
小学校
Case１ 防災カルタ、防災クイズ（低学年）

Case２ 防災グッズ「新聞紙スリッパ」づくり

（低学年～中学年）

Case３ 地層の見学・観察学習（中学年～高学年）

Case４ ＤＩＧ（災害図上訓練）と防災マップ発表会
（高学年）



Case1 防災カルタ、防災クイズ（低学年）

○ 内容（生活科・特別活動）
・低学年でも楽しめる「かるた遊び」や「防
災クイズ」を通じて、北海道の自然災害の
リスクや防災に関する知識を学びます。

○ ねらい・ポイント
・地震や津波、火山、気象など、北海道の自然
災害や、必要な防災知識を楽しみながら身に
付けさせる。

・確認した知識をもとに、「なぜその行動が必
要か」を考え、理解を深める。

【防災カルタの様子】

【防災クイズの様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市町村防災担当部局や振興局職員による
司会進行、解説

外部講師等が進行するだけではなく、児童
がカルタを読んだり、クイズを出すことで、
主体的に学ぶ姿勢が身に付きます。



Case２ 防災グッズ「新聞紙スリッパ」づくり（低学年～中学年）

○ 内容（総合的な学習の時間）
・身近にある新聞紙を使って、災害時にガラ
スの破片等から足を守るための「新聞紙ス
リッパ」のつくり方を学びます。

○ ねらい・ポイント
・身の回りのものを使って、防災グッズを作成
することを通して、災害時の物資が乏しい状
況での対応について理解させる。

【新聞紙スリッパづくりの様子】

【新聞紙スリッパをはいた様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市町村防災担当部局や振興局職員による司
会進行、防災グッズの活用に関する解説

「新聞紙スリッパ」をつくるだけではなく、
災害時のどのような場面で使うことができ
るか話し合い、災害時の行動力を養います。



Case３ 地層の見学・観察学習（中学年～高学年）

○ 内容（理科・総合的な学習の時間）
・地層見学の体験活動を通して、災害の特徴
等を学んだ後、採取した地層を観察して災
害の歴史を知り、理解を深めます。

○ ねらい・ポイント
・自然に触れることにより、地域特有の災害の
特徴を体験的に学び、事後の観察を通して理
解を深める。

【地層見学の様子】

【地層を顕微鏡で観察している様子】

○ 地域や関係機関との連携
・山梨県富士山科学研究所等職員による解説
や進行

地層を見学するだけはなく、採取時に実際
に地層に触れ、深く観察をすることで、知
識や理解が定着します。



Case４ ＤＩＧ（災害図上訓練）と防災マップ発表会（高学年）

○ 内容（総合的な学習の時間）
・地域の危険箇所や災害発生時に起こりうる
様々な事態への対応行動を考え、地図に書
き込みます。

・DIGで考えたこと踏まえ、地域を探索し、災
害時の危険箇所について考え、防災マップ
を作成します。

○ ねらい・ポイント
・DIGを通して、災害時の対応行動を児童が自
ら考え、危険を回避する能力を育成する。

・DIGで考えたことを踏まえ、地域を探索して
災害時の危険箇所について理解を深める。

【作成したＤＩＧマップ】

【ＤＩＧマップ発表会の様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市町村防災担当部局や振興局職員による
図上訓練の進行やフィールドワークの引率

防災マップの発表で、他の児童の視点を共
有することにより、災害時の危険箇所等へ
の理解が深まります。



成果・関係機関の助言

○ 児童の声
・カルタ遊びやクイズは、楽しみながら災害について知ることができた。
・新聞紙スリッパなど身の回りの物で防災グッズを作ることで、家にある
ものでも自分の身を守ることができるとわかりました。

・DIGや防災マップ発表会で災害時の避難の仕方や地域の危ない場所を考
えることで、災害時には慌てずに避難できると思います。

○ 教職員の声（児童の変容や工夫点）

・実際に地層を見学した後、噴火の仕組みを学ぶことで見通しや課題
意識を持つことができ、火山災害について児童の防災意識を高める
ことができた。

・関係機関や外部の有識者から説明は、児童の理解が深まるだけでは
なく、教職員にとっても参考になる内容だった。

○ 関係機関の助言
・災害時の対応行動をイメージしたり、地域の危険箇所について考え
ることは、災害への備えにつながるため重要です。

・小学校では災害に関する基礎知識を学び、学年があがるごとに、体
験的な活動を組み合わせて、子どもたちの理解を深めましょう。



 

 

 

１ 教科等名 特別活動（学校行事） 

２ ね ら い (1) 地震が発生した際に素早く安全を確保する行動ができるようにする。 

(2) 教職員の指示を待たずに児童が自ら判断し主体的に行動できるようにする。 

３ 指導計画 (1) 緊急地震速報について、地震や火災発生時の安全行動について（学級指導） 

(2) 避難行動訓練、災害体験（本時） 

４ 本時の展開 

学習内容・活動 教職員の支援 備考 

（事前指導） 

１ 具体的な災害時の様子を想

起させる。 

 ・地震が起こったらどうなるか

考える。 

 

２ 緊急地震速報と避難経路を

知る。 

 ・地震発生時の対応行動をと

る。 

３ 避難時の守るべきことを知

る。 

 

（避難訓練） 

４ 報知音（避難の放送）を聞い

て、一次対応をする。 

 ・教員指示「直ちに安全体勢を

とりなさい。」 

５ 教職員の指示で避難（二次対

応）する。 

６ 運動場等に避難する。 

７ 運動場等に整列し、安全確保

後、待機する。 

（事後指導） 

８ 防災担当の話を聞く。 

９ 教室へ移動する。 

10 訓練の反省をする。 

※可能であれば、避難所設営、運 

営に関する体験活動や「ＤＯは 

ぐ」「ＤＩＧ」などを学年の発

達段階に応じて実施する。 

 

○地震の怖さと、様々な状況に応じた自

身の安全確保の仕方を知らせる。 

○地震に伴う津波、土砂崩れ、雪崩、火

災などについて学年に応じて知らせ

る。 

○緊急地震速報について知らせる。 

 

○避難経路図を使い、教室などから避難

経路を確認させる。 

○教職員の指示がない場合でも自分で

判断し、「落ちてこない、倒れない、

移動してこない」安全な場所に身を寄

せることを確認させる。 

○静かに放送を聞かせる。揺れが収まる

まで、二次対応の指示が出るまで自身

の安全を確保させる。 

○出入口を開けさせる。 

○頭を守りながら、廊下に並ばせ、外へ

出たら駆け足で集合させる。 

○速やかに整列させ、人員確認をする。 

○自分で判断して、身を守ることの大切

さを再認識させる。 

○学年に応じて指導する 

【低】避難のルールは守られたか。 

【中】休み時間、通学中だったらどうす

るか。 

【高】下級生への配慮はできたか。 

 

・事前に、防災カルタ

や防災クイズを実施

し、災害ついて知る。 

 

 

・緊急地震速報音声の

準備 

・震度６弱の揺れを想 

 定 

・校内放送で速報が発

表されたことを周知 

 

 

・学校の立地条件によ

り津波被害が想定さ

れる場合には素早く

上階や高台などあら

かじめ決められた場

所に避難する。 

 

・消防署や地域防災部

局と連携して講話な

どを実施することも

可能 

 

・新聞スリッパづくり 

など実施する。 

 

 

５ 評 価 (1) 地震発生直後に素早く自分の安全を確保することができたか。 

(2) 教職員の指示を待たずに児童が自ら判断し、行動できたか。 

６ そ の 他  

(1) 学校の地域性を考慮し、想定すべき二次災害（津波、出火、液状化等）からの避難についても 

訓練する。 

 (2) 可能な場合は、地域住民や保護者と一緒に訓練し、保護者への引き渡し訓練や避難所設営訓練 

を実施し、地域と連携した活動することもできる。 

地震を想定した避難訓練（緊急地震速報） 
１日防災学校の展開例【小学校】 



中学校

Case１ 防災シミュレーションカードゲーム

「クロスロード」

Case２ 非常用テント、段ボールベッドの組み立て

Case３ 防災施設見学やハザードマップを活用した

フィールドワーク



Case1 防災シミュレーションカードゲーム「クロスロード」

○ 内容（総合的な学習の時間、学級活動）
・阪神・淡路大震災の際に実際に問題となっ
た「災害対応のジレンマ」に対し、ＹＥＳ
かＮＯを決め災害対応をシミュレーション
します。

○ ねらい・ポイント
・災害対応を疑似体験することにより、災害発
生時に直面する想定外の問題に対し、対応を
選択することができるようにする。

【クロスロード体験の様子】

【YES、NOカードをあげている様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市町村防災担当部局や振興局職員が司会進
行、解説

ＹＥＳかＮＯを選んだ理由を他の生徒に聞
くことで、他者の様々な考えを知り、多く
の価値観に触れることができます。



Case２ 非常用テント、段ボールベッドの組み立て

○ 内容（総合的な学習の時間）
・災害時に避難所となる学校の体育館などで、
プライベート空間を確保しながら生活する
ためにテントやベッドなどの設営を体験し
ます。

○ ねらい・ポイント
・屋外やコロナ感染症対策のために感染者用に
使用する非常用テントの設営体験等を通じて、
災害時の避難所生活や運営についてイメージ
し、理解することができるようにする。

【非常用テントを張る様子】

【段ボールベッド組み立ての様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市町村防災担当部局や振興局職員が司会進
行、解説

・市町村の避難訓練等に合わせて実施し、地
域住民も参加

避難所生活におけるプライベート空間の確
保の必要性や他者への配慮を理解するとと
もに、避難所開設・運営にはどうような準
備や対策が必要か理解が深まります。



Case３ 防災施設見学やハザードマップを活用したフィールドワーク

○ 内容（総合的な学習の時間、社会）
・ハザードマップをもとに、町を歩きながら、
災害時のに危険な箇所や防災に関する施設
整備等を確認するとともに防災意識を高め
る。

○ ねらい・ポイント
・ハザードマップで災害時の被害発生が示され
ている場所を実際に訪れ、津波の高さや、到
達時間、周辺情報などを調べ、町の防災対策
や危険個所について理解させる。

【防災施設見学の様子】

【施設の方から説明を聞く様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市町村防災担当部局が説明や解説
・市町村からのハザードマップの提供

さまざまな視点をもって自分たちの住む町
を歩くことで、防災に対する新たな発見が
生まれます。



成果・関係機関の助言

○ 生徒の声
・避難所では、お年寄りから子どもまでいろいろな人がいるので、年
齢や性別など、それぞれの状況に応じて対応することが、とても大
切なことだと思いました。

・自分たちの地域を実際に見て歩いて、災害の時に危険な箇所がある
ことが改めてわかりました。
避難する時は、危険個所を避けて避難したいと思ました。

○ 教職員の声（生徒の変容や工夫点）

・生徒が災害時における避難所生活を体験したことで、有事の際には
生徒自身が率先して行動することが期待できる。

・ハザードマップをもとに、生徒が実際に地域の危険箇所や防災施設
を見学することで、町がどのような被害に遭う可能性があるかを具
体的に知り、自ら考えることで生徒の防災意識が高まった。

○ 関係機関の助言
・市町村のハザードマップを確認したり、避難所設営を体験すること
を通して、生徒（中学生）が率先して避難行動や避難所運営に関
わっていけるようにすることが大切です。



 

 

 

１ 教科等名 特別活動（学級活動） 

２ ね ら い (1) 災害への備えの重要性について理解させ、進んで日頃から備えようとする態度を

養う。 

(2) 学校や地域の防災や災害時に自分たちができることを考えさせ、主体的に活動し、

進んで行動しようとする意識の向上を図る。 

３ 指導計画 (1) 災害に備え、自分の家庭で行っていることや自分たちにできることを考え、まと

める。 

(2) 避難所設営体験等を通し、災害後の暮らしについて体験し、災害に備えることの

必要性を感じさせるとともに、自らの生活だけでなく、中学生として地域に貢献す

ることの大切さを感じさせ、実践的な態度を養う。 

(3) 各自が考えた災害時の備えや災害時に自分たちができることについて話し合う。 

４ 本時の展開 

学習内容・活動 教員の支援 備考 

１ 災害後の避難所設営等を体験し、災害後の

暮らしについてどのような状況が起こり得

るか、話し合う。 

・電気、ガス、水道などが使えなくなる。 

・道路や鉄道が寸断され、移動が制限される。 

２ 災害後の暮らしについて考える。 

・災害後の暮らしをよりよくするためには、 

中学生として家庭や地域でどのようなこと 

ができるだろうか。 

〈家庭〉 

・懐中電灯やロウソク、ラジオや電池を準備 

しておく。 

・連絡先や集合場所を家族で決めておく。 

〈地域〉 

・避難所で高齢者や幼児などを助ける。 

・荷物を運んだり、食事の配給を手伝ったり 

する。 

３ 中学生が地域の人たちと一緒になって活動

した事例等提示する。 

・地域の住民に避難を呼びかける。 

・避難所設営や運営を手伝う。 

４ 本時の活動を通して学んだことをふまえ、 

次の点について自分の考えをまとめる。 

・自分の家庭や学校において「災害時の備え」 

として行うべきこと。 

・災害発生時に自分たちでできること 

○ライフラインが使えな

くなったり、避難所で

の生活が余儀なくされ 

たりする場面を想像さ

せ、切実感をもたせる。 

○ワークシートに、地域

と家庭、発災前と発災

後に分けて考えさせ、 

グループで話し合わせ

る。自分を守るだけで

なく、自分たちが助け 

る側にもなれることに

気付かせる。 

 

 

 

 

○実際に中学生が行なっ

た事例を紹介し、視野

を広げさせる。 

※非常用テント、段ボ

ールベッドの活用 

 

 

 

※家庭や地域でできる

ことの例 

・飲料水や簡易トイレ

を準備する。 

・災害用伝言ダイヤル

１７１を使えるよう

にしておく。 

・自分たちより小さな

子どもたちの面倒を

みる。など 

 

※災害発生時に、中学

生の自分たちにもで

きることを考えさせ

る。 

 

※本時のあとに、ハザ

ードマップ等を参考

にフィールドワーク

を行い、危険箇所や

避難経路を確認する

ことも考えられる。 

 

５ 評 価 (1) 災害時の備えを理解したか。 

(2) 学校や地域の防災や災害時に自分たちにできることについて理解を深め、主体的

に進んで活動しようとする態度を身に付けたか。 

６ そ の 他 １日防災学校で実施する避難所設営体験や「クロスロード」、「ＤＩＧ」など防災に 

関するフィールドワーク等の体験活動を取り入れ、より実践的な活動学習につなげる。 

災害後の暮らし 
１日防災学校の展開例【中学校】 


