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１ 研究の目的 

 1995年の阪神淡路大震災。教室のテレビを一日中つけ、刻一刻と変わっていく街の様子を子

どもたちと言葉もなく見ていた。伝わる映像から、いかに情報が東京中心に作られているのか

を知った時でもあった。そして、2001年の芸予地震。幸い学校は休みに入っていたが、この時

の校内は、吊り下げていたテレビが落ち、スチール棚が倒れ、壁にひびが入り、松山市内の学

校でも、近隣の学校にしばらくの間子どもたちが通学するということがあった。そして、2011

年の東日本大震災。テレビからの映像が現実なのかそうでないのか、戸惑いつつも時間がたつ

につれ感じた津波の恐ろしさ。やがて南海トラフ地震もやってくるであろうといわれている。

地震だけではない。2018年7月の西日本豪雨では、松山市でも小学生二人の尊い命が奪われた。 

大きな自然災害が命を脅かすことが近年続いているにもかかわらず、松山市民は、「石鎚が守

ってくれる」「くるくる言いながら実際はたいしたことがない」と楽観的であった。だが、被災

地の校長先生から「学校が再開したといっても、人数はわずか数人」と聞かされ、松山市内の

学校に避難した子どもたちも在籍し、現実の厳しさを聞くにつれ、これで命を守ることはでき

るのだろうかという思いは強くなった。 

そんな中でも、海に近い学校は、地域全体で子どもも大人も一緒に避難訓練を繰り返してい

た。山間の市内全域から通ってくる子どもがいる学校は、「ここは、閉ざされる可能性が高い。

この子たちは地域が守る」とやはり地域を挙げて訓練をし、子どもを含めて命を守る体制を整

えていった。だが、多くの学校が、避難訓練一つとっても、避難経路を確認し、静かに早く避

難できたことで良しとするようなものしか行っていなかった。やがて引き渡し訓練が始まった

ものの、地域と一緒になって取り組もうというところは少なかった。中には、防災は地域がす

ることと口にする教員もいた。 

学校運営の一番大切なことは「子の命を守ること」である。それなのに進んでいきにくいの

はなぜか、課題は何か、どうすれば進めていくことができるのか。その仕組みをつくり体制を

整えること、防災の具体的なプログラムをつくり周知していくこと、活動の中核となる活動拠

点を作ることなどを行っていきたいと考えた。 

文部科学省も阪神淡路大震災や東日本大震災を受け防災教育に取り組むことの必要性を説

いてきた。進めていくための課題を洗い出し、方向性を示した。令和 2年度からは防災教育が

義務化され、学習指導要領に、具体的に位置づけがされていった。これを学校現場でどう進め

ていくかである。そこで、学校における防災教育の実態を把握し、現状と課題を分析し、課題

を解決するために防災教育のプログラム構築や人材のキャリアアップ研修を行い、防災教育を

推進していくこととした。 

また、減災・防災の取り組みは、国土交通省や地方自治体などの行政だけでなく、インフラ

にかかわる企業、街づくりに携わる企業、自主防災組織など、それぞれが取り組んでいる。専

門があり、そこにしかできないことをそれぞれがやっている。ただ、一般市民には、あちらこ

ちらでしている取り組みが見えてこず、知らない人が多い。行政と企業、企業同士、地域と企

業、そして子どもたち。子どもを通して、それらをつなぐことはできないのだろうか。そうす

れば、防災への取り組みはもっと強固なものになるに違いない。子どもが主体となって取り組



むことができるように、小学生から高校生までのジュニア防災リーダークラブを結成し、さま

ざまな機関と連携した実践的な教育プログラムを実施することで、小学生から高齢者まで、全

世代型の防災教育を推進していくこととした。 

子どもは地域の宝でもある。やがて大人となり、社会の一員として役割を果たしていく。そ

の子どもが主体となった防災教育を、学校や地域、民間、行政などが連携して進めていくこと

はできないか。「命を守る」ということは、生命体としての命を守る、地域でのくらしを成り立

たせる、家族や友達、地域の人とのかかわりの中で自他の命を考える、人々が受けている自然

の恩恵から自然の良さも知るといったことにつながる。子どもの心を耕し、自律していく子ど

もを育てる。単に、防災の基礎的な知識を身に付け命を守る教育を行うだけでなく、課題意識

を持ち、考え、追究する力や、コミュニケーション能力、主体的に判断し行動する力を身に付

けるような人材教育を行っていきたい。そうすることでそれぞれが自律しながらも継続した防

災教育がなされていく体制が整えられていくと考える。 

 

２ 研究の概要 

(1) 全世代型防災教育推進のためのシステム構築 

 

<図 1 全世代型防災教育の全体図＞ 

防災士の数は市町では松山市が全国一である。ただ、意識が行動に結びついていない、防災

士の資格が生かされていない、自主防災組織の高齢化が進んでいる、親の世代が空白化してい

る・・・といった課題も見えてきた。これでは命を守れない、子どもの時からの防災教育が必

要ではないか、子どもが主体となって、切れ目のない防災教育をしていく、「子どもから高齢者

まで全世代の防災教育が必要」ということで、松山防災リーダー育成センターを 2019年 10月

に設置し,小学生ら高齢者まですべての世代に防災リーダーを育成するためのシステムを構築

した。（図 1） 

小・中学生・高校生と防災教育を進め、大学生、大人へとつないでいく。大学生は学生防災

リーダーとして活躍する仕組みができている。大人には多くの防災士がいる。ここに子どもた

ちとかかわることで、互いに防災力を高めることができる。また、子どもを通して親世代の防

災力も高められる。そのようにして、こどもから大人まで、切れ目のない防災教育を進める仕

組みを作った。 

    
         



その中心となる活動の一つが 小学校 5年生から高校 3年生までが実践しながら学んでいく

ジュニア防災リーダークラブである。松山市と東京大学、愛媛大学と防災関連の市内の産官学

民の組織が連携して進める全世代型の防災教育のプログラムの一つとして、2020年、9月に発

足をした。2020年度は、300名の登録であったが、2021年度は、1000名、登録在籍校は、23校

から、52校になった。地域の方や年齢が違った仲間とかかわりあいながら、より実践的な活動

をすることで、「つながり 広がる 防災教育」を進め、次世代につなぐ防災リーダーを育てよ

うとするものである。 

2021 年度は、高校生のジュニアから 11名の防災士資格取得者が出た。この子たちは、地域

の自主防災会と連携して活動することになっている。 

 

（2）学校における防災教育の推進のためのプログラム構築 

① 課題を明らかにするために 

ア 文部科学省の方向性 

  学校において防災教育を進めるためには、文部科学省がどうとらえているのかを知ってお

く必要がある。文部科学省は「防災教育の目的」を次のようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

また、防災教育が進んでいく課題として、学校教育における課題には、「防災のノウハウや対

応策だけでなく、命の大切さや日本の災害文化を理解できるプログラムの策定」「防災教育を行

う空間、そこを使うツール、実際の活動、実践共同体の 4つへの働きかけ」「防災の重要性を認

識し、その重要性を伝えることのできる教員の確保」「本物に近い体験を可能とする教材、学習

者の立場に立った教材の不足」「自然や環境の理学的・科学的な知識や助け合う心、災害から立

ち上がる力をバランスよく教える方法」、生涯学習における課題として「学校を一つの場として

有効活用し、広い地域、年代を対象としたメニューやノウハウの提示」など、担い手、つなぎ

手における課題として、「地域や企業のキーパーソンを探し、学ぶべき内容や地域の自主防災組

織活動を支援する教材・仕組みづくり」、関係主体の連携における課題として「行政の防災部局

や研究機関と教育委員会の連携」など、またその他の課題として「Survivorとなる防災教育に

加え、Supporterとなる、さらに市民力を育む防災教育の必要性」などを挙げている。 

 

イ 学校の実態から明らかになった課題 

 こうした考えを念頭に置き、各学校の防災教育への取り組みを 2019年 11月、松山市内の全 

小中学校対象に実態調査した。 

 その結果、次のことが課題となった。 

 

 

防災教育は、学校や地域のみならず、様々な機会・場を通じて、 

1．それぞれが暮らす地域の、災害・社会の特性や防災科学技術等についての知識を備え、減

災のために事前に必要な準備をする能力 

2．自然災害から身を守り、被災した場合でもその後の生活を乗り切る能力 

3．進んで他の人々や地域の安全を支えることができる能力 

4．災害からの復興を成し遂げ、安全・安心な社会を構築する能力 

といった「 生きる力」を涵養し、能動的に防災に対応することのできる人材を育成するため 

に行われるものである。 

 

・防災教育=避難訓練ととらえている傾向がある。引き取り訓練など、新しい要素も入り始めた 

が、通常の避難訓練（避難経路の確認のみ「お・か・し・も」など、静かに素早く避難できる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 課題解決のために 

そこで、「災害から生き抜く力」「生涯貫く生き抜く力」「継続が大事」「知識から、考え判 

断し、行動できる教育へ」「防災をわがごとに」「自然の恵みと災い」「家庭や地域との連携」を

基本理念とし、課題解決をするための方策を、「防災教育を行うための教材開発をし、防災教育

のプログラムを構築する」「教職員の意識と資質の向上を目指し、人材のキャリアアップ研修を

行う」こととした。 

 

② 実際の方策 

ア 防災教育のプログラムの構築 

 自然災害ごとに、発達段階を考慮

した学習の指導案を作成した。そこ

には、活用するとわかりやすい資料

を提示したり、身近な資料として松

山市の資料や授業で活用できるワー

クシートも添付したりした。また、松

山の災害の歴史や災害に関する図書

一覧なども添付した資料集を作成

し、全小中学校に配布した。2） 

各学校で実態に合わせて活用でき     <図 2 学習指導案等の資料集＞ 

るように、教員研修などで紹介をした。また、協力校を小中学校、各 1校ずつ設定し、活用を

図った。（図 2 図 3） 

 

＜図 3 協力校（小学校）での取り組みの様子＞ 

2021 年 1月に調査した結果、これらの資料を活用している学校は、グラフのとおりである。

          

       

  

     

      

                

ことをよしする訓練）でよしとし、現実に沿った課題が明らかになっていない。 

・児童生徒が主体的な行動者として捉えられていない。考えることなく指示待ちになっている。 

・訓練に重点が置かれ、減災・防災など、事前の取り組みが少ない。 

・単発で終わり、継続されていない。発達段階に沿った体系的な計画がされていない。 

・あらゆる教育活動の中で総合的にとらえるという視点が弱い。 

・情報が教師個人にとどまり、共有されていない。 

・関係機関や地域との連携の在り方が十分に検討されていない。 

・親子で防災について考える場が少ない。 

・学校の中で防災教育を進めていく核となる教員を中心に教員の資質を高めるべき 



総合的な学習の時間に取り組むだけでなく、教科と関連させたり、避難訓練の指導時に活用し

たりしていた。新型コロナの影響で学校が休校になっていた期間もある中、防災教育に取り組

もうとする学校が増えてきている。（図 4 図 5 図 6 図 7 図 8） 

 

 

 

 

                      

  

 

 <図 4 協力校（中学校）での取り組みの様子＞<図 5 資料活用（小学校）＞<図 6 資料活用（中学校）＞ 

   

<図 7 年間計画・全体計画の作成＞ 

 

<図 8 防災教育の実施時間数＞ 

イ 防災教育サポート動画の作成 

 災害はいつ起こるかわからない。学校が休校になっても、家庭でも防災教育を進めていくこ

とはできないか、また、防災のそれぞれの専門家に教えてもらうことで教員をサポートできる

のではないかということで、防災教育サポート動画を作成した。（図 9 図 10 図 11） 

 内容は次の 12 本である。シナリオは関係機関と協議しながら作成し、出演もしていただい

た。小学校高学年から中学生を対象とし、ジュニア防災リーダーの子どもたちにも出演をして

もらった。すべて 10分前後で、授業で活用できるものとし、指導案例もつけて市内の各小中学

校、県内の各教育委員会や、特別支援学校にも送付した。 

 
<図 9 打ち合わせの様子＞      <図 10 撮影の様子＞  <図 11 動画 DVD＞ 
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成果 

   れんけいしている 

   内容が計画的に行われてきた 

   実態に即したものになってきた 

活用 

アンケート結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この動画は、YouTube でも 開した。学校で学んだ子どもたちが、家庭で家族と一緒に見て

 し合うことで、親世代にも防災への関心を高めることができると考えたからである。 

 令和 3年 6月に配布し、活用を促しているところであるが、視聴した教職員のアンケートは

次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 土砂災害について学ぶ （約 9分） 

・土砂災害とは？・土砂災害はどうして起こるの？  

 【協力】国土交通省四国山地砂防事務所 

２ 洪水災害について学ぶ （約 13分） 

・大雨になるとどんな被害が出るの？・水害を防ぐためには？    

【協力】国土交通省松山河川国道事務所 

３ 気象情報を防災に生かす―気象情報が出るまでー （約 9分）  

・気象情報はどうやって出されるの？・気象情報をどう生かせばいいの？   

【協力】松山地方気象台 

４ マイタイムラインをつくろう （約 13分） 

・マイタイムラインって何？・どうやって作るの？  

  【協力】松山市防災・危機管理課     

５ 地震に強い家・そなえる （約 9分） 

 ・地震に強い家にするためにはどうすればいいの？   

【協力】DCM株式会社 

６ 防災まち歩きをして防災マップをつくろう （約 11分） 

・防災まち歩きとマップづくりのポイントを知ろう   

【協力】松山市防災・危機管理課 

７ 災害用伝言ダイ ル１７１ （約 9分） 

・災害時の安否確認に役立つ伝言ダイ ル 171の使い方を知ろう  

 【協力】日本    会・NTT西日本 

８ 誰にとっても安心なまちーみんなが使いやすく生活しやすい避難所―（約 8分） 

 ・視覚・聴覚・身体に障害がある人に聞いてみよう   

【協力】松山市社会福祉協議会 

９ 人間を救うのは人間だー日本赤十字― （約 6分） 

・災害時の日赤の役割や応急手当の方法と心肺蘇生法  

 【協力】日本赤十字社愛媛県支部 

10 災害における報道の役割 （約 9分） 

・災害はどのように報道されてきたの？・報道が果たした役割は？    

【協力】愛媛新聞社 

11 ハザードマップの見方を学ぼう （約 10分） 

・ハザードマップの見方を知ろう   

【協力】松山市防災・危機管理課 

12 防災訓練から災害時にできることを学ぼう （約７分） 

・災害時には様々な機関が協力をして活動している様子を松山市総合防災訓練から知ろう   

【協力】松山市防災・危機管理課 

 

 

 

絵や映像など視覚的にも理解しやすい。 

身近な地域の映像が利用されていて実感が湧く。 

教科指導でも使用できそう。 

小学生には難しいので、参観日等を活用して保護者に啓発することはできるのではないかと思う。 

新聞記事を基調とした分かりやすい動画である。 

重信川の内容（歴史面）が小学校 4 年生の社会科の授業で使えそうで参考になった。防災関連と

偉人関連の単元を貫く教材として使えそう 

何かあってから学習するのでは遅いと思うので、このような動画を活かして、学習することは良

いことだ。 

実際の自分の家で考えることで家庭での会 のきっかけになるのでとても良い。 

映像としてみることでイメージがしやすくなり備えが必要であることを自覚できると思う。 

発達段階に応じた学習ができると感じた。教師自身もその地域の特徴を知っておく必要があると

思った。 



教育サポート動画を YouTubeで配信したところ、自主防災会の研集会で活用したい、企業の

防災研修で活用したいという声が寄せられた。10分という短い時間ではあるが、伝えたい内容

を盛り込んでいる。対象に合わせていろいろな活用方法が考えられる。（図 12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<図 12 教育動画の活用の様子＞ 

 

ウ 防災教育を行う人材のキャリアアップ研修 

 ＜教頭研修＞87名「教頭としてどのように防災教育を進め

るか」というテーマで、管理職として学校が避難所になった場

合も含めて安全管理ということと、防災教育の事例の紹介、動

画や学生防災リーダーなど授業へのサポート体制について研

修をした。（図 13） 

 研修の際、アンケートを取ってみると、自校の災害リスクを

把握している教頭は 100％であったことから、危機意識は高＜図 13 オンラインでの教頭研修＞ 

いと思われる。しかし、「避難所として学校を使用するにあたり、地域の方と し合いを持った

か」という調査に対しては、具体的な し合いは十分でなく、約 3割の学校が し合いもされ

ていない。校長とともに地域の自主防災会などとよく し合うことが安心な避難所運営にも必

要であること、結果として早期の学校再開には重要であることを、学校と地域と両者に働きか

ける必要があることがわかった。（図 14 図 15） 

 

 

 

 

 

 

<図 14 災害リスクの把握＞       <図 15 避難所についての地域との し合い＞ 

また、学校の実態に合わせた避難訓練になるよう訴えてきたが、2021.1に調査してみると予

告なし」「垂直避難」「二次避難」など、教師主体の経路確認だけでなく、より現実的な課題を

見つけることができる避難訓練へ変わりつつあった。2021.6に行った調査では、まだ、約 5割

が通常の避難訓練で終わっている。避難訓練の企画を教頭だけがするのではなく、学校にいる 

防災士取得者や学年主任などとよく協議をして、現実に即して、教員も課題に気が付くような 

動画を見て分かりや

すかった。（生徒） 

教師も事前に動画を見て勉強する必

要はあるが、学級担任で指導できそ

うだ。 



避難訓練に改善する必要がある。（図 16） 

 また、「防災教育を行うことにより児童生徒にどんなこと

を期待するか」という調査では、基礎知識の習得だけでなく、

災害に立ち向かかう力や、地域防災を担う意識の涵養、社会の

中での役割意識などを期待するという結果になった。（図 17） 

 

 

 

<   

＜図 16 2021.6 避難訓練の工夫＞  

        

 <図 17 「防災教育を行うことにより児童生徒にどんなことを期待するか」＞ 

 

＜中堅研修＞41名。教員になって 10年を迎え、学校の中核となる教員の研修である。「学校に

おける防災教育」として学習指導要領とともに、防災教育の必要性の研修を行った。栄養教諭

や、養護教諭もいるため、自然災害時における心のケアの進め方にもふれた。 

  

<初任者研修＞99名。体験研修ということで、HUGを行った。避難

所運営ゲームである。今年度の初任者は防災士の資格取得者が 10

名いた。また、今までに避難訓練以外の防災教育を「小・中・高校

生の授業で受けた」「大学生の時に防災に関する 義を受 した」

先生もおり、地域の防災訓練にも、「地域の一員として参加」した

り、中には「主催者側のサポーターとして参加」したりした先生も

いた。HUGを体験するだけでなく、子どもたちにＨUGをすることの

意義についても した。参加した教員からは「アンケートに回答   <図 18 HUG研修＞ 

したことで、自分が防災について無知であるということを痛感した。子どもたちの命を守る責

任がある教員として、しっかりと知識を身につけようと思う。」との感想も寄せられ、命を守る

教員としての自覚が感じられた。（図 18）  

 

＜社会科実技研修会＞30名。小学校で社会科担当の先生方の具体的

な授業の進め方の研修である。そのため、会場を防災について学べ

る設備が整っている「ゆめ・未来 創造かん」とし、企業防災士を

 師に、「地震への備え」を行った。この会場は、児童生徒が防災に

ついて学ぶ場としても活用でき、また、出前授業などの 師として

授業をサポートしてくれることを知らせた。実際に訪れたことがあ

る教員は少なかった。「連絡を取るのに敷居が高かった」という意 <図 19 飛散防止フイルム＞ 

見もあった。忙しい、時間がないと言いながら、自分たちで何とかしようとする教師の姿が垣

間見られた。防災教育動画の活用なども紹介し、人も場所も物も、大いに活用するよう勧めた。

「市外から来た。こんなに資料がそろっていることは知らなかった。大いに活用したい」との

声がきかれた。まだまだ防災教育が浸透しきれていないと痛感した場でもあった。（図 19） 



＜学校防災エデュケーター研修＞82名。防災士の資格取得者が各学校から 1名参加し、学校の

防災教育を推進するためにエデュケーターはどのような役割を果たすのかという研修を行っ

た。各学校には 3，4名の防災士がいる。資格を取得してそれをどう生かしているのかを問い直

す研修でもある。 

 学習指導要領が本格実施され、どこの学校も防災教育を行うようになった。総則にも、各教

科関連させながら学習していくことな

どが、分かりやすく表示された。これら

を受け、学校ではどのように推進してい

くのか、また、学校の安全確保のために

何をするのかということである。                  

 アンケート調査によるデータに基づ

いて課題に気が付いてもらうとともに、

授業でも行うマイタイムラインの作成

について、松山市危機管理の担当者から

 義をしてもらった。マイタイムライン

は、災害リスクを知る、そのためにハザ    <図 20 学校の災害リスク作成例＞ 

ードマップを見る、避難ルートを考える、非常持ち出し袋を見直す、情報収集の仕方がわかる、

どのタイミングで避難するか前もって行動計画を立てる、そのために し合うなど、命を守る

ための要素がたくさん盛り込まれている。したがって、マイタイムラインの作成について知る

ことは、大事な研修になる。 

また、今後は、学校ごとのタイムライン作成につなげていきたいと考え、学校の災害リスク

を作成してもらうようにした。学校に赴任した教員誰もがリスクを把握できるよう、作成した

ものは、マニュアルに添付する。（図 20） 

  

（2） ジュニア防災リーダークラブを中心に、子どもを育てる人と人のつながりを促す場の構

築 

①  自主防災会をはじめとする地域や関係機関と連携する場や様々な年齢の子どもが一

緒に活動する場の構築 

事例 1＜発足式＞ 異年齢 

大学生の学生防災リーダーをサポート役として、2020年は、

「私たちの未来は、私たちが守る」を、2021 年は、「大切な人

の命を守る・つなげる」をテーマとしたワークショップを行っ

た。子どもたちが初めて出会う場である。子どもたちが、積極    <図 21 発足式＞ 

的に意見を交換した。（図 21） 

事例 2＜防災キャンプ＞ 異年齢                     

リアル避難シミュレーション、クロスロード、災害時の食事

など取り入れたデイキャンプを行った。自然豊かな野外活動

センターを利用しいろいろなミッションに沿う場を設定し

た。異年齢のグループを編成し、そこに学生防災リーダーも   <図 22 防災キャンプ＞ 

加わった。互いに協力をし、学び合う子どもたちの姿が見られた。こうした活動では振り返り

が重要である。グループで し合い、自分たちの行動に対する思いを共有し、自分の気づきを

伝えあった。年齢も近い学生の様子を見て学ぶ姿や、互いに尊重し合う姿が見られた。（図 22）                    

学校の災害リスク（風水害） 学校番号

　災害リスクがある場合は、松山市HPからハザードマップのデータを貼り付けましょう

土砂災害時の避難先 高潮時の避難先

校舎の3階以上に避難

洪　水

　

　□　なし

　■　あり

　　　　　　重信　川　　　    3.0～5.0　ｍ

　　　　　　石手　川　　　　 0.5～3.0　ｍ

　　　　　　　　　川　　　　　　　　　ｍ

　　　　　　　　　川　　　　　　　　　ｍ

洪水時の避難先

松山市立

土砂災害

　■　なし

　□　あり

高　潮

　□　なし

　■　あり

1.0　ｍ

校舎の3階以上に避難

高潮重信川

内水氾濫
石手川



事例 3＜防災まち歩き＞ 異年齢 自主防災会 関係機関 

 市内の中心部（大街道、銀天街、ロープウェイ街、高島屋、

マツチカ）について、各自主防災や防災担当になっている方に

協力をいただき、防災の視点でまち歩きを行った。UDCM とも

連携した事業である。そこでの気づきは、防災マップにまと

め、UDCMや市内の施設にも展示をし、市民の方にも見ていただ  <図 23 防災まち歩き＞ 

き、街づくりへの提案とした。人が集まる中心部では、普段気が付かないが、様々な備えをし

ていることを各担当者から直接知ることができ、防災の視点が広がった。（図 23）                                         

事例 4<まるごと防災 たんけん隊＞ 自主防災会 企業 

 地域の自主防災組織の方とジュニアが、企業の施設に行き、企業防災士から「地震に備える」

の 義を受けたあと、市内で防災について学べる施設を備え

ているＤCM（株）の「ゆめ・みらい 住まいの創造かん」で、

ガラス飛散防止ファイルを張ったり、３Ⅾ断層図をみたり、家

の耐震模型を実際に動かしてみたり体験活動をおこなった。

具体物があるため分かりやすく、子どもにも理解しやすかっ

た。また、自主防災会の人との交流も見られた。（図 24）                                                   

事例 5＜見学会＞ 関係機関                <図 24 DCMでの体験活動＞ 

 ＮEXCO 西日本に協力いただき、開通前の高速道路の工事中

のトンネルを見学した。初めて見る機械、工事中のトンネル、

そこで働く人々。防災を含めた安全確保、高速道路の役割など

専門家の方に聞いて知る驚きがあった。また、将来像の一つに

なったかもしれない。鹿野川ダムではダムの役割について説

明を聞き、冨士山からの眺めでは大洲の水害のすごさを知っ

た。ここでは、大洲河川国道事務所に協力いただいた。いずれ

も、関係機関と連携したからこそできた見学会であった。  <図 25トンネル工事現場見学＞                        

NEXCO西日本は、トンネル工事や、高速道路の橋梁工事の見学だけでなく、YouTubeにも映像

を提供してくれている。（図 25） 

 

これらのほかにも、防災士の資格を取得している市会議員との交流や、病院・福祉事業所・

保育園などを総合的に経営している企業、地元のスーパー、郵政など、松山市と協定を結んで

いるところとの交流についても計画をしている。それぞれ多くの防災士を有している。こうし

た企業に授業のサポートをしていただいたり、ジュニアと活動をしたり、また、地域と連携し

た活動をしたりするなど、企業内防災士の研修をしながら、両者にとってより有意義な連携を

図ろうとしている。 

小学生からから高校生まで、異年齢の子がグループになり、そこに大学生も加わる。大人も

加わり、様々な人・もの・こととのかかわりができる。人・もの・こととかかわるとは、どう

いったことか。年齢が違う、経験が違う、環境が違う様々な人とかかわる。そして、それぞれ

に専門があり、得意なことがあり、ノウハウを持っている。そこにしかできないこともある。

経験知、専門知、地域知などとかかわっていくわけでる。かかわりはいろいろな場にある。そ

のかかわりの中で、思いを紡いでいく。 

 

(2) 学びから主体的な活動へ 未来を描く子どもたち 



体験活動をするだけでなく、やってみたことから考え、振り返り、またやってみるなど、さ

まざまな学びを自分のこととして捉え、防災に主体的にかかわり、未来を描ける子の育成を図

った。 

事例 1＜課題研究及びジュニア防災検定＞ 

主体的な活動となるように、一人一人ポートフォリオを作成し、自己の課題研究に取り組ま

せた。防災を自分事にしながら調べまとめ発信していく。この課題研究はグループで発表する

とともに、ジュニア防災検定の受検資格とした。（図 26 図 27 図 28） 

ジュニア防災検定をすることにより、防災士資格取得につなげ、防災教育の継続性を目指す。

課題や検定試験により、初級・中級・上級に分け認定をする。その際には、評価基準を設けた。

また、表彰した優秀者には、翌年の発足式で、課題研究の一部を発表する場を設けた。 

  ＜課題例＞ 

我が家の防災会議 防災とペットについて 避難所の問題と解決策 

防災に強いまちづくり 我が家の災害リスク 災害時にかかりやすい病気 

火を使わない調理 身近なもので防災グッズ 防災に関する意識調査 

 
<図 26 ジュニア防災検定の評価基準と観点＞ 

 

 

 

 

 

<図 27 課題発表＞            ＜図 28 ジュニア防災検定＞  

事例 2＜オンラインでの発信＞ 

オンラインでの発信も始めた。報告会では、松山

工業高校が、オンラインで参加をし生徒が主体とな

って取り組みを伝えた。また、松山工業高校と松山

東高校は、ネパールやタイの学校の生徒と、オンラ

インを使っての交流を始めた。意見交換をしたもの

をまとめ、国連防災会議などを通じて世界に発信し

ていくことを目指している。（図 29）            ＜図 29 オンライン配信＞ 

    
                  
       
      
               
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                      

             

＜ 思考・判断・表現＞

       
        
      

                     

          

                  
＜知識・理解＞

・探究的することの意義や価 を理解しているか
 主体的に学習に取り組む態度＞
・主体的に取り組む態度

学習したことを自己の生き方に生かそうとしているか
新たな課題に取り組もうとしているか

＜思考・判断・表現＞
・課題

実社会や実生活から課題を見出しているか
探究的な見方・考え方を用いているか

・課題解決の方法
資料の しになっていないか
何らかの体験（実験、取材、制作など）を交えているか
情報収集力があるか

・表現の仕方
コ ーの切り りになっていないか
まとめ方の工夫がされているか
自分の意見が表出されているか



３ 成果の展開 

 

＜図 30 ポートフォリオに記述されたジュニア防災リーダーの言葉＞ 

子どもたちは、地域や社会とかかわり、様々な人とかかわりしながら、自分の言葉で考え、

自分の言葉で表現し、いろいろな思いを紡いでいる。様々な意見や思いを聞き、新しい気づき

があり、そのことを基に、思いをさらに深めている。防災への基礎的知識を身に付けるだけで

なく、子どもたちからは、感謝の思い、防災意識への気づき、意見を共有することによるコ   

ミュニケーション力の重要性、守るべき 命・大切な人の命への思い、人への敬意や感謝の気

持ちを持ち、命の重みを知る姿が見られた。（図 30） 

一人一人を大切にし、自分だけでなく、他の命も大切にする。そして、自分を見つめなおし、

もっと知りたい、やってみたいと、次への行動につなげようとしているなど、自分で考えだし、

判断し、行動を始める。自分たちがこれから生きていく未来に向け、もっと実践的に行動し、

判断できるようになろうとする。子どもたちは、活動を積み重ねることで、自己有用感を持つ

ようになり、自分を見直し、自己を確立していく。社会の中での役割を意識し、やがて、自分

の将来を見据えるようになる。ジュニア防災リーダーを育成することは、地域全体の防災力を

高めるだけでなく、一人一人を主体性のある子に育てる人材教育になっている。 

子どもたちだけではない。松山市の防災士の数は全国一。子どもを通して、個々の防災士の

資格を生かすことができるようになり、また、学校、地域や民間、行政、それぞれの組織をつ

なぐことにもなっていく。そのかかわりが横糸、縦糸となり、命を守るという強い布を、人材

を 育てるという広く温かい布を紡いでいくことになる。全世代が連携してともに未来を紡い

でいくことがとても大事だ。学校や地域を舞台にした子どもが主役の防災教育を進めることで、

それぞれの活動が渦のようになり、相乗効果を上げながら、防災への取り組みがより強固にな

っていく。キーパンソンとなるのは子どもである。 

全世代型の防災教育は、命を守る教育であるとともに、人材教育でもあるということをよく

認識して、防災教育に携わってほしい。

その考えをいかに広げ浸透させていくか。

防災教育の根本となるところを理解して

こそ、防災教育は継続されていくし、そ

れぞれが自律していく。 

子どもたちには、未来がある。学校に

も地域にも、企業にも未来がある。子ど

もたちが主体的に持続可能な社会に向け、 

未来を描けることができるよう、取り 

＜図 31 持続可能な社会へ未来を見植える＞    組んでいきたい。 

1）文部科学省  防災教育支援に関する懇談会（第 4回・第 6回） 

2）新潟県防災教育プログラム 新潟県 2014 

           
            
           
            
             

                 
                 
                 
                  
                 
     

           
           
             
           
            
    

                
                 

        

   

      

      
                        

                      
                      
                        

     

            
           

                    
                   
                   

             
            
            
             

                

  

                

              
              
             
             
    

     


