
【出典】チャレンジ!防災４８(総務省消防庁)

問 題

次の南海地震の揺れは、高知県
内で最大で震度６弱と予想され
ている。
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９月１日は防災の日 
～いざというときに生きる防災教育を～ 

 南海地震が発生しても、子どもたちが「自分の命は自分で守る」ことができるよう、災害と向き合う力

を身に付けておくことが大切です。 

今月は、防災学習に関する参考資料を紹介します。 

    

１ 高知県・高知県教育委員会作成資料 
①「土佐の防災学習プログラム  南海地震に備えよう」 平成１８年３月 ★ 

防災学習の流れ、教材・資料等が掲載されています。 

 

②「南海地震に備えちょき －生き抜くために－ 家庭保存版」 平成２３年１１月改訂 ★ 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「防災学習 南海地震に備えちょき」  平成２４年３月 ★ 

     南海地震に関わる内容（主として地震から自分の命を守る）を８つの項目に  

分類して、子どもたちの学習教材として作成されています。 

   付属のパワーポイント教材が、学校や子どもの実態、授業の構成等に合わせ 

て活用できます。補助資料のシナリオも、指導の際の参考になります。  

    

教材のスライド例１ 

    １ 南海地震は必ず起こる！ ～南海地震のことを知ろう～  

    ２ 地震から自分の命を守る！ ～自分の命は、自分で守る（揺れ編）～  より 
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高知県教育センター 

教科研究センター  
～教科研究センター便り～ 

特集 

昭和の南海地震や津波によ

る被害の写真を拡大コピー

して、授業に活用できます。 

室内で地震が 

起きたら！！ 

し
え
ん
く
ん 

（参考）  

スライドの写真は、 

「チャレンジ！防災４８」（総務省消防庁ホーム

ページ）からの引用です。 

※このホームページにも資料がたくさんあります。 

詳しく 

調べよう 

※『震度６強の揺れ』

の実験映像もありま

す。【出典：チャレン

ジ！防災４８】 

「★」印の資料は、

教科研究センターに

あります。 



教材のスライド例２ 

２ 地震から自分の命を守る！ ～自分の命は、自分で守る（揺れ編）～  より 

 

       

     

  

 

               

 

 

        

 

                        

④「高知県安全教育プログラム （総論）・（震災編）」 平成２５年３月 ★ 

    発達段階別指導内容の体系や校種別の授業展開例が、授業づくりに役立ちます。教材として活用

できる防災教育指導資料やホームページにアクセスできるデータも記載されています。 

 

２ 教育雑誌  ★ 
①「総合教育技術」 ２０１１年 ６月号より 

              

 

『結果的に、大震災１週間前にやっていた避難訓練が子どもたちを助けました。学校教育の中で、 

避難訓練というのは、ほんの一コマのささやかなものなんだけれど、やっててよかった・・・・』 

 

②「教育ジャーナル」 ２０１２年 ９月号より 

○ 命を守るために身につけておくべきこと 

教育ジャーナリスト 和田成 

『どんな困難な状況であっても生き抜くためには、災害・安全教育や避難訓練だけでなく、知識

も知恵も体力も、判断力も思考力も活用力もコミュニケ―ション力も・・・本当に生きること

そのものの力を身につける教育が必要。学校にはその力がある。』 

 
  
③「小六 教育技術」 ２０１１年 ９・１０月号より 

○“子ども犠牲者ゼロ”を達成した『釜石式防災教育』 

『津波てんでんこ』先人の教訓を生かす 

家族のことさえ気にせず、「てんでんばらばらに」避難して自分の命を守ること。 

この言葉の真の意味は？ 

 

④「理科教室」 ２０１２年 １月号より 

○ 特集 防災教育に自然科学の視点を 

中学校の理科で教える防災教育（中学校）、 

震災を語り継ぐ地学の授業を続けて（高校）ほか 

     

３ 高知新聞 「読もっか」のコーナー  

「こうちで備える小中学校の防災学習」 ※毎月最終金曜日に掲載 

実践例：『自分専用にひなんマップ』、『訓練記録し地図にタイム』、『夏の夜の“ひなん所”体験』、 

『持ち出し袋つくった後も点検』   等 

 

※このほかにも、防災学習の授業づくりのヒントになる資料や雑誌、書籍があります。 

たいへん参考にな

る実践です。まだ、

読まれてない先生

はぜひ！！！ 

※子どもたちから

意見を聞く。 

【出典】チャレンジ!防災４８(総務省消防庁)

H7 (1995).1.17  阪神･淡路大震災(M7.3)

もしも、地震が発生し

たら、どんなことが起

こるでしょうか。 

阪神・淡路大震災の時には、頑丈

そうなビルも、壊れて傾いてしま

いました。 

【出典：チャレンジ！防災４８】 

※阪神・淡路大震

災の火災の映像

も視聴できます。 

○ 子どもたちの命を救った大震災１週間前の避難訓練  

被災した学校長の声 



 

書籍の紹介 ★ 

 

○「あの時、大川小学校で何が起きたのか」 
池上正樹 文 加藤順子 文・写真  青志社 

子どもの命を守るのは大人の役目だが、地域の大人

の命を救うカギは、実は、子どもたちの行動にあった。 

 

 

○「学校を災害が襲うとき」教師たちの３.１１ 
 田端健人 著  春秋社 

１０人の教師の詳細な聞き書きにもとづく、震災当

日から学校再開までの日々。 

 

 

○「東日本大震災教職員が語る子ども・いのち・未来」 
宮城県教職員組合 編  明石書店 

過酷な体験と深い悲しみを乗り越え、子どもに寄り

添い教育現場の再生に取り組む教職員たちの熱くひたむきな思いが綴られています。 

 
 

 

 

教科研究センター 指導アドバイザー  竹内 研介 

災害用保存米が安価で、半永久的に保存できる！ 

私の勤務していた中村特別支援学校は、小高い所にありますが、四万十川のす

ぐ近くにあり、大地震で津波が発生すればまちがいなく陸の孤島となってしまい

ます。当時、県からいくらかの保存食配当予算をいただき、８０名３日分の児童

生徒の食糧を確保するため、保存米の購入を検討しました。しかし、①一般に出

回っている保存米は、通常の米よりかなり高価である ②保存期間は長くて５年③

５年後に入れ替え予算の保証がない・・・など、問題点もありました。 
 

そこで、中村特別支援学校は給食で独自に米を購入していることを活用し、限られた予算で、長期間米を

備蓄できる次の方法を考案し、実行しています。 

○給食と同じ米を１００ｋｇ（８０名３日分）購入し、給食米と一緒に保管し普段の給食で使用していく。

残り１００ｋｇになると補充（従来の給食用の米）する。 

○古い米から順次使用するので、常に新しい米が１００ｋｇ以上保管されている。 
 

この方法が始まって２年以上経過しましたが、特に問題はありません。保護者の

皆様からも安心いただいています。独自に学校給食をされている学校は、このよう

な方法で保存米の管理をされてはいかがでしょう。 

 また、災害時の食料確保と同時に配慮したいことは、日常的に薬を服用している

児童生徒を調査し、３日分保健室などで保管しているといいですね。 
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   教科研究センター ７月の利用者状況 

２０１名  ☆４ヶ月連続２００名超！！ ご利用ありがとうございました。 
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特別支援教育ちょっとアドバイス（その２）             現在、高知県には本校・分校を合わせ

14 校の特別支援学校（児童生徒数約

900 人）と特別支援学級が約 520 学

級（児童生徒数約1000人）あります。 

各教科研究センターで

は、学校での防災教育の授

業を支援するために、9月

から「防災教育」のコーナ

ーを設けます。 

 

ここで紹介した資料や

書籍をはじめ、学習指導案

なども順次そろえていき

ます。ご希望の資料や書籍

がありましたらアドバイ

ザーにリクエストしてく

ださい。 

速報 



         

 地域に入ろう、地域から学ぼう 高知県教育センター 教職研修部長 吉井 太一 

   ある学校現場にいた時、地域の方から「今、学校にいる先 

生の、名前も顔もわからない。」と、とある席で言われたこ
とがあります。 

聞けば、自分の子どもが学校に在籍している時ならまだしも、卒業し
てしまうと学校が遠のいてしまい、なかなか先生と顔を合わす機会がな

いとのこと。さらに、「地域の行事にでも出てきてくれたら顔がわかるの
に、なかなか忙しいですかね…。」と、つけ加えられました。 

確かに教員は、勤務時間帯以外にも、教材研究、児童生徒や保護者の対応、部活動などに追われ、多
忙な毎日だと思います。しかし、どの職についていても多忙感は必ずあるものです。そんな中、休日は

趣味などで気分転換をし、休養しながら充電し、リフレッシュして月曜日の朝を迎える方がほとんどだ
と思いますが、地域の行事等に関わることも、ぜひお勧めします。 

 地域との関わり方は、作業や行事、懇親会など様々です。これは自己流の解釈ですが、例えば、会費
４,０００円の懇親会であれば、人を４人覚え、相手にも自分を覚えていただいたら一人あたり１,０００

円で親しくなれた…などと考えながら楽しく過ごしたものです。地域の情報もたくさんいただきました。 
作業や行事に参加した場合も同じです。その中で、「学校の先生ですか。」と声をかけられたら大成功。

次に道で会っても単なる儀礼的な「こんにちは。」だけでなく、そのあと笑顔で「この間は、お疲れ様で
した。」「忙しいのによく出てきてくれました。」と相成るわけです。確かにせっかくの休日をそれに充て

るわけですから、翌日多少の疲労感は残ります。しかし地域の人をたくさん覚え、地域の人にも自分を
覚えていただくことは、私にとって、以降かなりの大きなメリット・財産となりました。 

 人との関わりが希薄になりつつあると言われる今日。地域との関わりやふれあいを、より大切にして
いきたいものです。 

 

 
あなたも授業づくり講座に参加してみませんか？ 

 

◆専門講座 

＜特別支援教育におけるＩＣＴの活用講座＞ ９月１４日（土）教育センター本館３階 大研修室 

基調講演：「特別支援教育へのＩＣＴ導入について」東京大学先端科学技術センター：中邑 賢龍 教授 

＜ＩＣＴ社会におけるコミュニケーション力の育成研修＞１０月５日（土）教育センター本館３階 大研修室 

講議：「２１世紀型コミュニケーション力の育成の概要や考え方を理解する」金沢星陵大学：村井 万寿夫 教授 

＜ＮＩＥ講座Ⅱ＞ １０月６日（日）教育センター本館３階 大研修室  高知新聞社ＮＩＥ推進室との共催  

◆基礎講座 ＜基礎講座Ⅲ＞ 講義・演習「授業づくりで大切にしたいこと」 

【西部会場】１０月５日（土）幡多総合庁舎３階会議室 

【本部会場】１０月１９日（土）教育センター本館 

＜基礎講座Ⅳ＞ 講義・演習「特別支援教育の視点に立つ授業づくり」 

【西部会場】１１月 ９日（土）幡多総合庁舎３階会議室 

【本部会場】１１月１６日（土）教育センター本館 

  

事務連絡   ☆教科研究センターの開室時間について 

【９月からは通常の開室時間になります】 開室時間：平日 15:00～19:15  土曜  9:30～17:30 

教科研究センター（本部） 高知県教育センター本館２階（高知市大津乙１８１）    TEL/FAX 088-866-3903 

東部教科研究センター   安芸総合庁舎会議室棟２階（安芸市矢ノ丸１－４－３６）TEL/FAX 0887-34-8051 

中部教科研究センター   中部教育事務所１階（吾川郡いの町枝川２４１０－７）  TEL/FAX 088-893-6597 

西部教科研究センター     幡多総合庁舎３階（四万十市中村山手通１９）         TEL/FAX 0880-35-6251 

★ 開室時間は次のとおりです。ご利用をお待ちしています。 

夏季休業期間中 開室時間：7月22日(月)～8月31日(土) 【本部】平日 9：00～17：15 土曜日 9：30～17：30 

【支部】平日・土曜日 9：45～17：00 

 教科研究センターホームページアドレス  http://www.kochinet.ed.jp/studycenter 

研修のお知らせ 

磨 


