
高等学校
Case１ 津波シミュレーション講話を踏まえた避難訓練

Case２ 防災ポスター作成と防災講話

Case３ 関係機関と連携した避難訓練と避難所設営体験

Case４ 避難所運営ゲーム（北海道版「Doはぐ」）

Case５ レスキューキッチンを使用した炊き出し訓練

Case６ 教科と関連付けた防災教育（防災ノートの活用）



Case1 津波シミュレーション講話を踏まえた避難訓練

○ 内容（総合的な探究の時間）

○ ねらい・ポイント
・講話を踏まえて避難訓練を実施することによ
り、生徒の防災意識を高め、実際の災害を想
定した実践的な訓練を行うことができる。

【講話を聴講する生徒の様子】

【東日本大震災時の町内被害状況の
スライド】

○ 地域や関係機関との連携
・町危機対策室職員による講話
・ネイパル厚岸を避難訓練の避難先に設定

【津波シミュレーション講話】
・町作成の津波シミュレーション動画視聴
・津波浸水想定マップの提示

【避難訓練】
・地震発生に伴う津波警報の発令を想定
・非常時の避難経路の確認
・放課後には、本校寮生を対象とした避難
訓練を併せて実施

講師からの「いつ災害が起きても適切に判断で
きるよう、正しい知識をもって」などの声かけ
が効果的です。



Case２ 防災ポスター作成と防災講話

○ 内容（家庭科・特別活動）

○ ねらい・ポイント
・教科等横断的な視点で防災教育を実施
・ポスター作成で学んだ知識等をもとに、講演
を聴講することにより、理解を深めたり整理
したりすることができる。

【防災ポスターの掲示】

【振り返りシート作成の様子】
○ 地域や関係機関との連携
・市防災担当者による講話
・防災講話への地域住民の参加

【家庭総合における防災ポスター作成】
・胆振東部地震の経験から、災害への備え
を自分事として捉え、具体的な対策につ
いて考察

・ポスターを他学年や地域の方にも紹介

【防災講話】
・地域で過去に起こった災害や今後想定さ
れる災害、災害への備えについての講話

講話後、振り返りシート作成により、学習内容
を家庭や学校生活でどのように生かすか整理し
ましょう。



Case３ 関係機関と連携した避難訓練と避難所設営体験

○ 内容（特別活動）

○ ねらい・ポイント
・関係機関と連携した体験的な活動を実施する
ことにより、地域の実情に応じた防災教育を
推進とともに、地域の防災力の向上が期待で
きる。

【陸上自衛隊と連携した避難訓練の様子】

【段ボールベッド作成の様子】

○ 地域や関係機関との連携
・消防署、自衛隊等と連携した避難訓練
・町防災担当者による避難所運営体験

【実践的な避難訓練】
・消火器訓練や避難はしご訓練等の実施
・怪我人の発生や、火災により階段が使用
できない場面等、具体的な場面を想定

【避難所設営体験】
・過去の災害についての説明を受けた後、
避難所設営体験を実施

段ボールベッド作成に当たっては、特徴や利点
について考察し、避難所の収容人数との関連か
ら課題を明らかにする活動を取り入れましょう。



Case４ 避難所運営ゲーム（北海道版「Doはぐ」）

○ 内容（総合的な探究の時間）

○ ねらい・ポイント
・避難所運営ゲームを通して、公助の視点を身
に付けさせるとともに、主体的に地域に貢献
しようとする態度を養うことができる。

【避難所運営ゲームに取り組む様子①】

○ 地域や関係機関との連携
・地域防災マスターを講師に招聘
・保護者や地域住民に対する授業公開

【避難所運営ゲーム】
・地域防災マスター等を講師として実施
・避難者の年齢や性別が書かれているカー
ドを避難所に見立てた平面図に配置
・避難所で起こる出来事にどのように対処
するか話し合い、対策策を検討

地域で想定される災害や実態を踏まえ、地域独
自の「はぐ」を作成することも効果的です。

【避難所運営ゲームに取り組む様子②】

【地域防災に係る探究学習】
・地域の防災を探究課題とし、課題解決へ
向けた考察を行う探究学習の実施



Case５ レスキューキッチンを使用した炊き出し訓練

○ 内容（特別活動・家庭科）

○ ねらい・ポイント
・防災講話と炊き出し訓練を組み合わせること
により、防災への理解を深めることができる。
・災害時の新型コロナ感染症対策に留意

【水を運び、調理の準備をする様子】

○ 地域や関係機関との連携
・気象台職員による防災講話
・市社会福祉協議会からレスキューキッチン
を貸与

【防災講話】
・自然災害に対する防災意識の向上
・災害時に主体的に行動し、自らの命を守
り、地域に貢献しようとする態度の育成

【レトルト食品を温める様子】

【炊き出し訓練】
・事前に防災食「アルファ米」を準備
・訓練後、生徒が災害時に貢献できること
について話し合うなど公助の視点で考察

新型コロナ感染症対策のため、レトルト食品に
よる炊き出しなど工夫して実施しましょう。



Case６ 教科と関連付けた防災教育（防災ノートの活用）

○ 内容（保健体育・数学等、特別活動）

○ ねらい・ポイント
・教科における学びと避難訓練との関連
・教科で学習する知識等を体験的な学習と結び
付けることにより、災害時の適切な判断や行
動につなげることができる。

【「保健」において応急手当を学習】

○ 地域や関係機関との連携
・消防署と連携した避難訓練

【教科における学習】
・保健：ダンボール等、身近なもので行う
応急手当の方法について演習

・数学Ⅰ：避難場所までの距離等を計算し、
避難に必要な時間を考察
・国語、理科、家庭、外国語でも実施

【「数学Ⅰ」において避難場所
までの距離を計算】

【避難訓練】
・教科での学びを踏まえた避難訓練の実施

「防災ノート」を活用し、教科での学びと体験
的な学びを相互の関係で捉え、学びを深めま
しょう。



成果・関係機関の助言

○ 生徒の声
・災害が起きたときにどのように避難すればよいのか日頃から考えて
おくことが大切だと思いました。

・地域の防災に対する探究活動を通して、地域の防災力向上のために
私たちができることについて理解を深めることができました。

○ 教職員の声（生徒の変容や工夫点）

・防災講話や防災に係る体験的な活動を通して、生徒たちは地域貢献
への意識を高めることができました。

・関係機関からの助言により避難訓練の改善を図りました。今後は、
危機管理マニュアルの見直しを図り、本校の防災教育の充実を図っ
ていきたいと思いました。

○ 関係機関の助言
・市町村の地域防災計画やハザードマップを確認し、地域の実情に応
じて、家庭・地域、関係機関と連携した実践的な避難訓練の実施な
ど、防災教育を充実させることが大切です。



 

 

 

１ 教科等名 特別活動（学校行事） 

２ ね ら い (1) 緊急地震速報が発表された場合や地震・火災が発生した場合に、自分の安全を確 

保する適切な避難行動がとれるようにする。 

(2) 科目「保健」で学んだ傷害の防止や応急手当の知識を活用させる。 

(3) 災害時の自助・共助の基本的行動について確認を行い、高校生としてのリーダー

シップや支援活動など、自分たちにできることを考えさせ、防災意識の向上を図る。 

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 

(2) 避難行動訓練、災害体験（本時） 

(3) 避難行動の振り返りと学校が避難所となった場合の状況について 

４ 本時の展開 

学習内容・活動 教員の支援 備考 

１ 緊急地震速報への対応行動をとる。 

・授業中（校舎内・グラウンド等それぞれで

活動）に緊急地震速報が入った。 

 ・教員指示「直ちに安全体勢をとりなさい。」 

・出入り口を開け、避難路を確保する。 

・カーテンを閉め、窓ガラスの飛散に備える。 

・「落ちてこない」「倒れてこない」を念頭

に、速やかに安全体勢をとる。 

２ 地震発生時の対応行動をとる。 

・まもなく震度６弱の揺れが到達した。 

・揺れは収まったが、３階実験室から出火。 

３ 火災発生時の避難を行う。 

・校舎内にいる生徒は指示に従い避難する。 

・避難経路又は誘導に従い、迅速な判断と避

難行動をとる。 

・避難後の確認点呼を速やかに行う。 

４ 各学年で体験的な活動を行う。 

 ・１年 煙体験ハウス・消火体験 

 ・２年 応急手当と心肺蘇生法訓練 

 ・３年 避難所設営体験（ダンボールベッド

組立体験等） 

○校内放送で速報が発表

されたことを周知 

 

○落ち着いて揺れに備え

るよう指示 

 

 

 

 

 

 

○避難を指示、誘導 

 

 

 

○迅速な点呼を指示 

○それぞれの活動を安全

に行うよう指導 

 

・緊急地震速報音声の

準備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・生徒名票等の準備 

（点呼等安否確認用） 

 

 

 

・体験的な活動は、消

防署や地域防災部局

等と連携して実施 

・避難所設営体験は、

避難者役とボランテ

ィア役に分けて実施 

 

５ 評 価 (1) どんな場所にいても、災害発生時に自分の身を守る安全行動がとれたか。 

(2) 災害時に自分にできることを考え、社会貢献への意識を高めることができたか。 

６ そ の 他  

(1) 家庭・地域、関係機関との連携 

関係機関だけでなく、保護者、自治会の役員や地域住民、自治体担当者にも参加してもらい、

より実践的な訓練とするとともに、関係者同士の協力体制を確認する機会とする。 

 (2) 防災ノートの活用 

   道教委が Web 掲載している防災ノート 

  を活用して、１日防災学校で学んだことを 

  振り返り、学びを深める。 

   教科で学ぶ防災学習と関連を図り、生徒 

  が学びのつながりを実感できるようにする。  

地域と連携した複合的避難訓練 
１日防災学校の展開例【高等学校】 

【防災ノートから一部抜粋】 



特別支援学校

Case１ 津波体験と避難訓練（知的障がい）

Case２ 防災に係る作業学習と防災講話等（知的障がい）

Case３ 段ボールベッド組立と非常食体験（視覚障がい）

Case４ 防災カルタと避難所運営ゲーム（聴覚障がい）

Case５ 避難訓練・防災講話等（肢体不自由）



Case１ 津波体験と避難訓練（知的障がい）

○ 内容（特別活動）

○ ねらい・ポイント
・実験模型を活用するなど、体験的な活動を通
して児童生徒の防災意識を向上させることが
できる。

【実験模型による津波体験の様子】

○ 地域や関係機関との連携
・訓練の避難先を近隣の商業施設に依頼

【津波体験】
・実験模型により津波の恐ろしさを実感
・次時に行う津波を想定した避難訓練を見
据え、避難の際の心構えについて指導

【近隣施設へ避難する様子】

【避難訓練】
・大規模な津波が発生した想定の下、津波
災害に対応できる施設への避難訓練

「周囲の人を押さない」など、避難時の約束事
を守りながら冷静に行動するよう呼び掛けま
しょう。



Case２ 防災に係る作業学習と防災講話等（知的障がい）

○ 内容（作業学習、特別活動）

○ ねらい・ポイント
・防災講話の校内放送や避難訓練の分散実施な
ど、新型コロナ感染症対策を講じながら、防
災意識の向上を図ることができる。

【新聞コップや新聞スリッパの作成】

○ 地域や関係機関との連携
・市防災部局職員による防災講話

【防災に係る作業学習】
・防災について、ＰＣを利用した調べ学習
・調べ学習をもとに、新聞コップや新聞ス
リッパを実際に作成

【防災講話を聴講する様子】

【防災講話・避難訓練】
・市防災部局職員から、災害時の避難所の
様子、災害への備えについて説明

新型コロナ感染症対策のため、防災講話を校内
放送により実施するとともに、避難訓練を学年
ごとに分散させて実施しましょう。



Case３ 段ボールベッド組立と非常食体験（視覚障がい）

○ 内容（特別活動、給食）

○ ねらい・ポイント
・見えない、見えづらい状況であっても体験的
な学習ができるよう工夫することにより、災
害時に命を守るための知識や態度等を身に付
けさせることができる。

【ダンボールベッドを作成する様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市所有のダンボールベッドの借用

【ダンボールベッド組立】
・市防災部局担当者の指導の下、組立を行
い、実際に使用して体験

・災害時における避難所の実際の様子につ
いても説明

【給食の時間に提供された非常食】

【非常食体験】
・栄養教諭から、非常食について、長期保
存が可能なことなどの特徴を説明

非常食を触ったり臭いを嗅いだりして、通常の
食事との違いを確認しましょう。



Case４ 防災カルタと避難所運営ゲーム（聴覚障がい）

○ 内容（国語、総合的な学習の時間）

○ ねらい・ポイント
・障がいの特性に応じた情報保障
・児童生徒同士で対話する場面を多く設定する
ことにより、災害に対する理解を深めること
ができる。

【防災カルタに取り組む様子】

○ 地域や関係機関との連携
・市防災部局に避難所運営ゲームの講師依頼

【防災カルタ】
・取り札のふりがなを隠して実施し、児童
生徒同士で相談して取り組めるよう工夫
・読み手はパワーポイントで読み札を表示

【避難所運営ゲームに取り組む様子】

【避難所運営ゲーム】
・避難所において支援する側の役割を理解
・災害時において地域の一員として主体的、
協力的に行動できる態度の育成

避難者となった場合、どのような困り感がある
かについても、児童生徒同士で交流しましょう。



Case５ 避難訓練・防災講話等（肢体不自由）

○ 内容（特別活動、家庭科）

○ ねらい・ポイント
・防災講話等を通して、日常の備えや災害時に
留意することなど、防災に関する知識等を身
に付けることができる。

【防災講話を聴講する様子】

○ 地域や関係機関との連携
・消防署と連携した避難訓練

【非常食を教材とした授業】
・災害時に必要な防災用品を確認し、災害
時の対応について理解
・家庭においても災害時の備えについて確
認してもらうよう保護者にも周知

【教材に使用した非常食】

【避難訓練・防災講話】
・避難訓練の様子を踏まえ、防災講話にお
いて、適切な避難方法などについて説明

避難訓練において、車いすが通りづらい箇所な
ど、避難経路の確保について確認しましょう。



成果・関係機関の助言

○ 児童生徒の声
・災害は、とても恐ろしいということが分かりました。
・災害時は、先生との約束をしっかり守って行動しようと思います。
・災害時に自分たちにも協力できることがあることが分かりました。

○ 教職員の声（児童生徒の変容や工夫点）

・避難訓練時には不安な様子が見られる児童生徒もいましたが、どの
児童生徒も真剣に取り組み、災害時の行動について理解することが
できました。

・避難時の行動については、児童生徒に次の見通しを早い段階で伝え
ることができるように配慮しました。

・身を隠す場所を教室内に確保したり、防災ずきんやヘルメット等を
身近に備えておくことが大切だと思いました。

○ 関係機関の助言
・障がいのある児童生徒は、自分の身を守り、安全な場所に避難する
などの行動をとる際、様々な困難が予想されることから、学校にお
いては、一人一人の予想される困難を理解し、必要な支援体制と対
応計画を検討しておく必要があります。



 

 

 

１ 教科等名 特別活動（学校行事） 

２ ね ら い 大地震等の災害に備え、児童生徒が地域の協力を得て、自らの安全を確保できるよう

にする。 

３ 想 定 児童生徒が登校後、大地震が発生し、防災委員会が招集され、児童生徒の保護者への

引き渡しを決定したと想定する。 

４ 指導計画 (1) 大地震を想定した避難訓練と自衛防災組織による児童生徒の救出及び保護者への

引渡し  

(2) 自衛消防組織及び地域の連携による消火訓練実施 

５ 展 開 

学習内容・活動 教員の支援 備考 

１ 緊急地震速報の放送 

 

２ 地震発生の放送で安全を確保する。 

 

３ 揺れが収まったら放送の指示に従って避難 

開始する。 

 

４ 指示された場所に避難集合する。 

 

５ 講評 

 

６ 防災委員会の招集 

・余震の状況を判断し引渡しを決定 

・全校放送にて教員に周知 

 

７ 保護者あて一斉メール等で家庭へ連絡 

 

８ 消火訓練の実施（見学場所移動） 

・町会消火隊及び消防団、消防署による合同

消火訓練の実施 

 

９ 引渡し開始 

 

10 一人通学者の下校を開始   

自宅に到着後、学校に連絡する。 

 

 

○安全確保のできない児童生

徒を安全な場所へ避難 

○校内の安全確認（担当者は管

理職へ連絡） 

 

○人員点呼、全員の無事を確認 

 

○校長の話が聞けるように支    

 援 

○児童生徒に引き渡し訓練の

実施を伝える。（不安定児童

生徒の確認と適切な指示） 

 

○必要に応じて個別に家庭へ

連絡 

○出火場所の確認、児童生徒が

移動できるよう支援 

 

 

○受付で保護者を確認 

 

○最終下校者の確認後、終了 

・放送機器 

 

 

 

・本部設置（グラ

ウンド） 

・防災ずきん（ヘ

ルメット） 

・出席簿、救護グ

ッズ 

 

６ 評 価 (1) 状況を判断し落ち着いて避難することができたか。 

(2) 地域との連携が予定どおり行われ、実際の災害が起こったときの協力体制が確認

できたか。 

(3) 保護者への引渡しは時間どおりに、混乱なく実施できたか。 

７ そ の 他 防災教育を進めるに当たっては、個々の障がいの状態や発達の段階等に応じて、災害

時に安全に避難することやその後の生活に関する指導だけでなく、必要に応じて周囲の

人に支援を求めることができるようにすることが重要である。 

さらに、障がい者の視点から防災に関するニーズを地域社会に発信するなどの学習活

動も考えられる。 

また、児童生徒にとって安全な環境を整えることも重要である。 

総合防災訓練 
１日防災学校の展開例【特別支援学校】 


