。 

２ 地域連携の組織づくりに向けた取組（プロセス） 

（１）組織づくりに向けた経過状況及び組織運営状況 

   ５月２６日(木) 第１回佐沼中学校区地域防災会議  場所 佐沼中学校校長室 

           協議内容 ・規約の確認 ・各学校，園の防災訓練の計画について 

                ・各学校，園の防災訓練に対する関係機関のサポートについて 

   ９月 ９日(金) 第１回佐沼中学校総合防災訓練関係協力者会議開催要項送付 

 １０月 ５日(水) 第１回佐沼中学校総合防災訓練関係協力者会議 

 １１月１１日(金) 第２回佐沼中学校総合防災訓練関係協力者会議 

 １１月２６日(土) 佐沼中学校総合防災訓練・関係協力者反省会・参加者アンケート調査 

（２）地域連携の取組 

  佐沼中学校総合防災訓練の実施 

  連携団体 ・登米市消防本部 ・佐沼警察署 ・登米市防災課 ・登米市迫総合支所 

  ・登米市教育委員会 ・みやぎ災害ボランティアセンター ・迫地区区長会 

・東北福祉大学ボランティア ・佐沼中学校 PTA ・西館地区民の皆さん 

３ 地域連携の組織づくり及び今後の継続に向けた課題 

  ・学年毎の取組内容の再検討と連携の推進 

  ・地区住民との連携の強化とそれにともなう連携内容の協議 

みやぎ防災教育推進協力校事業 

登米市立佐沼中学校 

 【協力校１年目（平成２８年度～）】 
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Ⅱ みやぎ防災教育副読本「未来への絆(きずな)」を活用した授業実践状況 

１ 副読本を活用したカリキュラム 

 

    

  

  

  

  

  

２ 副読本を活用した授業実践の概要  

（１）中学校１学年 

   ・学活 題材名「大雨・突風などによる災害への備え」 

       授業展開の概要 ・台風などの大雨や突風からの身の守り方や，避難所の開設状況や 

各種気象情報などの情報の活用の仕方を身に付ける。 

               副読本 P.18～P.19「大雨・突風などによる災害を学ぶ」  

自作映像資料  

（２）中学校２年生 

   ・保健体育科(保健領域) 題材名「自然災害による傷害の防止」 

       授業展開の概要 ・災害時の安全確保について知る(副読本 P.20～P.21) 

               ・災害時の行動について考える。 

               ・正しい情報の入手方法について知る。 

                新編新しい保健体育 P.24～P.25 副読本 P.28～P.31 

（３）中学校３年生 

   ・社会科 題材名「新しい文化と生活」－世界から見た日本の自然環境－   

       授業展開の概要 ・関東大震災の大きな被害と影響について知る。 

①関東大震災が都市改造のきっかけになったこと 

②朝鮮人・中国人，社会主義者への迫害があったこと 

（災害時に陥りやすい人の心理 副読本 P.31） 

                ・新しい思想や文化が生まれたことをとらえる。 

                （東日本大震災からの復旧・復興との関連 副読本 P.38～P.39） 

３ 児童の防災意識の変容等 

１年生では身近な話題として台風を想定し，大雨や突風について考えることにより，自分の身に 

も起こりうる災害について身の守り方を真剣に考えて授業に臨んでいた。また，災害情報としてテ

レビやインターネットで配信される情報の詳細について学び，情報の活用方法について理解した。 

４ カリキュラムの編成及び今後継続して活用していく上での課題 

理科や社会，学活では年間指導計画に防災副読本「未来への絆」の活用について見直しを図って

いるが，「総合的な学習の時間」での安全指導や運動会や避難訓練，校外での野外活動や修学旅行，

合唱コンクールなどの学校行事での活用場面の設定はまだできていないため，今後各領域での年間

指導計画への防災副読本「未来への絆」の活用を位置付ける取組をして行きたい。  

１学年学活の年間指導計画より(抜粋) 
     

月 1 学年 1 2 3 副 2 学年 

9 

大雨・突風などによる災害への備え 

＊「未来への絆」P.18～P.19 
  ○   13 学級の生活を見直そう 

学級の諸問題を解決しよう ○     14 生徒会活動を充実させよう 

新人大会に向けて ○ ○     新人大会に向けて 
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